
カラー

商品名 7インチヘッドレストモニター

型番 cl7019cs

ブラック　/　グレー　/　ベージュ

7インチヘッドレストモニター

cl7016cs

ブラック　/　グレー　/　ベージュ

商品名

型番

カラー

参考価格

cl8513

参考価格 \9,300　（2個セット）

対応シャフト径：10mm / 12mm

\13,800　（2個セット）

仕様

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

参考価格 \16,800　（2個セット）

＜備考＞

・本体×2

・ケーブル×2

・リモコン×2

・シャフトアタッチメント×2

仕様

液晶：10.2インチ(16 : 9)

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

参考価格 \22,000　（2個セット）

寸法：300(W)*215(H)*130(D)

画素数：1024*600*RGB

対応シャフト径：10mm / 12mm

商品名 10.2インチヘッドレストモニター

型番 cl102hr

＜備考＞

・本体×2

・ケーブル×2

・リモコン×2

・シャフトアタッチメント×2

商品名

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

参考価格 \19,480　（2個セット）

商品名 7インチDVD内蔵ヘッドレストモニター

型番 cl800

9インチヘッドレストモニター

型番 cl900

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

参考価格 \17,980　（2個セット）

＜備考＞

・本体×2

・ケーブル×2

・リモコン×2

・シャフトアタッチメント×2

液晶：7インチ(16 : 9)

寸法：280(W)*210(H)*100(D)

画素数：480*240*RGB

動作電圧：DC12V

消費電力：約7.5W

映像入力：2系統(AV1 / AV2)

対応シャフト幅：150～175mm

仕様

液晶：7インチ(16 : 9)

寸法：280(W)*205(H)*105(D)

画素数：480*240*RGB

動作電圧：DC12V

消費電力：約7W

映像入力：2系統3入力　※

対応シャフト幅：135～170mm

対応シャフト径：10mm / 12mm

＜備考＞

・本体×2　　・ケーブル×2　　・リモコン×2　　・シャフトアタッチメント×2

※ＡＶ1 / ＡＶ2 / 前面パネル

仕様

対応シャフト径：10mm / 12mm

商品名 8.5インチ ヘッドレストモニター

型番

液晶：7インチ(16 : 9)

寸法：290(W)*210(H)*115(D)

画素数：480*240*RGB

動作電圧：DC12V

消費電力：約12W

映像入力：1系統

音声入力：1系統

対応シャフト径：10mm / 12mm

対応シャフト幅：130～190mm

＜備考＞

・本体×2

・ケーブル×2

・リモコン×2

・シャフトアタッチメント×2

仕様

液晶：8.5インチ(16 : 9)

寸法：300(W)*205(H)*110(D)

画素数：480*240*RGB

動作電圧：DC12V

消費電力：約8.5W

映像入力：2系統(AV1 / AV2)

対応シャフト幅：135～170mm

＜備考＞

・本体×2　　・ケーブル×2　　・リモコン×2　　・シャフトアタッチメント×2

◆枕の生地タイプをレザーとモケットから選択できます。

動作電圧：DC12V

消費電力：約9W

映像入力：2系統3入力　※

対応シャフト幅：120～180mm

消費電力：約8.5W

映像入力：2系統3入力　※

対応シャフト幅：140～175mm

対応シャフト径：10mm / 12mm

仕様

液晶：9インチ(16 : 9)

寸法：310(W)*210(H)*130(D)

画素数：800*480*RGB

動作電圧：DC12V



取付対応幅：290～365mm

＜備考＞

・本体×2　　・リモコン×2　　・ケーブル×2　　・フック

◆映像はフルスクリーンのほか、20：9、ワイド画面の16：9、通常画面の

4：3へも切替が可能です

参考価格 \8,700～　（片側）

仕様

液晶：12.3インチ(24 : 9)

寸法：400(W)*170(H)*25(D)

画素数：1280*480*RGB

動作電圧：DC12V

消費電力：約20W

映像入力：2系統(AV1 / AV2)

型番 sv122

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

＜備考＞

・本体×2

・リモコン×2

・ケーブル×2

・フック

＜備考＞

・本体×2　　・リモコン×2　　・ケーブル×2　　・フック

◆映像はフルスクリーンのほか、ワイド画面の16：9、通常画面の4：3へ

も切替が可能です

商品名 12.3インチ サンバイザーモニター 

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

取付対応幅：310～390mm 取付対応幅：250～360mm

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

消費電力：約12W 消費電力：約12W

仕様 仕様

液晶：7インチ(16 : 9) 液晶：10.2インチ(25 : 8)

寸法：400(W)*170(H)*25(D) 寸法：370(W)*150(H)*20(D)

