
NO．1

令和２年７月３日現在

装置メーカー名 装置名称 備考

BE-RV200-RA セット

BE-RV200-RB セット

BE-RV141-RA セット

BE-RV141-RB セット

BE-RV141AO-RA/RB セット 1カメラ搭載

BE-RV141AW-RA/RB セット 2カメラ搭載

BE-RV141AT-RA/RB セット 3カメラ搭載

BE-RV141AQ-RA/RB セット 4カメラ搭載

BE-RV141AOTR-RA/RB セット 1カメラ搭載

BE-RV141AWTR-RA/RB セット 2カメラ搭載

BE-RV141ATTR-RA/RB セット 3カメラ搭載

BE-RV141AQTR-RA/RB セット 4カメラ搭載

アグレクション SAKIGAKEバックカメラ PNX-F715-T セット

ＡＰ-4300/S セット

HIT-711 セット

HIT-712 セット

HIT-714 セット

ST-9** ﾓﾆﾀｰ単体

ST-9**FS ﾓﾆﾀｰ単体

ST-9A0FL ﾓﾆﾀｰ単体

ST-9B0PR ﾓﾆﾀｰ単体

ST-990GG ﾓﾆﾀｰ単体

ST-5** ﾓﾆﾀｰ単体

ST-5**FS ﾓﾆﾀｰ単体

ST-5A0FL ﾓﾆﾀｰ単体

ST-5B0PR ﾓﾆﾀｰ単体

ST-590GG ﾓﾆﾀｰ単体

STR-1** ﾓﾆﾀｰ単体

STR-1**FS ﾓﾆﾀｰ単体

STR-1B0PR ﾓﾆﾀｰ単体

STR-190GG ﾓﾆﾀｰ単体

ST-900D ﾓﾆﾀｰ単体

ST-500D ﾓﾆﾀｰ単体

STR-100D ﾓﾆﾀｰ単体

STR-2**T ﾓﾆﾀｰ単体

STR-2B0PRT ﾓﾆﾀｰ単体

STR-290GGT ﾓﾆﾀｰ単体

STR-2A0FST ﾓﾆﾀｰ単体

STR-200DT ﾓﾆﾀｰ単体

市光工業

セイフティビジョン

ルームミラー取付タイプ
カラーバックカメラセット

型式（注１）

◆後方視野確認支援装置

アールアンドピー

カラー液晶モニター　据置型

バックモニターシステム

令和２年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

バック＆サイドカメラシステム

アルファ・デポ

ドライブレコーダー一体型
7型液晶モニター　据置型

（注１）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
（注２）型式欄中に「ﾓﾆﾀｰ単体」又は「ｶﾒﾗ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりませ
ん。



