
※��画面はイメージです。

LED付 小型HDカメラ・モニターシステム
■ システム構成

●�100万画素CMOS採用
●�夜間や暗部でも明るいLED搭載
●�取り付け場所を選ばないコンパクトモデル

●�HDパネル7型モニター
●�距離マーカー
●��ハイマウント取付キット/オンダッシュスタンド対応

●��オプションカメラとして�
サイドカメラに最適

※�一部の車種には取り付けができない場合がございます。

※�カメラから直接取得した画像となります。実際のモニター映像とは異なります。

※�ケーブルは長さに応じてお選びください。

※�カメラ本体

LED付 小型HDカメラ（リア）HDモニター

LED付 小型HDカメラ（サイド） ＜別売>

HDモニター
TY-4000A-A

TY-3000A-A / TY-3001A-A

TY-4000A-A

変換ケーブル ＜別売>
CJP15A

中継ケーブル※＜別売>
CCA-791-100 〜
CCA-798-100

HDカメラ（リア）
TY-3000A-A

【車載用カメラの取り付けに関するご注意】
国土交通省｢道路運送車両の保安基準第18条�乗用車の外部突起に係る協定規則（第26号）｣の改正（｢道路運送車両の保安基準の細目を定める告示�別添20外装の技術基準｣の公布）に伴い、本製品は基準に対して不適合
となりますので、乗用定員10人未満の乗用車には取り付けなされない様、ご注意ください。乗用車以外の貨物自動車等への取り付けは問題ありません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。
※�基準の詳細につきましては国土交通省のホームページをご参照ください。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf�（PDFファイル166KB）

製造元：Josefina�Pan�Pacific�Ltd.����販売元：クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。�
また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから�
行ってください。

クラリオン株式会社 
クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2 

警告
本カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。注意

●本カタログ掲載の商品で品切れや価格変更がありましたら、その節はご了承ください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので、�
あらかじめご了承ください。●画面の中に小さな黒点、輝点が現われる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で、故障ではありません。●モニターは前方視界を妨げず、エアバックシステムの作動に影響のない位置
に取り付けてください。●他の製品カタログのご請求、製品に関するお問い合わせは、お客様相談室0120-112-140（フリーダイヤル）へご相談ください。

TY-3000A-A
オープン価格

撮影画素 画　角 防水構造 動作温度範囲 外形寸法 質　量 付属品

CMOS��
約100万画素

TY-3000A-A:���水平：約140°��垂直：約110°��鏡像
TY-3001A-A:���水平：約105°��垂直：約60°����鏡像 IP69K※ －20°C～＋70°C W44.2�×�H37.5�×�D39.7mm 約200g 取付用ビス

TY-4000A-A
オープン価格

TY-3001A-A
オープン価格

昼

昼

夜

夜

HD画質だから
自然でなめらかな

映像を表示

モニター 電��源 消費電流 入力端子 出力端子 接続カメラ数 使用温度範囲 外形寸法 質　量 付属品

7型ワイド DC�12V/24V 最大250mA
（DC24V時) 〇 － 2 －10℃～+65℃ W18２�×�H124�×�D31.5mm 約415g

（モニター本体）
モニターケーブル、��

リモコン

くっきり
Point 1 Point 2 Point 3

明るく なめらかに
夜でも明るく表示する

HDR機能
100万画素だから

細部もくっきり

3つのポイントで安心・安全をサポート！

High Definition      High Dynamic Range      High Quality

2020-2021
HDカメラシステムカタログ

7型
ワイド

HD 
パネル 2カメラ 左右反転

機能
HDカメラ 

対応
距離

マーカー

http://www.clarion.com
クラリオン 検索

このカタログの掲載内容は、2020年9月現在のものです。 第二版発行 20SJPS100 200987X ②KD

お客様相談室 
カスタマーサポートセンター 営業時間  9:30〜12:00  13:00〜17:00 

（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）0120-112-140
◎ 製品に関するお問い合わせは
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昼 夜

くっきり  明るく  なめらかにくっきり  明るく  なめらかに

シャッター付/なしHDカメラ

CR-8500A  
〈シャッター付〉

CR-8600A  
〈シャッターなし〉

※  メイン入力のみ

7型ワイドHD対応モニター

100万画素CMOSとHDR機能による鮮明で夜間でも明るいクリアな画質を実現。
高耐久・高品質に優れたHDカメラシステムで、さらなる安心・安全の次元へ。

HDモデル(広角タイプ)
CR-8500A / CR-8600A
オープン価格

7型ワイドモデル
CJ-7800A
オープン価格

HDRあり

HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での 
黒つぶれや白とびを補正しクリアな映像を表示させる機能です。

逆光も夜間も、クリアな画質を表示 
「HDR(ハイダイナミックレンジ)」

高耐久・高品質設計のシャッター搭載
クラッチ機構を内蔵した 
高耐久メカニズムを使用。

※   モニターの設定で、 
水平画角 120°への切替が可能。

水平160°のワイドな 
リアビュー視界を確保。

超広角視野で死角をカバー

防水性の高い小型防水コネクタを採用
「ワンタッチロック方式」

※  カメラ本体

高い防水性を示すIP69Kをクリア

160°

HDRなし

※  カメラ本体
● CR-8500A/CR-8600AはCJ-7800Aとの組み合わせになります。

撮影画素 画　角 防水構造 動作温度範囲 外形寸法 質　量 付属品

CMOS 約100万画素 水平：約160°　垂直：約98°　鏡像 IP69K※ －30°C～＋70°C W77 × H38 × D55mm 約190g 
（ケーブル含む）

取付ブラケット、 
カメラカバー、ビス

モニター 電  源 消費電流 入力端子 出力端子 接続カメラ数 使用温度範囲 外形寸法 質　量 付属品

7型ワイド DC 12V/24V 約450ｍA（DC14V)
（カメラ2台接続時） 〇 － 2 －10℃～+60℃ W188 × H110.5 × D28mm 約400g

（モニター本体） モニターケーブル

※  お買い上げの日より3年間になります。

安心・大満足の3年保証
高精細CMOSセンサー採用により、 
夜間でも明るく鮮明な映像を表示します。

100万画素CMOS採用

くっきり 明るく
夜間でも

HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切替可能

1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認を 
サポートします。

距離マーカー

※  取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。 
 また上下左右の微調整も可能です。

CJ-7800A

CR-8500A /  
CR-8600A

置 換置 換

CJ-7600A

既存配線をそのまま流用して 
HDシステムへ置換可能です。

既存の配線を流用可能 （1m） （3m） （7m）

CC-6500B

既存ケーブル配線

※  画面はイメージです。

※  NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切替が必要です。

従来のNTSCカメラも接続

NEW
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NTSC 
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左右反転
機能

CC-3100 
マイク対応※

ZOOM
機能

NEW
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