
より安全に、よりスピーディーに。
物流輸送の確かなパートナー

トラック専用車両周囲確認カメラシステム

全日本トラック協会助成対象

トラックの死角をカバーするバックカメラ、サイドカメラ

画像はイメージです。
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弊社製システムについて

■ RV シリーズ・・・荷台が BOX タイプのリアビュー・カメラシステム

赤線：ACC 電源に接続

黒線：バッテリーのマイナス端子または
　　　塗装されていない車両の金属部に
　　　接続

青線：バックカメラ接続時専用。
　　　シフトレバーをバック (R) に入れたとき点灯するバックランプの＋側に接続します。
　　　※バックに入れたとき、映像入力 2 に切り替わります。
　　　　ご注意：その他 AV 機器と併用して使用する場合カメラの映像信号は映像入力 2
　　　　　　　　に接続してください。

灰線：ライティングスイッチで ON/OFF されているライト回路へ接続します。
　　　※車のライトが ON になるとディスプレイの明るさが軽減します。( ディマー機能 )

ディスプレイユニット

ドライブレコーダー
ゲーム
DVDプレイヤー
等市販のAVケーブル等

映像入力 1

映像入力 2

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

電源ケーブルユニット (付属 )
コード長：約2m

コード長：約0.6m
音声入力 (L)

音声入力 (R)

ヒューズ

カメラ用電源・映像ケーブル

カメラ

赤線：ACC 電源に接続

黒線：バッテリーのマイナス端子または
　　　塗装されていない車両の金属部に
　　　接続

約1ｍ 約20ｍ 約0.5ｍ

オプションのサイドカメラとモニター切替ユニットを使用する場合は、バックカメラは
映像入力 1 に接続。サイドカメラは映像入力 2 に接続します。
※ウインカーを操作すると、映像入力 2 に切り替わります。
   詳細はモニター切替ユニットの説明書を参照してください。
　　　　

RV シリーズは液晶モニター、リモコン、ミラーアーム取付アダプター、赤外線 LED 搭載バックカメラがセットになった
製品です。荷台が BOX タイプに取り付けする標準システムです。オプションのサイドカメラを増設することにより、バッ
クカメラだけではカバーできない左巻き込み等の死角をフォローできます。

●接続例

■ FB シリーズ・・・荷台が平ボディータイプの小型リアビュー、カメラシステム
FB シリーズは液晶モニター、リモコン、ミラーアーム取付アダプター、小型バックカメラがセットになった製品です。荷
台が平ボディータイプに取り付けするシステムです。オプション
のサイドカメラを増設することにより、バックカメラだけではカ
バーできない左巻き込み等の死角をフォローできます。

●接続例はP7参照

■ SRV シリーズ・・・荷台が BOX タイプのリアビュー・カメラとサイドカメラシステム
SRV シリーズは液晶モニター、リモコン、ミラーアーム取付アダプター、赤外線 LED 搭載バックカメラ、サイドカメラ
がセットになった製品です。荷台が BOX タイプに取り付けするシステムです。バックカメラとサイドカメラの 2 カメラ
で安全性がさらにアップ。

●接続例はP9参照
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■ SV シリーズ・・・左巻き込み等の死角をカバーするサイドカメラシステム
SV シリーズは液晶モニター、リモコン、ミラーアーム取付アダプター、サイドカメラがセットになった製品です。
オプションのバックカメラを増設することにより、さらに安全性がアップ。

●接続例はP11参照

■ディスプレイユニット取付例

ご注意：純正ルームミラーのミラーを外して、
　　　　出てくる球体が直径10～25ｍｍま
　　　　で取付対応しています。
　　　　※但し、RV-500CSは 14.5 ～ 16
　　　　　mmまで対応。　

ステップ1 ステップ2

純正ルームミラーを外す ミラーアーム取付アダプター
をミラーアームの球体部に
取り付ける

ステップ3

ディスプレイユニットをアダプターに
取り付ける

■サイドカメラ取付に関して

 取付位置に関してのご注意

■ 2009 年 1 月 1 日以降に製造された乗車定員 10 人未満の車両の外装技術基準の適用が、　　
　 2017 年 4 月 1 日より開始されました。
■自動車と人との衝突、接触時に人が負傷するおそれのある突起物が外装にあってはいけな　
　 いことが規定されています。
　但し、適応外となる部位があります。
　・高さ 2 ｍ以上の部分
　・フロアラインより下の部分
　・直径 100 ｍｍの球体が接触しない部分
　・直径 100 ｍｍの球体が突起物と接触する部分の曲率半径が 2.5mm 以上である
　　等　　※詳細は国土交通省のホームページを参照ください。
■弊社のサイドカメラは通常の取り付けで規制に適合しています。

