
昼でも 夜でも

ワイドな
視野角

140°140° 夜間でも
明るく
見やすい

歪みの少ないワイド映像

カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネク
ターを採用しています。

極細コネクター採用

バック時の目安になるガイドラインの表示/非表示が選べます。
※ガイドラインは必ずカメラ映像の中央に表示されます。調整できません。
※ガイドラインはステアリングに連動しません。

ガイドラインの表示/非表示が可能

水平画角140°の広角レンズがワイドな視野角を実現。広範囲にわたる後方映像がバッ
ク時のセーフティドライブをサポートします。

広範囲を確認できる水平画角140°

付属のコネクターにより正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続で
きます。

正像/鏡像切り替え可能

一般的なピン端子（RCA）出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、
別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ（一部機
種除く）や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。

幅広いナビ/モニターに対応するピン端子出力

堅牢なダイキャストボディと内部のレンズ一体型密閉設計により、さらに防水性能がアッ
プ。IEC（国際電気標準会議）が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアして
いますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。

IP67準拠の優れた防水性
《接続コネクター部》 φ5.2mm

●カメラ映像は、視野角やレンズ形状などから実際の距離とは距離感が異なります。●カメラ映像の写真はハメ込み合成イメージです。天候や街灯など周辺環境によって見え方は異なります。
●暗所ではカメラ映像が見えない、見えにくい、または白黒映像に見える場合がありますが故障ではありません。●カメラ映像にチラツキが発生する場合がありますが、映っている映像の状況
や太陽光が映り込む影響によるもので故障ではありません。●電源ハーネスは必ず同梱品を使用してください。同梱品以外は使用できません。●配線の取り回しかたによっては、車両側の防水
処理が必要になる場合があります。●付属のピン端子ケーブルの長さが足りないときは、別途延長ケーブルをご用意ください。●必ず車体からはみ出さない位置に装着してください。車体から
はみ出してしまうと車体の寸法が変わり、保安基準に適合しなかったり車検証記載事項の変更などが必要になる場合があります。●自動洗車機などによる高圧洗浄はおこなわないでください。
カメラ内部に水が浸入して故障の原因となる場合があります。●本製品を使用して発生した事故、車両の故障または破損、安全運転義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません
●本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端
子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながりま
す。※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るオーディオ等のメモリー内容等をメモしておき、取り付け完了後に再入力
してください。入力方法などについては、機器の取扱説明書をご参照ください。●本体または周囲の温度が動作温度範囲を超える
と動作しなくなる場合があります。●本製品を使用して発生した事故、車両の故障または破損、安全運転義務違反による罰金・減点
等に関する責任は一切負いません。●製品の仕様、価格及びデザインは改良のため予告なく変更する場合がありますが、ご了承く
ださい。●実際の色とは印刷の関係で多少異なります。●画像は装着イメージです。●カタログに記載の一部、または全部（デザ
イン含む）を株式会社データシステムの許諾・許可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等行うことを固く禁じます。

お買い求めとご相談は信用ある当店へ

カタログ記載内容　2022年1月現在

●カメラの映像は、ドアミラーやバックミラー等と同様にあくまで車の後進をサポートするためのものです。
後進時は必ずドライバー自身が後方を直視して安全確認してください。●本製品はDC12V車専用品です。

日本国内専用
輸出禁止

USE ONLY IN JAPAN
EXPORT BAN

本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕
様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用
を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。
This product is designed for Japanese specification vehicle. A serious breakdown and accident might 
be caused when install it in an oversea specification vehicle. And sale, installation or use outside of 
Japan is prohibited.The manufacturer is not responsible for use of this product outside of Japan.