NO．2

装置メーカー名 装置名称 備考型式（注１）

STR-2**N ﾓﾆﾀｰ単体

STR-2B0PRN ﾓﾆﾀｰ単体

STR-290GGN ﾓﾆﾀｰ単体

STR-2A0FSN ﾓﾆﾀｰ単体

STR-200DN ﾓﾆﾀｰ単体

8型HDカラーモニター HT-1**** ﾓﾆﾀｰ単体

搭載車輌により「HT-1**」
「HT-1***」「HT-1****」。
例)HT-1A0、HT-1A0FS
等。

XC-400A ｶﾒﾗ単体

XC-420A ｶﾒﾗ単体

KC-450A ｶﾒﾗ単体

HC-450A ｶﾒﾗ単体

TSM-100 ｶﾒﾗ単体 R1.11月追加

TSM-200 ｶﾒﾗ単体 R2.2月追加、中大型用

小型HDカラーカメラ HX-100A ｶﾒﾗ単体 R1.10月追加

車輛安全管理システム　サラウンドカメラ SVR-7004T セット R2.2月追加

車輛安全管理システム　サラウンドビュー SVS-6004T セット R2.3月追加

後方視野確認支援装置（シャッターカメラ＆モニターセット） WTJ-SS セット R1.7月追加

後方視野確認支援装置（ミニキューブカメラ＆モニターセット） WTJ-MT セット R1.7月追加

SVM360サランドビューモニタリングシステムモニターセット SVM360-BT10 セット
４カメラ搭載
R1.7月追加

リアビュー・カメラシステム RV-500CS セット

RV-507CS セット

RV-509CS セット

RV-510CS セット

RV-507FB セット

RV-509FB セット

RV-510FB セット

RV-517FB セット R2.3月追加

RV-527FB セット R2.3月追加

SRV-700CS セット R2.3月型式訂正

SRV-900CS セット R2.3月型式訂正

SRV-1000CS セット R2.3月型式訂正

ＯＲＬＡＣＯ ＯＲＬＡＣＯ
Ｓｅｔ　Ｏｒｌａｃｏ　ＲＬＥＤ　Ｍｏｎｉ
ｔｏｒ　ｗｉｔｈ　Ｃａｍｅｒａ

セット

※別紙「ＯＲＬＡＣＯ社製後
方視野確認支援装置の助
成対象の確認について」に
てセット内容を確認。

CT120M-SET01 セット

CT120M-SET02 セット

CJ-5600*-* ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-5605*-* ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-7000*-* ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-7100*-* ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-7300*-* ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-7600*-* ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-981*-* ﾓﾆﾀｰ単体

車載用後方モニター CJ-7620*-* ﾓﾆﾀｰ単体

INBYTE

ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

トラック専用
リアビュー・カメラシステム

CT120Mバックカメラモニタセットキャストレード

平ボディー専用
リアビュー・カメラシステム

3Dサラウンドマルチビュー

平ボディー用AHD対応
リアビュー・カメラシステム

トラック専用
リア/サイドビュー・カメラシステ

ム

エフ・アール・シー

カラーモニター

市光工業

ドライブレコーダー一体型
7型液晶モニター　据置型

クラリオン

後方用カメラ

（注１）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
（注２）型式欄中に「ﾓﾆﾀｰ単体」又は「ｶﾒﾗ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりませ
ん。



NO．3

装置メーカー名 装置名称 備考型式（注１）

CC-1060*-* ｶﾒﾗ単体

CC-1601*-* ｶﾒﾗ単体

CC-3000*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6100*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6110*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6500*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6600*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6601*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6650*-* ｶﾒﾗ単体

