
観光バス音響システム オプション・パーツ

■ MULTI SYSTEM マルチ専用品
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ound System for sightseeing BUS

OPTION & PARTSS
マルチシステム専用アンプ（2台1組）

UA-106A
希望小売価格 133,560円（本体価格127,200円）

●お客様の各座席に、各種音楽、TV（ビデ
オ）放送、ラジオ放送などの6chプログラム
ソースのサウンドを送るシートリモコン専用
のアンプシステムです。

ラジオ用車外アンテナ

PAS-214-100
希望小売価格 3,444円（本体価格3,280円）

電子同調ラジオ専用5mアンテナコード

HBJ-006-100
希望小売価格 2,310円（本体価格 2,200円）

オーディオシステム用単体ラック

PQA-111-100
希望小売価格 2,205円（本体価格2,100円）

車内スピーカーマッチングトランス

RBA-003-101
希望小売価格 5,040円（本体価格4,800円）

電子同調ラジオ専用8mアンテナコード

HBJ-007-101
希望小売価格 3,780円（本体価格3,600円）

●ラジオ用車外アンテナ。場所をとらず取付けも簡単。

■ SPEAKER OPTION スピーカー

■ MICROPHONE マイク ■ and all that…その他のオプション

高級2ウェイスピーカー（2個1組）

CS-404A
希望小売価格 18,900円（本体価格18,000円）

高級フルレンジスピーカー（2個1組）

CS-403A
希望小売価格 12,600円（本体価格12,000円）

●キュービックな観光バスボディに映えるシャープなデザインのビスレス構造の高級スピーカー。
●シャンペンゴールドのパネルカラー。
●指向特性、反響などバスオーディオの音場特性を追求したHi-Fiサウンドの迫力。
●大出力にもラクラク対応のピーク入力を設定。
●低音域再生13cmウーファーと高域専用セラミックツィーターのコンビネーションによるバランス
のとれたリアルサウンド。（CS-404A）

●低音重視のソフトな音質。
●シンプルで持ちやすさ抜群の高級感あふ
れるデザイン。
●すぐれた指向性と堅牢な構造のガイドマイク。

12cmコーン型スピーカー（2個1組）

SKA-085-103
希望小売価格 6,248円（本体価格5,950円）

●中・小型観光バスの天井にジャストフィット、薄型パネル設計。
●指向特性、反響などバス車内の音場特性を追求したHi-Fiサウンドの迫力。
●シャープなデザインのビスレス構造小型スピーカー。（CS-510A・CS-520A）
●大出力にもラクラク対応のピーク入力。（CS-510A・CS-520A）
●低音域再生12cmウーファーと高域専用セラミックツィーターのコンビネーションでバランス感
に富んだリアルサウンドを再生。（CS-510A）

マルチコントローラー

RCA-196-300
希望小売価格105,000円（本体価格100,000円）

●車内天井スピーカーからのラジオ（FM/AM）
VTR音声の切替えと、天井スピーカーの
ON/OFFが可能です。
●ラジオ、VTRの音量調節付（シート側プリ
出力の調整可）