 取り付ける前に

■取付面の汚れ、湿気をしっかりと除去してください。
■あらかじめ仮接続、仮止めをし、モニターで確認し　
　ながら取り付ける位置を決めてください。　
■気温が低いとき (20℃以下 ) は、接着面を暖めてか　
　ら貼り付けしてください。
■貼り付けたあと、24 時間以内は水をかけたり、無　
　理な力を加えないでください。
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リアビュー・カメラシステム

RV-500CS

RVシリーズ 荷台がBOXタイプのリアビュー・カメラシステム

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 液晶モニター

安心・安全、楽々バック運転
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
31 万画素 CCD イメージセンサー採用
夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
リバース連動対応

液晶モニター取付イメージ

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

※対応ミラーアームの球体径は14.5～16mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画面のアスペクト比切替/上下左右反転ボタンは本体にありません。

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

※画像はイメージです。

JANコード：4515287010261

バックカメラ

リアビュー・カメラシステム

RV-507CS

安心・安全、楽々バック運転
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
31 万画素 CCD イメージセンサー採用
夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
リバース連動対応

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

   ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。

JANコード：4515287020253

バックカメラ
 液晶モニター

   TFT LCD   TFT LCD

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

7 インチ液晶モニターのスタンダードモデル

7 インチ液晶モニターのミラーアーム取付範囲拡張モデル
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7 インチ液晶モニターのスタンダードモデル
リアビュー・カメラシステム

RV-509CS

安心・安全、楽々バック運転
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 9V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
31 万画素 CCD イメージセンサー採用
夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
リバース連動対応

※画像はイメージです。

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

JANコード：4515287020260

バックカメラ

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

リアビュー・カメラシステム

RV-510CS

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

液晶モニター取付イメージ

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC/PAL
               対応
          NTSC/PAL 
               対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター
　
　

安心・安全、楽々バック運転
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
31 万画素 CCD イメージセンサー採用
夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
リバース連動対応
HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。

JANコード：4515287020277

バックカメラ

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

9 インチ液晶モニター搭載モデル

10.1 インチ液晶モニター搭載モデル
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FBシリーズ 荷台が平ボディータイプの小型リアビュー・カメラシステム

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

安心・安全、楽々バック運転
ミラーアーム取付アダプター付属  ※
モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
リバース連動対応

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。
超小型
バックカメラ

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　      130°
　カメラアングル！
　      130°

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

JANコード：4515287020864
液晶モニター取付イメージ

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

 液晶モニター

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

平ボディー用リアビュー・カメラシステム

RV-507FB 7 インチ液晶モニター搭載モデル

平ボディー用リアビュー・カメラシステム

RV-509FB

安心・安全、楽々バック運転
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 9V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
リバース連動対応

超小型
バックカメラ

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

※画像はイメージです。

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

JANコード：4515287020871

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

　カメラアングル！
　      130°
　カメラアングル！
　      130°

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

9 インチ液晶モニター搭載モデル
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10.1 インチ液晶モニター搭載モデル
平ボディー用リアビュー・カメラシステム

RV-510FB

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC/PAL
               対応
          NTSC/PAL 
               対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター
　
　

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。 超小型
バックカメラ

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

JANコード：4515287020888
安心・安全、楽々バック運転

ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
リバース連動対応
HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

液晶モニター取付イメージ

　カメラアングル！
　      130°
　カメラアングル！
　      130°

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

◆リバース連動対応
映像入力 2 に接続した場合は、シフトレバーをリバースに
するとバックカメラ映像に切り替えることができます。

■平ボディー用リアビュー・カメラシステム接続例

赤線：ACC 電源へ
黒線：GND

映像入力2

映像入力1
赤線：ACC 電源へ

黒線：GND
ディスプレイユニット

電源ケーブルユニット (付属 )

約0.2ｍ

約0.35ｍ

約1.8ｍ

約0.6ｍ

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

AV機器等を接続します。

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

コード長：約3ｍ

コード長：約4.3ｍ

青線：バックカメラ接続時専用。
　　　シフトレバーをバック (R) に入れたとき点灯するバックランプの＋側に接続します。
　　　※バックに入れたとき、映像入力 2 に切り替わります。
　　　　ご注意：その他 AV 機器と併用して使用する場合カメラの映像信号は映像入力 2 に接続し
　　　　てください。
灰線：ライティングスイッチで ON/OFF されているライト回路へ接続します。
　　　※車のライトが ON になるとディスプレイの明るさが軽減します。( ディマー機能 )

ご注意
・映像入力2に接続した場合、音声入力の接続はできません。(映像のみ)
　音声入力が必要な場合は、必ず映像入力1に接続してください。

バックカメラ

 ● 接続部が車外に出る場合は、必ず防水テープ等で
    水が入らないように処理をしてください。
 ● 使用しないコードは絶縁処理を行ってください。

カメラ用延長ケーブル (約 10m)