注意
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製品仕様

基本取付概要図

パッケージ内容

映像素子 1/4インチ　CMOS
出力映像 正像／鏡像映像
ガイドライン ガイドライン表示／非表示切り替え可能
画角 水平画角１40°　垂直画角105°
動作温度範囲 －20℃ ～ ＋65℃
外形寸法 W23 × H21× D34mm(Dのみステー含む)
重量 約25g（ステー含む／ケーブル除く）

有効画素数 約３2万画素
水平解像度 ４50ＴＶ本
映像信号 ＮＴＳＣ
ヒューズ 1A
電源電圧 ＤＣ6V～15Ｖ
消費電流 約60mA
ボディ材質 ABS樹脂

●カメラ本体（ケーブル長：3m）
●電源ハーネス（3m）
●ピン端子ケーブル（6m）

●正像／鏡像切り替えコネクター
●ガイドライン表示切り替えコネクター
●脱脂クリーナー

●取付部材一式
●取付/取扱説明書
●保証書

ナビ、モニターへ
※接続するナビ、モニターの仕様により
別途ハーネス等が必要な場合があります。

正像/鏡像
切り替えコネクター

電源ハーネス

（ケーブル長：3m）

ボディアースへ

バックアップランプの
プラス線（12V線）
またはACC電源線へ

ヒューズ（1A）

ピン端子ケーブル

（ケーブル長：3m）

（ケーブル長：10㎝）

（ケーブル長：3m）

（ケーブル長：6m）

ガイドライン表示
切り替えコネクターRVC801

https: / /www.datasystem.co. jp データシステム 検　索検　索

■東京都新宿区新宿1-18-2  TEL 03-5369-4137（代）　■岡山県倉敷市神田1-1-11  TEL 086-445-1617（代）

お問い合わせ受付時間 10：00～12：00／13：00～17：00（月～金曜日 ※年末年始、祝日除く）
086-445-1617 086-486-0442
適合・在庫確認・ご注文のお問い合わせ

　電話番号やPC/モバイル
サイトのURLが読み出せます

修理受付・技術的なお問い合わせ

＊R-SPECロゴはデータシステム社の登録商標です。
＊e-partsはデザイン・クォリティ・テクノロジーに基づいて生み出された、（株）データシステム製品の信頼性を象徴するトレードマークです。

RVC801 JANコード

昼でも 夜でも

マ

ルチ
ステーで調整

自
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自
在

12V車専用 正像/鏡像
切替タイプ

ガイドライン
表示/非表示

保安基準
適合品

各種モニ
ターや

ナビに簡
単接続

原寸大

RVC801

夜間でも明るく見やすい! だから安心。

140
°ワイ
ドビューで、安心・安全!!140

°ワイ
ドビューで、安心・安全!!



リアVIEWカメラ

140°ワイドビューが
後方の安全確認をサポート。

マルチカメラ化で安全確認をさらにサポート!
ドライブ中の安全確認をサポートする車載カメラ関連製品を多数ラインナップ

RVC801は、水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現し
たリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安
全にバックすることができます。また、マルチステーにより、取り付けの自由
度も大幅に向上。より目立たずスマートに取り付けできます。

税込価格 9,680円
（税別 8,800円）

バック時の目安になる
ガイドラインの表示/非
表示が選べます。
※ガイドラインは必ずカメラ
映像の中央に表示されま
す。調整できません。
※ガイドラインはステアリン
グに連動しません。

カメラの角度、高さ、奥行き自由自在
マルチステーにより、取
り付けした後でもカメ
ラの角度、高さ、奥行き
など自由自在に調整可
能。カメラを目立たず
キレイに取り付けられ
ます。

超小型・軽量化を実現
回路およびカメラ本体をすべて新設計。画質・感度を向上しながらも、小型化と軽量化を
実現。これにより取り付け場所の自由度が大幅に向上し、今まで以上に目立たずスマート
に取り付けできます。

製品寸法 単位 : mm

▶

ガイドライン表示

▶ガイドライン非表示

高さ調整 角度・奥行き調整

車種別サイドカメラキット
SCK series

画角［水平：100°、垂直：80°］

車種別専用設計カメラカバーで
目立たずスマートに取り付け マルチVIEWカメラ

MVC811

ワイドな視界と6パターンの表示画面

左サイドを
モニターで
確認!!

カメラモニターにオススメ!