画素数：800*480*RGB 画素数：800*240*RGB

参考価格 \8,820～　（片側） 参考価格 \6,480～　（片側）

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

型番 sv9 型番 sv102

＜備考＞

・本体×2

・リモコン×2

・ケーブル×2

・フック

＜備考＞

・本体×2

・リモコン×2

・ケーブル×2

・フック

商品名 9インチ サンバイザーモニター 商品名 10.2インチ サンバイザーモニター 

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

取付対応幅：250～360mm 取付対応幅：285～370mm

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

消費電力：約7.5W 消費電力：約10W

仕様 仕様

液晶：7インチ(16 : 9) 液晶：8.5インチ(16 : 9)

寸法：370(W)*150(H)*20(D) 寸法：380(W)*160(H)*25(D)

画素数：480*240*RGB 画素数：480*240*RGB

参考価格 \6280～　（片側） 参考価格 \7,800～　（片側）

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

型番 sv7 型番 sv85

商品名 7インチ サンバイザーモニター 商品名 8.5インチ サンバイザーモニター 



＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・AVケーブル　・リモコン　・取付ステー

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・AVケーブル　・リモコン　・取付ステー

本体重量：約3500ｇ 本体重量：約6000ｇ

首振：左右 無　開180° 首振：左右 無　開140°

消費電力：約15W 消費電力：約20W

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

画素数：1140*900*RGB 画素数：1600*1050*RGB

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

仕様 仕様

液晶：17インチ(16 : 9) 液晶：19インチ(16 : 9)

寸法：433(W)*350(H)*40(D) 寸法：535(W)*415(H)*50(D)

画面開時縦幅：320mm 画面開時縦幅：390mm

参考価格 \16,980 参考価格 \19,600

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

型番 fd172 型番 fd19

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・AVケーブル　・リモコン

・取付ステー（290*190mm）

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・AVケーブル　・リモコン

・取付ステー（295*190mm）

商品名 15.4インチ フリップダウンモニター 商品名 19インチ フリップダウンモニター

本体重量：約2300ｇ 本体重量：約2500ｇ

首振：左30°右30°開120° 首振：左右 無　開180°

消費電力：約15W 消費電力：約15W

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

画素数：1024*760*RGB 画素数：1024*760*RGB

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

仕様 仕様

液晶：13.3インチ(16 : 9) 液晶：15.4インチ(16 : 9)

寸法：360(W)*310(H)*35(D) 寸法：392(W)*322(H)*33(D)

画面開時縦幅：270mm 画面開時縦幅：290mm

参考価格 \12,500 参考価格 \14,800

カラー ブラック カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

型番 fd133 型番 fd154

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・AVケーブル　・リモコン　・取付ステー

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・AVケーブル　・リモコン

・取付ステー（130*190mm）

商品名 13.3インチ フリップダウンモニター 商品名 15.4インチ フリップダウンモニター

本体重量：約1200ｇ

首振：左30°右180°開150°

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 消費電力：約15W

本体重量：約600ｇ 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

動作電圧：DC12V 画素数：800*400*RGB

消費電力：約7W 動作電圧：DC12V

仕様 仕様

液晶：7インチ(16 : 9) 液晶：9インチ(16 : 9)

寸法：230(W)*205(H)*25(D) 寸法：273(W)*240(H)*40(D)

画素数：800*400*RGB 画面開時縦幅：200mm

参考価格 \7,880 参考価格 \8,500

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

型番   fd7 型番   fd92

商品名 7インチ フリップダウンモニター 商品名 9インチ フリップダウンモニター



＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

取付対応幅：50～72mm 取付対応幅：30～83mm

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

消費電力：約12W 消費電力：約12W

仕様 仕様

液晶：7インチ(16 : 9) 液晶：9インチ(16 : 9)

寸法：310(W)*110(H)*15(D) 寸法：248(W)*132(H)*25(D)

画素数：480*240*RGB 画素数：480*234*RGB

参考価格 \5,980 参考価格 \8,800

カラー ブラック カラー ブラック

型番 bm7s 型番 bm9

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1

◆バックギア連動画面切替機能

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

商品名 7インチ薄型ルームミラーモニター 商品名 9インチルームミラーモニター

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

取付対応幅：53～72mm 取付対応幅：55～82mm

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

消費電力：約5W 消費電力：約7W

仕様 仕様

液晶：4.3インチ(16 : 9) 液晶：7インチ(16 : 9)

寸法：275(W)*80(H)*27(D) 寸法：260(W)*106(H)*30(D)