オプションのサイドカメラとモニター切替ユニットを
使用する場合は、バックカメラは映像入力 1 に接続。
サイドカメラは映像入力 2 に接続します。
※ウインカーを操作すると、映像入力 2 に切り替わり
　ます。  詳細はモニター切替ユニットの説明書を参照
　してください。
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COLOR MONITORCOLOR MONITOR

バックカメラとサイドカメラで
さらに安全・安心

ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
バックカメラは夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
ウインカーと連動してサイドカメラに自動切替

   ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

超小型
サイドカメラ

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

JANコード：4515287020833

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　        90°
　カメラアングル！
　        90°バックカメラ

 液晶モニター

   TFT LCD   TFT LCD

SRVシリーズ 荷台がBOXタイプのリアビュー・カメラとサイドカメラシステム

リアビュー / サイドカメラシステム

SRV-700CS 7 インチ液晶モニター搭載モデル

リアビュー / サイドカメラシステム

SRV-900CS 9 インチ液晶モニター搭載モデル

※画像はイメージです。

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

JANコード：4515287020840

超小型
サイドカメラ

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　        90°
　カメラアングル！
　        90°

バックカメラとサイドカメラで
さらに安全・安心

ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 9V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
バックカメラは夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
ウインカーと連動してサイドカメラに自動切替

バックカメラ
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リアビュー / サイドカメラシステム

SRV-1000CS 10.1 インチ液晶モニター搭載モデル

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

液晶モニター取付イメージ

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC/PAL
               対応
          NTSC/PAL 
               対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター
　
　

ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
バックカメラは夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載
ウインカーと連動してサイドカメラに自動切替
HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

JANコード：4515287020857

超小型
サイドカメラ

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　        90°
　カメラアングル！
　        90°バックカメラ

バックカメラとサイドカメラで
さらに安全・安心

■リアビュー / サイドカメラシステムの動作について
大型貨物車は乗用車と比較して多くの死角があります。
下の図は左側後方の死角です。死角になる場所にサイ
ドカメラを設置することにより、ウインカーを出した時点
で、死角の映像に自動的に切り替わり、巻き込み等の事故を
未然に回避することができます。　　

大型車の死角をカバーするサイドカメラ。左巻き込みや合流時の死角を
フォローできます。超小型だから、取付場所を選びません。

死角

動作例　　
●ウインカーを左または右にすると、映像入力1(バックカメラ)
　の映像からサイドカメラの映像に切り替わります。
●ウインカーを戻すと、約6秒後に映像入力1の映像に切り替わ
　ります。
●ウインカーが左または右からハザードにすると、映像入力1の
　映像に切り替わります。
●ハザードからウインカーを左または右にするとサイドカメラの
　映像に切り替わります。
●ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。

赤線：ACC 電源へ
黒線：GND

灰線：ディマー線

映像入力2

映像入力1

青線　
赤線：ACC 電源に接続
黒線：バッテリーのマイナ
　　　ス端子または塗装さ
　　　れていない車両の金
　　　属部に接続

モニター切替ユニット

青線 ( モニター切替信号線 )　

灰線 ( 右ウインカー入力線 )　白線 ( 左 ウインカー入力線 )　

右ウインカーランプの＋側に接続　左ウインカーランプの
＋側に接続　

赤線：ACC 電源へ

黒線：GND

サイドカメラ

注意：ウインカー線は必ず左右配線してください。配線しないと正常動作しません。

2Aヒューズ

ディスプレイユニット

電源ケーブルユニット (付属 )

ヒューズ

カメラ用電源・映像ケーブル

赤線：ACC 電源に接続
黒線：GND

約1ｍ 約20ｍ 約0.5ｍ

約0.2ｍ

約0.35ｍ

約1.8ｍ

約0.6ｍ

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

バックカメラ

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

コード長：約3ｍ

コード長：約4.3ｍ

コード長：約4ｍ
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SVシリーズ 左巻き込み等の死角をカバーするサイドカメラシステム

サイドカメラシステム

SV-700CS 7 インチ液晶モニター搭載モデル

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

死角をサイドカメラでカバーする
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
ウインカーと連動してサイドカメラに自動切替

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

超小型
サイドカメラ

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　        90°
　カメラアングル！
　        90°

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

JANコード：4515287020802

 液晶モニター

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

サイドカメラシステム

SV-900CS 9 インチ液晶モニター搭載モデル

死角をサイドカメラでカバーする
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 9V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
ウインカーと連動してサイドカメラに自動切替

超小型
サイドカメラ

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　        90°
　カメラアングル！
　        90°