CC-1065*-* ｶﾒﾗ単体

CC-3100*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6300*-* ｶﾒﾗ単体

CC-6352*-* ｶﾒﾗ単体

CC-7202*-* ｶﾒﾗ単体

CM-6010 ﾓﾆﾀｰ単体 三菱電機製　R1.11月追加

CM-6020 ﾓﾆﾀｰ単体 三菱電機製　R1.11月追加

CM-7220 ﾓﾆﾀｰ単体 三菱電機製　R1.11月追加

CM-7230 ﾓﾆﾀｰ単体 三菱電機製　R1.11月追加

CM6010R ﾓﾆﾀｰ単体 菱和製　R1.11月追加

CM6020R ﾓﾆﾀｰ単体 菱和製　R1.11月追加

CM7220R ﾓﾆﾀｰ単体 菱和製　R1.11月追加

CM7230R ﾓﾆﾀｰ単体 菱和製　R1.11月追加

C-700 ｶﾒﾗ単体 R1.11月追加

ZMC1-SQH44N-W9 セット

ZMC1-SQH44SN-W9 セット

ZMC1-SQH44N-ZB セット

ZMC1-SQH44SN-ZB セット

ZMC1-RVC37-SQH44N セット

ZMC1-RVC37-SQH44SN セット

ZMC1-SQH44N セット

ZMC1-SQH44SN セット

ZMC2-SQH44N-25 セット

ZMC2-SQH44N-32 セット

ZMC2-SQH44SN-25 セット

ZMC2-SQH44SN-32 セット
ＧＡＮＺ　ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ

バックカメラシステム（3CH以上） ZMC1-RVC27-SQ44N セット

GX-00* セット
R2.3月仕様変更、*は商品
ごとに1～3の数字が入り
ます

GX-10*AHD セット
R2.3月追加、*は商品ごと
に1～3の数字が入ります

シルバーアイ
集音マイク付バックカメラ
７インチモニターセット

CM-708DR2 セット R2.７月追加

シンクウェアジャパン バックカメラ TWC1-TCV100 セット

リアビューシステムキット 2545702 セット

フロントアンドリアビューシステムキット 2545703 セット

コシダテック

クラリオン

ＧＡＮＺ　ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ
バックカメラシステム

車両後方・側方確認カメラシステム

ＣＢＣ

ＧＡＮＺ　ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ
バックカメラシステム(2CH)

ＧＡＮＺ　ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ
バックカメラシステム(1CH)

スカニアジャパン

ジェットイノウエ 超広角カメラ＆７インチ高精細モニターセット

後方確認カメラ

安全後方確認カメラ

（注１）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
（注２）型式欄中に「ﾓﾆﾀｰ単体」又は「ｶﾒﾗ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりませ
ん。



NO．4

装置メーカー名 装置名称 備考型式（注１）

SR-S05 セット R2.5月追加

SR-S11 セット R2.5月追加

XC-M9SA セット

XC-M9MA セット

XC-M9LA セット

XC-M9XA セット

XC-M9YA セット

XC-M9S セット

XC-M9M セット

XC-M9L セット

XC-M9X セット

XC-M9Y セット

XC-M1* セット
*には、S,M,L,X,Yのいずれ
かが入る。

XC-M1*A セット

*には、S,M,L,X,Yのいずれ
かが入る。
末尾のAは、ルームミラー
取り付けブラケット付き。

XC-M2* セット
*には、S,M,L,X,Yのいずれ
かが入る。

XC-M2*A セット

*には、S,M,L,X,Yのいずれ
かが入る。
末尾のAは、ルームミラー
取り付けブラケット付き。

SM-1900-T115 セット

SM-1900-T160 セット

７インチ液晶モニター＆バックカメラ MT070RAA セット

７インチ液晶モニター＆バックカメラ　トレーラーセット MT070RAA-TR01 セット

MT070RCA1 セット

MT070RCA2 セット

MT070RCA1-TR01 セット

MT070RCA2-TR01 セット

7インチモニター＆赤外線バックカメラ MT070RDA セット R1.9月追加

7インチモニター＆赤外線バックカメラ　トレーラーセット MT070RDA-TR01 セット R1.9月追加

TKV-S20 セット

TKV-S30 セット

VA-S50 セット

ナイスヴューモニター VW-S20 セット

VW-SN20 セット

VH-S20 セット

VH-SN20 セット

ナイスヴューモニター
2カメラシステムセット

VH-S20/2 セット

カラーモニター VH-M20 ﾓﾆﾀｰ単体

VW-C20W ｶﾒﾗ単体

VH-C20W ｶﾒﾗ単体

VH-C30W ｶﾒﾗ単体

VH-SC20W ｶﾒﾗ単体

VH-SC30W ｶﾒﾗ単体

VH-CN20 ｶﾒﾗ単体

VP-C10W-5 ｶﾒﾗ単体

辰巳屋興業 SRバックカメラモニターキット

7インチ液晶モニター＆小型バックカメラ　トレーラーセット

リアヴューモニター

カメラ＆7インチモニターセット

カメラ単体

elpis SMART MIRROR

７インチ液晶モニター＆小型バックカメラ

ナイスヴューモニター

槌屋ヤック

バックモニターセット

カメラ＆7インチモニターセット

東海クラリオン

日本ヴューテック

日本ヴューテック

ドリームメーカー

（注１）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
（注２）型式欄中に「ﾓﾆﾀｰ単体」又は「ｶﾒﾗ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりませ
ん。



