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Automobile Accessories
車載アクセサリー

Drive Recorders　ドライブレコーダー

Drive Recorders
ドライブレコーダー

Body Cameras
ボディカメラ

Automobile Accessories
車載アクセサリー

Body Cameras　ボディカメラ

高機能、高性能、複数カメラ対応録画装置
通信機能（OP）で社内からリアルタイム動態管理も可能
最大4カメラ録画&車内モニターでのリアルタイム表示&
サーバーを通して監視
モニターレス1カメラ：定価133,600円 （税抜）～
※システム製品となりますので都度お見積り。
HIT-MC/4

オプション

AVM-1225A AVM-1231 AVM-1250

TS-DPD6NTS-DPD6P

■DrivePro Body
 52P専用充電ドック（別売り）

◎オプション
複数のDrivePro Bodyを利用する場合の充電ドック。

6つのポートで、同時に充電とデータのアップロードが可能。

■DrivePro Body
 30P専用充電ドック（別売り）

取付ブランケット
（粘着シール）

取付ブランケット
（粘着シール）

取付ブランケット
（吸盤タイプ）

取付ブランケット
（吸盤タイプ）

■HD解像度4カメラレコーダー

・デュアルレンズを備え、車両前方だけでなく車内の様子も記録できます。 
・130°ワイドアングルレンズ、フルHD記録。
・車内は暗闇でも撮影できるように180°回転するカメラと赤外線LEDを採用。
・Wi-Fi接続したモバイル機器でストリーム再生やデータのダウンロードが可能。
・GPS受信機搭載で位置座標や日時を録画データに保存可能。
・32GB高耐久メモリカードが付属。
書込み頻度が高いドライブレコーダでも安心してご利用いただくために耐久性に
優れたMLC NANDフラッシュを使用しています。

■DrivePro520

カメラユニットをケーブルで本体と接続するDrivePro Body 52は
装着方法の自由度を高めたウェアラブルカメラ。服装によってはカメラ
一体型のウェアラブルカメラよりも装着位置や角度などの調節が容易
です。耐久性や防水性に優れており、Sonyセンサ搭載で暗い場所でも
高解像度の映像を記録します。Wi-Fi機能を利用することで
iOS/Android機器でストリーミング再生も行えます。

■DrivePro Body 52P

P67に対応し、軍事規格の耐衝撃性を備え、最大12時間録画を可能に
する大容量バッテリーを搭載。赤外線照明、ブレ補正機能、DRAMバッ
ファを搭載しています。

■DrivePro Body 30P

セキュリティ機能搭載ボディーカメラ

GPS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影、Wi-Fi機能も備えています。
《その他の便利な機能》
・モーション探知機能またはタイムラプス機能を有効にすることで駐車中に録画が可能。
・走行中に車線を逸脱した場合にアラームが鳴る車線逸脱防止支援システム(LDWS)。
・前方車両との車間距離が近くなった場合にアラームが鳴る前方衝突警報システム（FCWS）。
・暗闇を走行時にヘッドライトの点灯を促すメッセージを表示するヘッドライト・リマインダー。
・設定時間を経過時に休憩を促すメッセージを表示する長時間運転アラート機能。
Sonyの高感度イメージセンサを採用。
MLC搭載のmicroSDHCカード付属

■DrivePro230

用途によ
って選択可能なカメラ

SDカード内に保存した映像データーをパソコンに取り込むことにより、
車両の運行状況を映像、位置情報、Gセンサーグラフで再現します。
映像データーは、汎用性の高いAVIファイルに変換可能です。

ロードサービスをはじめ、お客様の車を預かるあらゆるオートアフター業務に最適なアイテムです。
高画質な映像に加え音声も記録することによりお客様とのトラブルを未然に防止。車体のキズを
チェックする際にはスナップショット撮影機能が便利。データを保護するセキュリティ機能も搭載。
記録映像や音声を第三者による改ざんやコピーから守ります。

サイズ 

重　量

レンズ

解像度/フレームレート

動画フォーマット

ストレージ容量

接続インタ－フェース

バッテリー

電源ACアダプター

本体／幅88.4×奥行17.4×高さ52.2（mm）
カメラユニット／幅40×奥行20.35×高さ40（mm）

本体：88g　カメラユニット：56g

F/1.8, 130°ワイドアングル

フルHD （1,920×1,080） / 30fps

H.264 （MOV）

32GB 内臓メモリ

USB 2.0

リチウムポリマー（1,530mAh） 充電式

入力: AC100V-240V 出力：DC5V 2A USB端子

サイズ 

重　量

レンズ

解像度/フレームレート

動画フォーマット

ストレージ容量

接続インタ－フェース

バッテリー

電源ACアダプター

幅95.9×奥行27.6×高さ52.2（mm）

130g

F/2.0, 130°ワイドアングル

フルHD （1,920×1,080） / 30fps

H.264 （MOV）

64GB 内臓メモリ

USB 2.0

リチウムポリマー（3,120mAh） 充電式

入力: AC100V-240V 出力：DC5V 2A USB端子
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Cameras & Monitors
カメラ&モニター