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

※画像はイメージです。

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC
            対応
          NTSC
            対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

液晶モニター取付イメージ

※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

JANコード：4515287020819
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※対応ミラーアームの球体径は10～25mm

液晶モニター取付イメージ

   TFT LCD   TFT LCD    ビデオ入力
      2 系統
   ビデオ入力
      2 系統

    音声入力
      1 系統
    音声入力
      1 系統

    入力電圧
 DC12/24V 対応
    入力電圧
 DC12/24V 対応

          NTSC/PAL
               対応
          NTSC/PAL 
               対応

    ステレオ
スピーカー内蔵
    ステレオ
スピーカー内蔵

    アスペクト比
   16：9/4：3
　　　 対応

    アスペクト比
   16：9/4：3
          対応

      鏡像画面
      切替可能
      鏡像画面
      切替可能

 大型液晶モニター
　
　

死角をサイドカメラでカバーする
ミラーアーム取付アダプター付属 ※
モニターは 10.1V 型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30 万画素 CMOS イメージセンサー採用
ウインカーと連動してサイドカメラに自動切替
HD Port 搭載機器が接続できる HD 入力端子付

COLOR MONITORCOLOR MONITOR

タッチボタン
本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

※画像はイメージです。 超小型
サイドカメラ

　取付簡単！　取付簡単！

　高画質CMOS
　　 センサー
　高画質CMOS
　　 センサー

　カメラアングル！
　        90°
　カメラアングル！
　        90°

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

◆ウインカー連動対応
　ウインカーを操作するとサイドカメラ映像に
　切り替わります。

JANコード：4515287020826

サイドカメラシステム

SV-1000CS 7 インチ液晶モニター搭載モデル

■サイドカメラシステムの動作について
大型貨物車は乗用車と比較して多くの死角があります。
下の図は左側後方の死角です。死角になる場所にサイ
ドカメラを設置することにより、ウインカーを出した時点
で、死角の映像に自動的に切り替わり、巻き込み等の事故を
未然に回避することができます。　　

大型車の死角をカバーするサイドカメラ。左巻き込みや合流時の死角を
フォローできます。超小型だから、取付場所を選びません。

死角

動作例　　
●ウインカーを左または右にすると、映像入力1の映像から　
　サイドカメラの映像に切り替わります。
●ウインカーを戻すと、約6秒後に映像入力1の映像に切り　
　替わります。
●ウインカーが左または右からハザードにすると、映像入力
　1の映像に切り替わります。
●ハザードからウインカーを左または右にするとサイドカメ
　ラの映像に切り替わります。
●ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。

赤線：ACC 電源へ
黒線：GND

灰線：ディマー線

映像入力2

映像入力1

青線　
赤線：ACC 電源に接続
黒線：バッテリーのマイナ
　　　ス端子または塗装さ
　　　れていない車両の金
　　　属部に接続

モニター切替ユニット

青線 ( モニター切替信号線 )　

灰線 ( 右ウインカー入力線 )　白線 ( 左 ウインカー入力線 )　

右ウインカーランプの＋側に接続　左ウインカーランプの
＋側に接続　

赤線：ACC 電源へ

黒線：GND

サイドカメラ

注意：ウインカー線は必ず左右配線してください。配線しないと正常動作しません。

2Aヒューズ

ディスプレイユニット

電源ケーブルユニット (付属 )

ヒューズ

カメラ用電源・映像ケーブル

赤線：ACC 電源に接続
黒線：GND

約1ｍ 約20ｍ 約0.5ｍ

約0.2ｍ

約0.35ｍ

約1.8ｍ

約0.6ｍ

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

バックカメラ ( オプション：RV-B500) または AV機器

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

・CMOSセンサー：30万画素
・画角：水平90度、垂直75度

コード長：約3ｍ
コード長：約4.3ｍ

コード長：約4ｍ



セット内容

■ RV シリーズセット内容

カメラ用電源・映像ケーブル 
( コード長：約 20ｍ)

リモコンディスプレイユニット

ミラーアーム取付アダプター
(AD タイプ )

※取扱説明書 ( 保証書付 )、角度調節ねじ4本も同梱されています。
※カメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

バックカメラ
( コード長：約 0.5ｍ)

電源ケーブルユニット
( コード：約 2m)

カメラ用電源・映像ケーブル
 ( コード長：約 20ｍ)

リモコンディスプレイユニット
( 画像は RV-510CS)

ミラーアーム取付アダプター
(MAD タイプ )

※取扱説明書 ( 保証書付 )、角度調節ねじ4本も同梱されています。
※カメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

純正ルームミラーの球体が直
径 14.5 ～16ｍｍまで取付対
応しています。

純正ルームミラーの球体が直
径 10 ～25ｍｍまで取付対応
しています。

バックカメラ
( コード長：約 0.5ｍ)