NO．5

装置メーカー名 装置名称 備考型式（注１）

E215-TM00 セット

E215-TS00 セット

PBC120 セット

PRM745 セット

PRM74S セット

バックカメラ　ノンシャッター・カメラ　ルームミラータイプ PRM121 セット R1.9月追加

86110-E0081 ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-7620J ﾓﾆﾀｰ単体

CJ-7620J-A ﾓﾆﾀｰ単体

S0858-E1050 ｶﾒﾗ単体

CC-6600B ｶﾒﾗ単体

CC-6600B-* ｶﾒﾗ単体

S0858-E1051 ｶﾒﾗ単体

CC-6500B ｶﾒﾗ単体

CC-6500B-* ｶﾒﾗ単体

87810-37150 ﾓﾆﾀｰ単体

MDS-OTS3 ﾓﾆﾀｰ単体

86790-37020 ｶﾒﾗ単体

CM073A-02 ｶﾒﾗ単体

CM-6000 ﾓﾆﾀｰ単体

CM-7200 ﾓﾆﾀｰ単体

CM-7200A ﾓﾆﾀｰ単体

CM-7210 ﾓﾆﾀｰ単体

ＣＭ-7220 ﾓﾆﾀｰ単体

ＣＭ-7230 ﾓﾆﾀｰ単体

CM-6010 ﾓﾆﾀｰ単体

CM-6020 ﾓﾆﾀｰ単体

C-4010A ｶﾒﾗ単体

C-4010 ｶﾒﾗ単体

C-4060A ｶﾒﾗ単体

C-4060 ｶﾒﾗ単体

C-5000 ｶﾒﾗ単体

名鉄交通商事 バックモニターセット MKS-Y01 セット

CM6010R ﾓﾆﾀｰ単体

CM6020R ﾓﾆﾀｰ単体

CM7220R ﾓﾆﾀｰ単体

CM7230R ﾓﾆﾀｰ単体

C401*R ｶﾒﾗ単体 R2.7月仕様変更

C406*R ｶﾒﾗ単体 R2.7月仕様変更

C500*R ｶﾒﾗ単体 R2.7月仕様変更

DM806 セット

DS806 セット

TM806 セット

TS806 セット

DM806F セット R2.3月追加

DS806F セット R2.3月追加

TM806F セット R2.3月追加

TS806F セット R2.3月追加

パーマンコーポレーション

菱和

三菱電機

後方カメラ（シャッター付き）

CAR　VISION　LCDカラーモニター

カービジョン
ルームミラー型モニター

CAR　VISION　カラーカメラ

ワーテックス

車載用後方確認支援システム
+サイドビューシステム

後方カメラ（シャッター無し）

バック・カメラ

日野自動車

電子インナーミラー

ＢＡＣＫ　ＥＹＥ　ＳＹＳＴＥＭ

車両用安全確認カメラシステム

ＯＳＤソナーシステム　

モニターディスプレイ

日本セラミック

（注１）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
（注２）型式欄中に「ﾓﾆﾀｰ単体」又は「ｶﾒﾗ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりませ
ん。