Camera & Monitor
カメラ&モニター

Camera & Monitor　カメラ&モニター Cameras & Monitors　カメラ&モニター

クラリオン正規販売代理店
特別価格にて販売します。

24V対応
トラック専用システム
振動に強い！

ハイマウントモニター取付けキット
LAA-057-110

ハイマウントモニター取付けキット装着イメージ

7型ワイドLCD画面モニター
CJ-7600A

小型CMOSカメラ
（広角/鏡像モデル/NCコネクタタイプ）
CC-6100A

防水性能最高レベルIP69Kクリア 超広角カメラ
CC-1601B（NCコネクタモデル）

フラッグシップCVバックカメラ
（シャッターなし/広角/鏡像モデル）
CC-6600B

7型ワイドLCD 4画面モニター
CJ-7300G

撮影画像例イメージ

※本製品は屋内専用です

4カメラボックス
EA-2182A

技術基準適合認証取得済
日本国内で安心してご利用頂けます

■ワイヤレスシステム カメラ＆モニター
工事不要1カメラ 簡易脱着パッケージ
WR-754/DCK：定価¥158,000-

特別価格にて販売します。

4カメまで接続可能

けん引車両の
映像リアモニターとして

レッキング部分の
映像確認モニターとして

車両後部の
音声モニターとして

かんたん設定、かんたん操作のIPネットワークカメラ
インターネットを通じて事務所や店舗、工場、ご自宅に
設置したカメラを世界中から視聴操作可能

■IPカメラ

・小型マイク内蔵で音声も録音、モニター可能
・可動レンズ搭載、パン180°　チルト90°
・iPhoneやipad、Android、パソコンからライブ映像を視聴可能
・マイクロSDカードやハードディスク、NASに録画可能
・最大36台のカメラを同時視聴可能
・Wi-Fi 対応　電源をつなぐだけでLANケーブル不要
・難しい設定をする必要がなく、簡単に接続可能
・期間や時間を指定してスケジュール予約録画可能
・動体検知録画、カメラに搭載されたセンサーにより録画可能
・同時に静止画をメールにて送信可能

IC737W 販売価格（税抜）　￥35,000
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Mobile Equipment Cradles　モバイル機器クレードル Mobile Equipment Cradles　モバイル機器クレードル

Mobile Equipment Cradles
モバイル機器クレードル

Mobile Equipment Cradles
モバイル機器クレードル

タブレット用マウント＆ケース
長さ約28cm

自由に調節可能な
ボールジョイント

回すことでカップサイズを
調整可能

MagConnectTMアダプター
マウントに対応

簡単装着を可能にした
マグネット式アダプター

高品質
カーボンファイバー

ネジを回せば、タブレットを
しっかり固定することも可能

360°自由に調節可能な
ボールジョイント

長さ約52～73cm

アーム素材：アルミ
MMU205 販売価格（税抜）　￥25,080

平面になっている
背面へ貼り付けるだけ

iPad Air,iPad 第5世代
MMA200
販売価格（税抜）　￥4,470
iPad Pro9.7,iPad Air 2
MMA500
販売価格（税抜）　￥4,470
iPad mini 4
MME300-K
販売価格（税抜）　￥4,470

■クレードルマウント（吸盤式）

強力な吸盤と特殊ジェルで確実に固定

◎スマートフォン用クレードルマウント
H01SP 販売価格（税抜）　￥2,100 ◎タブレット用クレードルマウント

H03TP 販売価格（税抜）　￥2,600

MagConnect™ （マグコネクト）とは
MagConnect™タブレットアームマウントソリューションは、平面だけでなく曲面など目的に応じた設置が可能。
すべてのアームマウントにはマグネット式アダプターが備え付けられており、対応ケースを近づけるだけで簡単装着。
取り外しも簡単なためシームレスに待ち出せます。

様々なシチュエーションに合わせてデザイン
された15種類のアームマウントタイプ。
最適なソリューションが必ず見つかります。

トラック、バン、商業車用シートボルトマウントです。
揺れる車内でも最適な位置にタブレットを固定する
ことができ、使わない場合はスムーズに折りたみも
できます。

伸び縮み可能
振動の多い

トラックに最適！！

 MagConnect™
■HDシートボルトマウント

背面が工業用の3Mテープで、どんなケースや器具にも装着が
可能です。すでにお持ちのケースをMagConnect™対応に
変えることができます。
MMX107 販売価格（税抜）　￥3,140