電源ケーブルユニット
( コード：約 2m)

電源ケーブルユニット
( コード：約 2m)

リモコンディスプレイユニット
( 画像は RV-510FB) バックカメラ

( コード長：約 3ｍ)

ミラーアーム取付アダプター
(MAD タイプ )

純正ルームミラーの球体が直
径 10 ～25ｍｍまで取付対応
しています。

※取扱説明書 ( 保証書付 )×1、カメラステー両面テープ×1
　カメラステーねじ×2、コードクランパ×3　も同梱されています。
　

カメラ用延長ケーブル
( コード長：約 10ｍ)

カメラ用電源・映像ケーブル
 ( コード長：約 4.3ｍ)

■ FB シリーズセット内容

RV-500CS RV-507CS/509CS/510CS

RV-507FB/509FB/510FB
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■ SRV シリーズセット内容

SRV-700CS/900CS/1000CS

電源ケーブルユニット
( コード：約 2m)

リモコンディスプレイユニット
( 画像は SRV-1000CS)

ミラーアーム取付アダプター
(MAD タイプ )

※取扱説明書 ( 保証書付 )×1、カメラステーねじ×2、カメラステー両面テープ×1
　コードクランパ×3、エレクトロタップ×4も同梱されています。
※バックカメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

純正ルームミラーの球体が直
径 10 ～25ｍｍまで取付対応
しています。

モニター切替ユニット
( コード：約 4m)

サイドカメラ
( コード長：約 3ｍ)

バックカメラ
( コード長：約 0.5ｍ)

バックカメラ用電源・映像ケー
ブル ( コード長：約 20ｍ)

サイドカメラ用電源・映像ケ
ーブル ( コード長：約 4.3ｍ)

■ SV シリーズセット内容

SV-700CS/900CS/1000CS

電源ケーブルユニット
( コード：約 2m)

カメラ用電源・映像ケーブル
 ( コード長：約 4.3ｍ)

リモコンディスプレイユニット
( 画像は SV-1000CS)

ミラーアーム取付アダプター
(MAD タイプ )

※取扱説明書 ( 保証書付 )×1、カメラステーねじ×2、
　カメラステー両面テープ×1、コードクランパ×3、
　エレクトロタップ×4も同梱されています。

純正ルームミラーの球体が直
径 10 ～25ｍｍまで取付対応
しています。

サイドカメラ
( コード長：約 3ｍ)

モニター切替ユニット
( コード：約 4m)
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仕様

■ RV シリーズ仕様

■ FB シリーズ仕様

 液晶カラーモニター部

 バックカメラ部(共通)
電源　　　　　　　DC12/24V　マイナスアース
消費電流　　　　　240mA(DC24V/LED点灯時)
映像方向　　　　　鏡像（後方確認専用）

撮像素子　　　　　1/3インチ　カラーCCDイメージセンサー
水平解像度　　　　 640（水平）x480（垂直）　約31万画素
画角 　　　　　　 水平：約90度、垂直：約45度

S/N 　　　　　　 48dB以上
映像出力　　　　  NTSC（RCAピン）　1Vpp（75Ω）
動作温度範囲 　　 -10℃～50℃
防水構造              IP67  IP67
外形寸法              約76(W) x 77 (H) x 78 (D)mm（ステー部を除く）
質量                    約300g（本体のみ）

付属品                 カメラ用電源・映像ケーブル(約20ｍ)×1、角度調節ねじ×4

　　　　　　　      　　　　RV-500CS                               　　　　　　　RV-507CS　　　　　　　　　　　　　　　　　　RV-509CS                                                      RV-510CS　　　
電源                                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DC 12V/24V　マイナスアース
消費電力                        約4.5W(無信号時)、約13W(最大)                         約4W(無信号時)、約9.6W(最大)　                 　        約4W(無信号時)、約11W(最大)                            約4.1W(無信号時)、約10W(最大) 　
使用温度範囲   　　　　　　　                                                                                                                0 ℃～＋ 45 ℃
保存温度範囲   　　　　　  　                                                                                                              -10 ℃～＋ 60 ℃
画面サイズ           幅154.1×高さ86.6mm 対角176.8mm (7V型)   幅156×高さ88mm　対角179mm(7V型)          幅198×高さ112ｍｍ　対角227.5ｍｍ(9V型)    幅223×高さ125ｍｍ　対角255.6ｍｍ(10.1V型)    
解像度　　　　                                                                         　水平800 ×垂直480　有効画素率99.9 ％以上                                                                          水平1240 ×垂直600　有効画素率99.9 ％以上
映像方式　　　                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NTSC方式                                                                                                                 　  NTSC/PAL(自動識別)　　　　　　　
接続端子              ACC電源
                  　     GND
                         バックランプ線/ライティングスイッチ線
　　　　　　　     AV1入力端子
                         映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                         音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                         AV2入力端子
                         映像   1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン　(バックランプ接続時で自動切り替え)
外形寸法　     　　約179(W) × 119(H) × 22(D) mm（突起部を除く）   　約178(W) ×118(H) ×23(D) mm（突起部を除く）　約220(W) ×143(H) ×25D) mm（突起部を除く）　約250(W) ×175(H) ×27D) mm（突起部を除く）
質量　　　　        約280 g                       　　　　　　　　　　　  約282g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約400ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  約522ｇ　　　　　　　　
付属品　　　　　　リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2ｍ)×1、ミラーアーム取付アダプター×1
JANコード　　　　　　          4515287010261                                        4515287020253                                       4515287020260                                       4515287020277