シートリモコン（ヘッドホンタイプ）

RCA-195-101
希望小売価格 23,940円（本体価格22,800円）

●聴きたいプログラムがダイヤルスイッチで選
べる6ソースセレクター付
●各プログラムの音量を調節つまみで自由に
調整。

●バス車内用の高性能ステレオスピーカーです。

ステレオヘッドホン

HPA-026-100
希望小売価格 2,520円（本体価格 2,400円）

小型2ウェイスピーカー（2個1組）

CS-510A
希望小売価格 14,700円（本体価格 14,000円）

イヤーパット

925-1460-00
希望小売価格 84円（本体価格80円）

ブロアモーター

HBT-123-100
希望小売価格 7,350円（本体価格 7,000円）

小型フルレンジスピーカー（2個1組）

CS-520A
希望小売価格 10,500円（本体価格10,000円）

12cmコーン型スピーカー（2個1組）

SKA-056-102
希望小売価格 5,355円（本体価格 5,100円）

●バス車外放送用の埋込スピーカーです。

車外スピーカー（1個）

PHA-006-100
希望小売価格 10,605円（本体価格10,100円）

ダイナミックマイクロホン マイクホルダー付

DMA-170-101
希望小売価格 6,132円（本体価格5,840円）

別販マイクホルダー

MHA-023-100
希望小売価格 231円（本体価格220円）

ボーカルマイクロホンコネクター式3mコード付

DMA-099-100
希望小売価格 12,915円（本体価格 12,300円）

別販マイクホルダー

MHA-022-100
希望小売価格 840円（本体価格800円）

ボーカルマイクロホン

コネクター式3mコード・マイクホルダー付

DMA-105-100
希望小売価格 20,370円（本体価格19,400円）

貸切用ダイナミックマイク/ボーカルマイクコード

●マイク正面の声を適確にとらえる単一指向
性マイクロホン。
●堅牢性にすぐれた構造と設計で、掌にジャ
ストフィットします。

●入力：4Ω×2
●出力：（1Ω、2Ω、3Ω、8Ω）×2

●迫力のある低音からクリアな高音まで自然
な音質が得られます。

マイク受口

PMA-010-100
希望小売価格 347円（本体価格330円）

●標準タイプの客席マイク受口。

マイクコントローラー

EA-115A
希望小売価格 17,850円（本体価格17,000円）

●エコー調整可能なコントローラー。AA-911Aなどアンプとの接続により
案内マイク、客席マイク（2系統）の音量を独立して調製できるマイクコントローラーです。

ダイナミックマイクロホンマイクホルダー付

DMA-070-100
希望小売価格 4,137円（本体価格3,940円）

別販マイクホルダー

MHA-017-100
希望小売価格 231円（本体価格220円）

MCA-024-101（3mカールコード）
希望小売価格 1,680円（本体価格 1,600円）

MCA-025-101（5mコード）
希望小売価格 1,911円（本体価格1,820円）

MCA-026-101（7mコード）
希望小売価格 2,310円（本体価格 2,200円）

MCA-027-101（10mコード）
希望小売価格 2,772円（本体価格2,640円）

MCA-041-100（12mコード）
希望小売価格 3,392円（本体価格3,230円）

MCA-043-100 
（4mカールコードL型プラグ）
希望小売価格 2,625円（本体価格2,500円）

マイク受口

PMA-015-100
希望小売価格 599円（本体価格570円）

●シャンペンゴールドの取付ビスの見えない
ビスレスタイプ。

ラジオ用車外アンテナ

アンテナコード

取付けラック

マッチングボックス

オーディオシステム用2連ラック

PQA-112-100
希望小売価格 4,200円（本体価格4,000円）

小型コンポシステム用単体ラック

PQA-163-200
希望小売価格 6,300円（本体価格6,000円）

小型コンポシステム用2連ラック

PQA-164-200
希望小売価格 8,925円（本体価格8,500円）
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afety Monitor and Camera SystemS
■ and all that… その他のオプション