申請年月日　　　　　年　　　月　　日

社団法人　　　　　　　　　　トラック協会　殿

　　　　　　ご報告致します。
記

販売店 会社名 印

連絡先 TEL 担当者

導入事業所 会社名 印

営業所名 担当者

対象車両数（セット数） １セット

取付車両№

装着年月日　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

【導入対象製品】 メーカー名：アールアンドピー

STR141

　（備考/その他　必要事項記載欄）

上記のセット商品の販売並びに取付が完了した事を証明いたします。

印

BE-RV141AWTR-RA/RB

BE-RV141AOTR-RA/RB

製品区分 型番

品　　　　番

製品名

BE-RV141AQ-RA/RBBE-RV141AQTR-RA/RB

BE-RV141AWTR-RA/RB BE-RV141AT-RA/RB

BE-RV141AW-RA/RB

BE-RV141AO-RA/RB

カメラ

モニター

カメラ

モニター

対象装着個数

後方・側方側

SM-70Q

アールアンドピー製　後方・側方視野確認支援装置　装着確認明細書

下記事業所保有の車両に対し、下表のとおり後方・側方視野支援装置の取付を行いましたので

（トレーラ車用） （単車トラック用）



ク　ラ　リ　オ　ン　製　後　方　・　側　方　視　野　確　認　支　援　装　置

装　　着　　確　　認　　明　　細　　書

申請年月日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

     　　         トラック協会　殿

　下記の通り、導入支援制度に基づき後方・側方視野確認装置の取り付けを行いましたのでご報告致します。

記
【販売店】

【導入事業者】

　　　　対象車両数（セット数） セット

【装着年月日】

　メーカー名　　 　クラリオン
【導入対象製品/基本システム】 ※使用した製品の採用欄に「○印」又は「数量」をご記入下さい。

製品区分 製品名 ※採用 備考

CJ-5600

CJ-5605

CJ-7000

CJ-7100

CJ-7300

CJ-7600

CJ-7620
CJ-981

CC-1060 後方 ・ 左側方

CC-1601 後方 ・ 左側方

CC-3000 後方 ・ 左側方

CC-6100 後方 ・ 左側方

CC-6110 後方 ・ 左側方

CC-6352 後方 ・ 左側方

CC-6500 後方 ・ 左側方

CC-6600 後方 ・ 左側方

CC-6601 後方 ・ 左側方

CC-6650 後方 ・ 左側方
CC-7202 後方 ・ 左側方

上記のセット商品の販売並びに取付が完了した事を証明致します。

①モニター モニター

会社名
印

連絡先TEL 担当者名

会社名・営業所名

取付車両No

※　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日　

型番

②カメラ カメラ

印



※2018.10月追加

※2018.10月追加

※2018.10月追加



2018.05月版

発信日 年 月 日

公益社団法人　     　　　　 　　　             トラック協会　御中

□ 後方視野確認支援装置 モニター □ カメラ □

□ □

□ □

□ -

□ 側方視野確認支援装置 モニター □ カメラ □

□ □

□ -

□ -

□ 後方視野確認および モニター □ カメラ □

    側方視野確認支援装置 □ （後方用） □

    の同時申請 □ □

    の同時申請 □ カメラ □

（左側方用） □

□ 後方視野確認支援装置 カメラ □

　　設置車に側方視野確認 （左側方用） □

　　支援装置を追加

取付台数

取付日

取付車両NO

取付写真添付欄（必ず装着写真1枚、車両ナンバー写真1枚を添付してください。）

取付写真 車両ナンバー写真

＊上記申請用紙は車両1台に対し1枚使用してください。
＊上記書類に不備、誤記入等がありましたら助成の対象外となる恐れがありますのでご了承ください。
＊上記申請用紙は申請の審査以外の用途には使用いたしません。
＊上記申請用紙は三菱電機製カービジョン 専用助成申請用紙です。
＊上記以外の機種は今回の助成金の対象とはなりませんのでご了承ください。

販売店担当者名　　　及び連絡先

担当者名　フリガナ 連絡先

　　　　　　　　　　                     印

取付店名（販売店と同じであれば記載不要）

フリガナ

　　　　　　　　　　                     印

平成            年   　　 　　月　　　　　日

申請会社名

フリガナ

　　　　　　　　　　                     印

販売店名

フリガナ

　　　　　　　　　　                     印

C-5000

C-4010A

１ ｾｯﾄ

CM-6020 C-5000

C-4010A

CM-7230 C-4010A

CM-6010 C-4060A

CM-6020 -

CM-7220 C-5000

CM-6010 -

CM-7220 C-5000

CM-7230 C-4010A

CM-6020 -

CM-6010 C-4060A

三菱電機製カービジョン 装着明細書

申請対象分類および取付商品名 の □ に✔ を記入ください。

CM-7220 C-5000

CM-7230 C-4010A



年    月    日    

 

御中 

 

〔装着業者〕                 

住所                  

会社名                  

代表者             ㊞    

 

装置装着証明書 

 

当社において、下記の装置を取り付けたことを証明します。 

 

 

車両の登録番号

住所

機器メ ーカ ー

購入事業者名
取付月日

年   　 　     月　 　   　 日　

株式会社パーマンコ ーポレーショ ン

機器名称

型式・ (品番)