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

・AV1入力端子
 映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
 音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
・HD入力端子　

 液晶カラーモニター部

 バックカメラ部(共通)
電源　　　　　　　DC12/24V　マイナスアース
消費電流　　　　　60mA以下(DC24V時)
映像方向　　　　　鏡像/正像　切替

撮像素子　　　　　1/3インチ　カラーCMOSイメージセンサー
水平解像度　　　　 640（水平）x480（垂直）　約30万画素
画角 　　　　　　 水平：約130度、垂直：約90度

S/N 　　　　　　 48dB以上
映像出力　　　　  NTSC（RCAピン）　1Vpp（75Ω）
動作温度範囲 　　 -10℃～50℃
防水構造              IP67  IP67
外形寸法              約18(W) x18 (H) x19 (D)mm（ステー部を除く）
質量                    約55g（ステー、コード含む）

付属品                 カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3ｍ)×1、カメラ用延長ケーブル(約10ｍ)×1、
　　　　　　　　　ねじ×2、両面テープ×1、コードクランパ×3

　　　　　　　      　　　　RV-507FB　　　　　　　　　　　　　　　　　　RV-509FB                                                   RV-510FB　　　
電源                                                       　　　　　　　　　　　　　　　 DC 12V/24V  マイナスアース
消費電力                        約4W(無信号時)、約9.6W(最大)　                 　        約4W(無信号時)、約11W(最大)                            約4.1W(無信号時)、約10W(最大) 　
使用温度範囲   　　　　　　　                                                                           0 ℃～＋ 45 ℃
保存温度範囲   　　　　　  　                                                                         -10 ℃～＋ 60 ℃
画面サイズ              幅156×高さ88mm　対角179mm(7V型)         幅198×高さ112ｍｍ　対角227.5ｍｍ(9V型)    幅223×高さ125ｍｍ　対角255.6ｍｍ(10.1V型)    
解像度　　　　              　　　　　　　　水平800 ×垂直480　有効画素率99.9 ％以上                                           水平1240 ×垂直600　有効画素率99.9 ％以上
映像方式　　　                             　　　　　　　　　　　     NTSC方式                                                                               　NTSC/PAL(自動識別)　　　　　　　
接続端子              ACC電源
                  　     GND
                         バックランプ線/ライティングスイッチ線
　　　　　　　     AV1入力端子
                         映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                         音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                         AV2入力端子
                         映像   1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン　(バックランプ接続時で自動切り替え)
外形寸法　     　　約178(W) ×118(H) ×23(D) mm（突起部を除く）　約220(W) ×143(H) ×25D) mm（突起部を除く）　約250(W) ×175(H) ×27D) mm（突起部を除く）
質量　　　　        約282g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約400ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  約522ｇ　　　　　　　　
付属品　　　　　　リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2ｍ)×1、ミラーアーム取付アダプター×1
JANコード　　　　　　　　　　4515287020864　　　　　　　　　　　　　4515287020871　　　　　　　　　　　　　　4515287020888

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

・AV1入力端子
 映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
 音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
・HD入力端子　



         15

 液晶カラーモニター部

 サイドカメラ部(共通)
電源　　　　　　　DC12/24V　マイナスアース
消費電流　　　　　60mA以下(DC24V時)
映像方向　　　　　鏡像/正像　切替

撮像素子　　　　　1/3インチ　カラーCMOSイメージセンサー
水平解像度　　　　 640（水平）x480（垂直）　約30万画素
画角 　　　　　　 水平：約90度、垂直：約75度

S/N 　　　　　　 48dB以上
映像出力　　　　  NTSC（RCAピン）　1Vpp（75Ω）
動作温度範囲 　　 -10℃～50℃
防水構造              IP67  IP67
外形寸法              約18(W) x18 (H) x19 (D)mm（ステー部を除く）
質量                    約55g（ステー、コード含む）