マルチ用コード・コネクティングコード 接続DINコード

音声用 / 雑音用ノイズフィルタ

中継端子板キット（シート内配線用・1.5m×2付）

CCA-106-100
希望小売価格 6,930円（本体価格6,600円）

マルチ用コード（シート内配線用）

CCA-054-100（2mコード）
希望小売価格 2,100円（本体価格2,000円）

CCA-055-100（3mコード）
希望小売価格 2,415円（本体価格2,300円）

コネクティングコード（15P-15P）

CCA-179-100（8mコード）
希望小売価格 8,400円（本体価格8,000円）

コネクティングDINコード（8P-8P）

CCA-135-101（8mコード）
希望小売価格 10,500円（本体価格10,000円）

CCA-135-102（10mコード）
希望小売価格 12,600円（本体価格12,000円）

CCA-135-103（12mコード）
希望小売価格 14,700円（本体価格 14,000円）

CCA-135-104（15mコード）
希望小売価格 15,750円（本体価格 15,000円）

接続コードDIN5P（映像音声入力用）

CCA-205-200
希望小売価格 1,082円（本体価格1,030円）

マルチコントローラー用
（マイクコントローラー用5m配線キット）

CCA-125-100
希望小売価格 15,750円（本体価格15,000円）

コネクティングDINコード
（マルチコントローラー用・2m配線キット）

CCA-124-100
希望小売価格 10,185円（本体価格9,700円）

コネクティングDINコード（6P-6P）

CCA-177-100（8mコード）
希望小売価格 9,450円（本体価格9,000円）

CCA-177-101（10mコード）
希望小売価格 11,340円（本体価格10,800円）

CCA-177-102（12mコード）
希望小売価格 13,230円（本体価格12,600円）

CCA-177-103（15mコード）
希望小売価格 16,065円（本体価格15,300円）

コネクティングDINコード（5P-2マタ）

CCA-178-100（8mコード）
希望小売価格 10,500円（本体価格10,000円）

CCA-178-101（12mコード）
希望小売価格 14,700円（本体価格14,000円）

CCA-178-102（15mコード）
希望小売価格 17,850円（本体価格17,000円）

コネクティングコード（RCA-RCA）

CCA-180-100（8mコード）
希望小売価格 4,620円（本体価格4,400円）

CCA-180-101（10mコード）
希望小売価格 5,775円（本体価格5,500円）

CCA-180-102（12mコード）
希望小売価格 6,930円（本体価格6,600円）

CCA-180-103（15mコード）
希望小売価格 8,663円（本体価格8,250円）

コネクティングDINコード（5P-5P）

CCA-176-100（8mコード）
希望小売価格 9,135円（本体価格 8,700円）

CCA-176-101（10mコード）
希望小売価格 11,025円（本体価格10,500円）

CCA-176-102（12mコード）
希望小売価格 12,915円（本体価格12,300円）

CCA-176-103（15mコード）
希望小売価格 15,750円（本体価格15,000円）

●音声ラインの間に入れて使用します。

音声用ノイズフィルタ

NSA-141
希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）

雑音防止器

●オルネータ雑音防止のため電源ライン間に使用します。

雑音防止器

NSA-131
希望小売価格 1,680円（本体価格1,600円）

●映像ラインの間に入れて使用します。

映像用ノイズフィルタ

NSA-176-100
希望小売価格 11,550円（本体価格11,000円）

バス車両の後方・側方をクリアに確保
毎日のセーフティな運行業務に大きく貢献します。

安全確認カメラシステム

■ CAMERA SYSTEM カメラシステム ■ SAFETY MONITOR セーフティーモニター

安全確認カメラシステムの特徴。

暗部視認性向上 従来暗部に強いと言われていた白黒カメラより、さらに明るく見やすい画像を実現。
最も見にくい夜の後方確認を確実にサポートします。

新型低歪レンズの採用 超広角でありながら、広角レンズ特有の歪みを補正。より広い視野で自然に見ることができます。

1.4倍デジタルズーム機能 ワンタッチで中心部を拡大画面に切り換え可能。
対象物が見にくい時、より詳細な画像を確認でき、さらなる安全を確保します。

●水平画角118°と狭角タイプの水平画角40°をラインナップ。
後退時の広いエリアの安全確認と、車内（ステップ確認など）や側方安全確認に役立ちます。
●逆光補正機能

1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ（シャッター付）

CC-2001A
希望小売価格54,390円
（本体価格 51,800円）

■鏡像モデル

1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ

CC-2000A
希望小売価格43,890円
（本体価格 41,800円）

■鏡像モデル

1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ（狭角タイプ）

CC-2002A
希望小売価格43,890円
（本体価格 41,800円）

■正像モデル

CCD カメラ用LCDカラーモニター / 専用パワーボックス

CJ-980A・EA-1232A
希望小売価格・セット価格73,500円（本体価格 70,000円）
●CCDカメラ（CC-2001A・

CC-2000A等）と接続する
ことにより、車両周辺の安
全確認および、ナビゲー
ション、TVシステムを構
築することが可能です。

CCDカメラ用6型CRT白黒モニター

CJ-763A
希望小売価格52,500円（本体価格 50,000円）
●DC12V/24Vの両電源に対応
●距離マーカーのスーパーインポーズ機能
●スモールライトと連動し画面の明暗を自動切換
●CCDカメラ2台を接続可能
●カメラ2起動線を装備
●外部入力端子装備

マルチ用コード・コネクティングコード

防水仕様中継ケーブル各種

CCA-394（15m） CCA-395（20m）
希望小売価格 10,500円（本体価格10,000円） 希望小売価格 11,550円（本体価格11,000円）

CCA-436（18m） CCA-437（23m）
希望小売価格 11,025円（本体価格10,500円） 希望小売価格 12,600円（本体価格12,000円）