(対象機器にチェ ッ ク を

お願いし ます)

後方視野支援装置導入助成

後方視野及び側方視野支援装置導入助成

側方視野支援装置導入助成

バックカメラ ルームミラーモニタータイプ カラー サイドカメラ付

CMOS カメラサイド用ステーセット

#11200300 PBC120

#11205640 PBC120

バッ ク カ メ ラ ノ ンシャ ッ タ ーカ ラ ー バックカメラ ルームミラーモニタータイプ カラーバッ ク カ メ ラ

ルームミ ラ ーモニタ ータ イ プ カ ラ ー

バッ ク カ メ ラ ルームミ ラ ーモニタ ータ イ プ カ ラ ー サイ ド カ メ ラ 付

CM OS カ メ ラ サイ ド 用ステーセッ ト

#11205500 PRM 745

バッ ク カ メ ラ ルームミ ラ ー モニタ ータ イ プ サイ ド カ メ ラ 付

PRM 74S      (#11205600)    

CM O Sカ メ ラ サイ ド 用 ステーセッ ト

CR32W B (#11205640)  

バックカメラ ルームミラーモニタータイプ カラー サイドカメラ付バッ ク カ メ ラ ノ ンシャ ッ タ ー カ ラ ー

PBC120 (#11200300)    

バックカメラ ルームミラーモニタータバッ ク カ メ ラ ルームミ ラ ー モニタ ータ イ プ カ ラ ー

PRM 745 (#11205500)  



 【社外秘】

公益社団法人 トラック協会御中

□ □
□ □
□ □
□
□ □
□ □
□
□
□ □
□ □
□ □

□ □

□

□
□

☆取付写真添付欄（必ず装着写真1枚、車両ナンバー写真1枚を添付してください。）

【注意事項】
*上記申請用紙は車両1台に対し1枚使用してください。
*上記書類に不備、誤記入等がありましたら助成の対象外となる恐れがありますのでご了承ください。
*上記申請用紙は申請の審査以外の用途には使用いたしません。
*上記申請用紙は菱和製カービジョン専用助成申請用紙です。
*上記以外の機種は今回の助成金の対象となりませんのでご了承ください。

Ｃ4010Ｒ
ＣＭ7220Ｒ
ＣＭ7230Ｒ

カービジョンカラー
カメラ

カービジョンカラー
カメラ

Ｃ5000Ｒ
Ｃ4010Ｒ
Ｃ4060Ｒ

ＣＭ6010Ｒ Ｃ5000Ｒ

ＣＭ6010Ｒ
ＣＭ6020Ｒ
ＣＭ7220Ｒ
ＣＭ7230Ｒ

カービジョンカラー
カメラ

（後方用）

カービジョンカラー
カメラ

（左側方用）

ＣＭ6010Ｒ
ＣＭ6020Ｒ
ＣＭ7220Ｒ

ＣＭ7230Ｒ

Ｃ5000Ｒ
Ｃ4010Ｒ
Ｃ4060Ｒ

Ｃ5000Ｒ

Ｃ4010Ｒ

ＣＭ6020Ｒ

申請会社名

販売店名

□後方視野確認支援装置 LCDカラーモニター

□側方視野確認支援装置 LCDカラーモニター

□後方視野確認及び
　側方視野確認支援装置
　の同時申請
　の同時申請 LCDカラーモニター

□後方視野確認支援装置
　設置車に側方視野確認
　支援装置を追加

　発信日　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

申請対象分類および取付商品名の□に✓を記入ください。

菱和製カービジョン装着明細書

【フリガナ】

年　　　　月　　　　日

1セット

【フリガナ】

㊞

【フリガナ】

㊞

【担当者名フリガナ】

販売店担当者及び連絡先
㊞

【連絡先】

取付台数

取付日

【取付写真】 車両ナンバー入り写真

取付店名（販売店と同じであれば不要）

取付車両ＮＯ

㊞

カービジョンカラー
カメラ

（左側方用）

Ｃ5000Ｒ
Ｃ4010Ｒ
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