付属品                 カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3ｍ)×1、ねじ×2、両面テープ×1、コードクランパ×3

　　　　　　　      　　　　SRV-700CS　　　　　　　　　　　　　　　　　SRV-900CS                                                  SRV-1000CS　　　
電源                                                       　　　　　　　　　　　　　　　  DC 12V/24V　マイナスアース
消費電力                        約4W(無信号時)、約9.6W(最大)　                 　        約4W(無信号時)、約11W(最大)                            約4.1W(無信号時)、約10W(最大) 　
使用温度範囲   　　　　　　　                                                                           0 ℃～＋ 45 ℃
保存温度範囲   　　　　　  　                                                                         -10 ℃～＋ 60 ℃
画面サイズ              幅156×高さ88mm　対角179mm(7V型)         幅198×高さ112ｍｍ　対角227.5ｍｍ(9V型)    幅223×高さ125ｍｍ　対角255.6ｍｍ(10.1V型)    
解像度　　　　              　　　　　　　　水平800 ×垂直480　有効画素率99.9 ％以上                                           水平1240 ×垂直600　有効画素率99.9 ％以上
映像方式　　　                             　　　　　　　　　　　     NTSC方式                                                                               　NTSC/PAL(自動識別)　　　　　　　
接続端子              ACC電源
                  　     GND
                         モニター切替信号線/ライティングスイッチ線
　　　　　　　     AV1入力端子
                         映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                         音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                         AV2入力端子
                         映像   1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン　(ウインカー操作で自動切り替え)
外形寸法　     　　約178(W) ×118(H) ×23(D) mm（突起部を除く）　約220(W) ×143(H) ×25D) mm（突起部を除く）　約250(W) ×175(H) ×27D) mm（突起部を除く）
質量　　　　        約282g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約400ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  約522ｇ　　　　　　　　
付属品　　　　　　リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2ｍ)×1、ミラーアーム取付アダプター×1
JANコード　　　　　　　　　　4515287020833　　　　　　　　　　　　　4515287020840　　　　　　　　　　　　　　4515287020857

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

 バックカメラ部(共通)
電源　　　　　　　DC12/24V　マイナスアース
消費電流　　　　　240mA(DC24V/LED点灯時)
映像方向　　　　　鏡像（後方確認専用）

撮像素子　　　　　1/3インチ　カラーCCDイメージセンサー
水平解像度　　　　 640（水平）x480（垂直）　約31万画素
画角 　　　　　　 水平：約90度、垂直：約45度

S/N 　　　　　　 48dB以上
映像出力　　　　  NTSC（RCAピン）　1Vpp（75Ω）
動作温度範囲 　　 -10℃～50℃
防水構造              IP67  IP67
外形寸法              約76(W) x 77 (H) x 78 (D)mm（ステー部を除く）
質量                    約300g（本体のみ）

付属品                 カメラ用電源・映像ケーブル(約20ｍ)×1、角度調節ねじ×4

・AV1入力端子
 映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
 音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
・HD入力端子　

■ SRV シリーズ仕様

■ SV シリーズ仕様
 液晶カラーモニター部

 サイドカメラ部(共通)
電源　　　　　　　DC12/24V　マイナスアース
消費電流　　　　　60mA以下(DC24V時)
映像方向　　　　　鏡像/正像　切替

撮像素子　　　　　1/3インチ　カラーCMOSイメージセンサー
水平解像度　　　　 640（水平）x480（垂直）　約30万画素
画角 　　　　　　 水平：約90度、垂直：約75度

S/N 　　　　　　 48dB以上
映像出力　　　　  NTSC（RCAピン）　1Vpp（75Ω）
動作温度範囲 　　 -10℃～50℃
防水構造              IP67  IP67
外形寸法              約18(W) x18 (H) x19 (D)mm（ステー部を除く）
質量                    約55g（ステー、コード含む）

