
車載用後方確認支援システム

７インチ液晶カラーモニター＆カメラセット
BACK EYE 806シリーズ

7インチ液晶モニター

シャッター付きカメラ

XL-706液晶モニター共通特徴
■４．５Ｇの耐震テストをクリア。振動に強い
■車両バックギア作動時、後方映像優先となる
■走行中でも後方の映像を見る事ができる
■車両バック時の目印としてT-LINEを表示
■自動調光によるオート照度調節(ディマー機能)
■リモコン標準装備

XL-706D
オンダッシュ型
ダッシュボードの上に
乗せるだけの簡単装着
車種を問わず取付可能

T-LINEスケール表示
バックギアに連動

スタンダードカメラ

XLC-806M 
スタンダードカメラ

ルームミラーを付け替えるだけで簡単に装着
当社独自の【天吊りキット】によりモニタの
位置をお好みな向き、高さに簡単にセット

XL-706T　天吊り型

■広角レンズにより後方をワイドにカバー
■赤外線ＬＥＤ搭載。
　見えない光で後方を照らし夜間でも安心!
■マイク音声による後方視認性UP
■１０Gの耐震テストをクリア！振動に強い
■照度によって画質を自動調整

カメラ共通特徴

オートシャッター式でバックのON/OFF
でシャッターが自動的に開閉します。
バックONの時以外、シャッターが閉じて
レンズをしっかりと守ります！
内蔵ヒーター付きで曇りをカットします。

XLC-806S 
シャッター付きカメラ

セット型番   モニター【2年保証】 カメラ【3年保証】

 TM806 XL-706T  (天吊り） XLC-806M （スタンダード）

 TS806 XL-706T (天吊り） XLC-806S （シャッター）

 DM806 XL-706D  (オンダッシュ） XLC-806M （スタンダード）

 DS806 XL-706D  (オンダッシュ） XLC-806S （シャッター）

トラック協会助成対象製品 
【後方視野確認支援装置】

    対象セット型番 (TM806 /  TS806 /  DM806 /  DS806)  
       ※詳細は各県トラック協会にご確認ください。 

3年保証 ※バックカメラ3年、モニターは2年保証になります。

シャッター付きカメラ特徴



■仕様一覧

■適用車種

いすゞ 自動車 エルフ フォワード ギガ

UDトラックス コンドル（小型 ） コンドル（中型 ） クオン

日野自動車 デュトロ レンジャー プロフィア

三菱ふそう キャンター ファイター スーパーグレート

トヨタ ダイナ トヨエース

日産 アトラス

● ご使用の際は必ず、『取扱説明書 』をお読みの上、正
 しくお使いください。
● 走行中のドライバーによる操作はしないでください。
 また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車さ
 せてから行ってください。
●外観、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することが
　あります。
●商品の色調は印刷のため、実物とは若干異なる場合もあります。
●画面はハメコミ合成です。
●このカタログは2020年9月現在のものです。

安全に関するご注意

注：車種の年式、またはキャビンの形状によって内装が異なりますのでご注意ください。
　　　（天吊り型は取り付けの際にスペーサーが必要となります。）

●セット内容

XLC-806S

製品型番 画角 イメージ
センサー

解像度
(pixels) レンズ 最低照度 電源 動作温度 外寸

(W)X(H)X(D)mm 重量

114° 1/3 520,000 2.65mm/F1.9 0.1 Lux DC12V -30°～+65° 83 X48X 57 275g

カ
メ
ラ XLC-806M 114° 1/3 520,000 2.65mm/F1.9 0.1 Lux DC12V -30°～+65° 83 X42 X 52 222g

オプション

接続ケーブル

15m
20m
23m

XLW-70615
XLW-70620
XLW-70623

5m XLW-70605＋

製品型番 表示ドット 画面サイズ 輝度(White) 電源 動作温度 外寸
(W)X(H)X(D)mm 重量

XL-706T
XL-706D

800(RGB)X480 7型ワイド 400cd/㎡ DC12V～24V 0°～+60° 188 X 112 X 30 475g

モ
ニ
タ
ー

注：モニターの外寸と重量は本体のみを表示しています。タイプにより違いますのでご注意ください。

お車に合わせた長さを
お選びください。

■オプション一覧
製品型番 全長

XLW-70615

XLW-70623

15m

23m
XLW-70620 20m

XLW-70605 5m
接
続
ケ
ー
ブ
ル

スペーサーB+K
スペーサーC
スペーサーD
スペーサー I
スペーサーL
スペーサーP

ス
ペ
ー
サ
ー

■セット型番
モニタータイプ セット型番

天吊り型

ｵﾝﾀﾞｯｼｭ型
DM806

カメラタイプ

スタンダードカメラ
シャッター付カメラ
スタンダードカメラ
シャッター付カメラ

TM806
TS806

DS806

●スペーサーＡ
※車種により別売品
●ネジ一式

リモコン

電源ケーブル

その他付属品カメラを選択

シャッター付カメラ

スタンダードカメラ
XLC-806M

XLC-806S

＋

モニターを選択

天吊り型

オンダッシュ型

XL-706T

XL-706D スペーサー
B+K、C、D、I、L、P

お車に合わせたスペーサー
をお選びください。

(本 社 工 場 ) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162番地 13
　　　 　　　 TEL 0276-55-3738　FAX 0276-55-3761

( 東京営業所 ) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5丁目 5番 2号　第二宝生ビル 3階
　　　 　　　 TEL 03-6458-3988　FAX 03-6458-3203

( 大阪営業所 ) 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4 番63号 新大阪千代田ビル別館10 階 E 号室
　　　 　　　  TEL 06-6152-7732　FAX 06-6152-7753

http://www.watex-net.com
株式会社ワーテックス

ワーテックスは「より安全な車社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。ワーテックスは「より安全な車社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。