サイドカメラ入力ハーネス
SCH series

最新適合情報

▲

純正ナビに市販のサイドカメラを接続

最新製品
情報

▲ スーパー
スリムモニター
SSM-W5.0Ⅱ

Ⅱ
バックミラーモニター
LTM6023

画角［水平：最大180°、垂直：最大120°］

エンブレム
リアカメラキット
RCK series

リアカメラを純正風に装着

リアカメラ入力ハーネス
RCH series

純正ナビや市販ナビに
市販のリアカメラを接続

カメラカバー［カラー：つや消し黒塗装　材質:ウレタン製］
画角［水平：110°、垂直：80°］

サイドVIEWカメラ
ⅡSVC260

左右どちらのドアミラーにも装着できる
汎用サイドカメラ

最新製品
情報

▲

5インチワイド＆
スタイリッシュデザイン

ミラーと
画面で確認!! 
4.3インチ
ワイドモニター

狭い道での
すれ違いを
サポート!

マルチカメラスプリッター

3カメラ合成 2カメラ合成 1カメラ表示

MCS296

最大4つのカメラ映像を入力。運転操作に連動した多彩な画面表示で死角をカバー

マルチカメラスイッチャー CSW298

4台のカメラ映像をカンタン切り替え
マルチカメラ化の必需品!マルチカメラ化の必需品!

▲最新製品情報

▲最新製品情報

▲最新製品情報

RVC801の
最新情報は
コチラから

ガイドラインの表示/非表示が可能

シングルタイプ

取り付けイメージ取り付けイメージ

取り付けイメージ取り付けイメージ

カメラカバー
［カラー：つや消し黒塗装　材質：ウレタン製］  

FRONT VIEW

SIDE
VIEW

SIDE
VIEW

REAR VIEW

RVC801
21

FRONT VIEW SIDE VIEW

23

20

TOP VIEW

26 8
40

シングルワイドタイプ映像

シングルタイプ映像

税込価格 20,711円～（税別 18,858円～）

税込価格 3,144円～（税別 2,858円～）

画角［水平：180°、垂直：110°］シングルワイドタイプ 税込価格 20,711円（税別 18,858円）

税込価格 18,480円（税別 16,800円）

税込価格 16,280円（税別 14,800円）

税込価格 23,980円（税別 21,800円）

ハイマウント
リアカメラキット
RCK series

リアカメラとリアウォッシャーノズルを一体化

カメラカバー［カラー：つや消し黒塗装　材質:ウレタン製］
ウォッシャーノズル［カラー：ブラック　材質:樹脂製］
画角［水平：110°、垂直：80°］

税込価格 27,280円（税別 24,800円）

税込価格 14,080円
（税別 12,800円）

税込価格 2,090円～
（税別 1,900円～）

税込価格 19,800円
（税別 18,000円）

税込価格
9,680円
（税別 8,800円）

税込価格 19,800円
（税別 18,000円）

※カメラ映像の映る範囲は車種により異なります。

リアにも
フロントにも
使える!

最大
水平画角
180°!

カメラカバー［カラー：ブラック　材質：ABS製］　画角［水平：110°、垂直：80°］

▲カメラ
キット装着前

カメラキット装着後

▲

▲最新製品情報

▲最新製品情報

最新製品情報

▲

カメラを
高い位置に
装着!

4つの
カメラ映像
を合成!

※取り外した純正エンブレムは使用できません。カメラカバーに取り付けるエンブレムは別途お買い求めください。

モニター画面を分割して複数のカメラ映像を同時に表示

画像はRCK-91J3

画像はSCK-88Y3N

昼でも 夜でも

ワイドな
視野角

140°140° 夜間でも
明るく
見やすい

歪みの少ないワイド映像

カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネク
ターを採用しています。

極細コネクター採用

超小型・軽量化を実現しながらも、リアVIEWカメラ「RVCシリーズ」の特長である電源ユ
ニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付
けが可能です。

電源ユニットレスのコンパクト設計

有効画素数約32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗
い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。

クリアな画質を実現

付属のコネクターにより正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続で
きます。

正像/鏡像切り替え可能

一般的なピン端子（RCA）出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、
別売のハーネス等（取付概要図参照）により、ディーラーオプションナビ
（一部機種除く）や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。

幅広いナビ/モニターに対応するピン端子出力

堅牢なダイキャストボディと内部のレンズ一体型密閉設計により、さらに防水性能がアッ
プ。IEC（国際電気標準会議）が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアして
いますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。

IP67準拠の優れた防水性
《接続コネクター部》 φ5.2mm