付属品                 カメラ用電源・映像ケーブル(約4.3ｍ)×1、ねじ×2、両面テープ×1、コードクランパ×3

　　　　　　　      　　　　SV-700CS　　　　　　　　　　　　　　　　　　SV-900CS                                                   SV-1000CS　　　
電源                                                       　　　　　　　　　　　　　　　 DC 12V/24V　マイナスアース 　
消費電力                        約4W(無信号時)、約9.6W(最大)　                 　        約4W(無信号時)、約11W(最大)                            約4.1W(無信号時)、約10W(最大) 　
使用温度範囲   　　　　　　　                                                                           0 ℃～＋ 45 ℃
保存温度範囲   　　　　　  　                                                                         -10 ℃～＋ 60 ℃
画面サイズ              幅156×高さ88mm　対角179mm(7V型)         幅198×高さ112ｍｍ　対角227.5ｍｍ(9V型)    幅223×高さ125ｍｍ　対角255.6ｍｍ(10.1V型)    
解像度　　　　              　　　　　　　　水平800 ×垂直480　有効画素率99.9 ％以上                                           水平1240 ×垂直600　有効画素率99.9 ％以上
映像方式　　　                             　　　　　　　　　　　     NTSC方式                                                                               　NTSC/PAL(自動識別)　　　　　　　
接続端子              ACC電源
                  　     GND
                         モニター切替信号線/ライティングスイッチ線
　　　　　　　     AV1入力端子
                         映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                         音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                         AV2入力端子
                         映像   1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン　(ウインカー操作で自動切り替え)
外形寸法　     　　約178(W) ×118(H) ×23(D) mm（突起部を除く）　約220(W) ×143(H) ×25D) mm（突起部を除く）　約250(W) ×175(H) ×27D) mm（突起部を除く）
質量　　　　        約282g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約400ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  約522ｇ　　　　　　　　
付属品　　　　　　リモコン(電池付)×1、電源ケーブルユニット(約2ｍ)×1、ミラーアーム取付アダプター×1
JANコード　　　　　　　　　　4515287020802　　　　　　　　　　　　　4515287020819　　　　　　　　　　　　　　4515287020826

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

・AV1入力端子
 映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
 音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
・HD入力端子　



死角

動作例　　
●ウインカーを左または右にすると、バックカメラの映像か
　らサイドカメラの映像に切り替わります。
●ウインカーを戻すと、約6秒後にバックカメラの映像に切
　り替わります。
●ウインカーが左または右からハザードにすると、バックカ
　メラの映像に切り替わります。
●ハザードからウインカーを左または右にするとサイドカメ
　ラの映像に切り替わります。
●ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。

※詳細はSV-RT1、リアビュー・カメラシステムの取扱説明書を参照してください。

オプション

http://www.frc-net.co.jp

土日祝日及び弊社休業日を除く

【10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00】

■本製品は弊社国内工場において、品質管理のもとに検査をして出荷しています。

※お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、 誤動作、不具合　
　あるいは天災や火災等の外部的な要因によって生じた損害等につきまして、弊社は一切そ
　の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本製品の取り付け、接続および使用方法を誤ると車両機器の破損や損傷の原因となります
　が、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っていま　
　せん。
※本製品を使用しての事故、故障などにつきましては、弊社では責任を負いかねます。
※本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ ( 色あせ、汚れなど ) につきまして弊社
　はその責任を負いかねます。 

 免責事項

■正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
■仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
■掲載商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。
■取付の際、電源ケーブルや映像ケーブルを強く引っ張らないでください。故障の原因　
　となることがあります。
■本製品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害に　
　関して弊社は一切の責任を負いません。

ご注意

●モニター切替ユニット　　SV-RT1〈安全運転強化品〉
サイドカメラ (SV-B101) と併用して使用する
ことにより、ウインカーと連動して、バックカ
メラからサイドカメラの映像に切り替えること
ができます。

・適用シリーズ：RV/FB シリーズ
・JAN コード：4515287020451

大型貨物車は乗用車と比較して多くの死角があります。
右の図は左側後方の死角です。死角になる場所にサイ
ドカメラを設置することにより、ウインカーを出した
時点で、死角の映像に自動的に切り替わり、巻き込み
等の事故を未然に回避することができます。　　

●サイドカメラ　　SV-B101〈安全運転強化品〉 ●バックカメラ　　RV-B500〈安全運転強化品〉
大型車の死角をカバーするサイド
カメラ。バックカメラだけではカ
バーできない左巻き込みや合流時
の死角をフォローできます。超小
型だから、取付場所を選びません。

・適用シリーズ：RV/FB シリーズ
・JAN コード：4515287020352

荷台が BOX タイプのトラックの
後方をカバーするバックカメラ。

・適用シリーズ：FB/SV シリーズ
・JAN コード：4515287020338

コード長：約 4 ｍ

・CMOS センサー：30 万画素
・画角：水平 90 度、垂直 75 度

・CCD センサー：31 万画素
・画角：水平 90 度、垂直 45 度

●小型バックカメラ用延長ケーブル RV-SBC10 ●ダッシュボード用取付ステー　　RV-500ST

FBシリーズに同梱されているケー
ブル、さらに延長したいときに。

（画質は低下します）

・適用シリーズ：FB シリーズ
・JAN コード：4515287020291

モニターをダッシュボードに取付したい場合に使
用します。

・適用シリーズ：RV/FB/SRV/SV シリーズ
･JAN コード：4515287011114

コード長：約 10 ｍ

東京・名古屋・大阪・札幌・広島・福岡・熊本
http://www.tiger-inc.co.jp/
                                                    Webdownload