 MagConnect™
■粘着式タブレットモジュール

耐衝撃・生活防水・防塵ケースです。
MagConnectTMマウントへ対応して
います。

 MagConnect™
■タブレットケース

 MagConnect™
■カップホルダー・マウント
車のカップホルダーに簡単に設置可能なアームマウントです。
アーム素材：カーボン
MMU108 販売価格（税抜）　￥12,540

スマートフォンやタブレットを確実にホールドします。
強力な吸盤には脱落防止用の特殊ジェルを採用、自在
アームで角度調整可。

H01SP 通信タブレット用
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Tierod Coupler, Anti-Slip Sheet & Car goods
タイロッドカプラー、アンチスリップシート＆カー用品

Voice Packet Transceiver
ボイスパケットトランシーバー

Utilities Accessories
便利ツール

Voice Packet Transceiver　ボイスパケットトランシーバー Tierod Coupler, Anti-Slip Sheet & Car goods　タイロッドカプラー、アンチスリップシート＆カー用品

ナビのタッチパネル画面を業務に活用ナビと連携して目的地やメッセージを送信日本全国で音声通話+車両位置確認
NTTドコモのFOMAと同等のエリアで通話や車両位置確認が可能です。
事務所とドライバー間のコミュニケーションを強力にサポートします。

ナビ連携により、ナビに直接目的地やメッセージの送信が可能です。
音声だけではなく、遠隔でのナビ誘導や文字で確実な業務指示が可能です。

ナビ画面に「到着」「休憩」「食事」等の動態ボタンを設定し、運行管理に活用可能。
ドライバーの動態を事務所側でも把握できます。

■ボイスパケット：ハンディタイプ

■ボイスパケット無線機 「モバロケ」

従来の携帯電話のように、スタンドに立てて充電ができるクレイドル式です。AC100Vの
コンセントから充電できます。USBでの充電にも対応しているので、長時間の通話でも、
充電をしながら通話ができて便利です。電池パックは大容量のリチウム電池を搭載して
いるので、通話時間が長く、停電時でも安心です。 MPT-H1専用イヤホンマイク

（PPTラージサイズ）
充電クレイドル

ACアダプター

電源ケーブル

ベルトクリップ

固定ネジ本体背面カバー

電池パック

3Gアンテナ
電源電圧

消費電流

使用可能時間

充電時間
寸法
重量

周囲環境

防塵防水仕様
GPS

充電クレイドルからの電源供給
USBからの電源供給
付属電池パック
送信時／受信時
待受時
通常モード
エコモード
約180分（電源オフ、クレイドル使用時）
幅54×奥行30×高さ123（mm）※突起物含まず
約240g（電池パック装着時）
動作温度
充電時
IP67相当
あり

DC5.5V （最大電流：2A）
DC5.0V （最大電流：500mA）
3.8V 2,420mAh
350mA （最大500mA以下）
260mA
約9時間 （受信1：送信1：待機8の使用状態にて）
約13時間 （同上）

-20℃～60℃
0℃～45℃

■応急用 タイロッドカプラー
タイロッドが折損しただけの事故車を積載車に積み込む
時に苦労した経験はありませんか？折損したタイロッド
を応急的に繋ぎ合せることができるアイテム！アイ
ボルトを手で締め込むだけでＯＫ！このカプラーを
使えば簡単に積み込み、積み下ろしが可能です。さらに
工場内の移動も楽に行えます。この商品は応急使用に
限ります。
TRC1 販売価格（税抜）　￥9,500

■“CAUTION”アンチスリップシート
滑りやすいデッキやサイドの上等に工場や
事務所の滑りやすいところに!
希望のサイズにカットして使用することも
できます。
粘着テープ付　※反射素材ではありません。
カットタイプ : 幅600×150（mm）
AS-301 販売価格（税抜）　￥1,100
ロールタイプ：幅50mm×長さ18m
AS-301R 販売価格（税抜）　￥20,000 キャリアカーのサイドあおり、大型レッカー車のステップ、事務所や工場の階段部分等の

滑りやすい場所や危険な個所にご使用ください。

摩耗した状態 張替例（3分割にカット）

ロールタイプ

タイロッド折れ！！

カットタイプ

150mm

600mm

滑り止め粘着シート
受傷事故防止に！！

フロアーマットは、ポリコートされ耐水性に優れた
紙のマットです。
サイズ：530×420（mm） 250枚入り

シートカバーとハンドルカバーは、外国車ディーラー
で採用され品質最良です。
シートカバー150枚入り ハンドルカバー500枚入り 各箱入り

（税抜）

品　番

FL-250WE

S-150YP

SW-500S

品　　　名

ディスポーザブルフロアマット

シートメイト/シートカバー

クリーンキーパー/ハンドルカバー

販売価格

￥6,500
￥12,300
￥10,600

ロードサービスの
絶対必需品！！

お客様のお車を大切に
取り扱いましょう！！
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