画素数：480*272*RGB 画素数：480*240*RGB

参考価格 \5,980 参考価格 \5,980

カラー ブラック カラー ブラック

型番 bm43 型番 bm7

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・USB変換ケーブル　・リモコン

＜備考＞

・本体　・接続ケーブル　・USB変換ケーブル　・リモコン

商品名 4.3インチルームミラーモニター 商品名 7インチルームミラーモニター

本体重量：約2500ｇ 本体重量：約2500ｇ

首振：左右90°　開閉150° 首振：左右90°　開閉150°

消費電力：約25W 消費電力：約25W

外部入力：1系統 外部入力：1系統

画素数：800*480*RGB 画素数：800*600*RGB

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V

仕様 仕様

液晶：9.2インチ(16 : 9) 液晶：10.4インチ(4 : 3)

寸法：288(W)*70(H)*280(D) 寸法：310(W)*60(H)*295(D)

画面開時縦幅：250mm 画面開時縦幅：270mm

参考価格 \13,480 参考価格 \15,400

カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ カラー ブラック　/　グレー　/　ベージュ

型番 dvdfd92 型番 dvdfd92

商品名 9.2インチDVD内臓フリップダウンモニター 商品名 10.4インチ内臓フリップダウンモニター



＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・ステー×1　　・リモコン×1

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・ステー　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

消費電力：約7W 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

映像入力：2系統(AV1 / AV2)

画素数：480*240*RGB 動作電圧：DC12V

動作電圧：DC12V 消費電力：約7W

仕様 仕様

液晶：7インチ(16 : 9) 液晶：7インチ(16 : 9)

寸法本体：178(W)*120(H)*24(D) 寸法：178(W)*118(H)*22(D)

寸法外枠：203(W)*145(H)*24(D) 画素数：480*240*RGB

参考価格 \6,800 参考価格 \6,200

カラー ブラック カラー ピアノブラック

型番 od7 型番 od700t

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1

◆バックギア連動画面切替機能

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・ステー×1　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

商品名 7インチオンダッシュモニター 商品名 7インチ薄型オンダッシュモニター

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 消費電力：約7W

映像入力：2系統(AV1 / AV2)

動作電圧：DC12V 画素数：480*240*RGB

消費電力：約3W 動作電圧：DC12V

仕様 仕様

液晶：3.5インチ(4 : 3) 液晶：5.8インチ(16 : 9)

寸法：95(W)*65(H)*23(D) 寸法本体：178(W)*120(H)*24(D)

画素数：480*234*RGB 寸法外枠：203(W)*145(H)*24(D)

参考価格 \5,980 参考価格 \6,480

カラー ブラック カラー ブラック

型番 OND-35 型番 OND-58

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

◆映像はフルスクリーンのほか、19：8、15：8、ワイド画面の16：9、通常

画面の4：3へも切替が可能です

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

◆映像はフルスクリーンのほか、19：8、15：8、ワイド画面の16：9、通常

画面の4：3へも切替が可能です

商品名 3.5インチオンダッシュモニター 商品名 5.8インチオンダッシュモニター

映像入力：2系統(AV1 / AV2) 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

取付対応幅：60～75mm 取付対応幅：60～75mm

動作電圧：DC12V 動作電圧：DC12V / DC24V

消費電力：約12W 消費電力：約12W

仕様 仕様

液晶：10.2インチ(25 : 8) 液晶：10.2インチ(25 : 8)

寸法：290(W)*105(H)*25(D) 寸法：290(W)*105(H)*25(D)

画素数：800*256*RGB 画素数：800*256*RGB

参考価格 \6,800 参考価格 \6,300

カラー ブラック カラー ブラック

型番 bm102 型番 bm102-24

商品名 10.2インチルームミラーモニター 商品名

10.2インチルームミラーモニター

DC12V / DC24V 兼用



＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・ステー×1　　・リモコン×1

＜備考＞

・本体×1　　・ケーブル×1　　・ステー　　・リモコン×1

◆バックギア連動画面切替機能

消費電力：約12W 映像入力：2系統(AV1 / AV2)

映像入力：2系統(AV1 / AV2)

画素数：480*240*RGB 動作電圧：DC12V

動作電圧：DC12V 消費電力：約7W

仕様 仕様

液晶：9インチ(16 : 9) 液晶：9インチ(16 : 9)

寸法本体：230(W)*160(H)*23(D) 寸法：220(W)*145(H)*22(D)

寸法外枠：245(W)*175(H)*27(D) 画素数：480*240*RGB

参考価格 \8,480 参考価格 \8,900

カラー ブラック カラー ピアノブラック

型番 od9 型番 od900t

商品名 9インチオンダッシュモニター 商品名 9インチ薄型オンダッシュモニター


