
SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

TRAIL CAMERAseries

TRAIL CAMERA
TMBC-0001
バッテリー別型、取り外して充電可能
カメラ本体はマグネット台座に固定して取付するだけ
シガーに挿すだけですぐに使用できます。

使用用途
トレーラー・海上コンテナ
農機・船舶・トラック・バス
フォークリフト・建機
その他用途を選びません。

JAPAPAN AN MICMIC  認証取得認証取得
認証番号認証番号    011-160062011-16006

製品の仕様を予告なく変更することがございます。

別型バッテリー
ワイヤレス無線カメラ

全てマグネットで取り付けが可能

カメラ本体はお客様の御用途に合わせてご提案致します。

選べる３パターンのカメラ用途で最適な無線カメラをご提案致します。

オプション

カメラ用バッテリー
￥13,800

定価OPEN

定価OPEN

延長アンテナ５m
      ¥2,750

延長アンテナ７m
           ¥3,300

延長アンテナ１m・３m
           ￥2,200

全てマグネット取付商品

取付工事が要らないから工賃がかからない。

TMBC-0001

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

TRAIL CAMERAseries

TRAIL CAMERA
TMBC-0001
バッテリー別型、取り外して充電可能
カメラ本体はマグネット台座に固定して取付するだけ
シガーに挿すだけですぐに使用できます。

使用用途
トレーラー・海上コンテナ
農機・船舶・トラック・バス
フォークリフト・建機
その他用途を選びません。

JAPAPAN AN MICMIC  認証取得認証取得
認証番号認証番号    011-160062011-16006

製品の仕様を予告なく変更することがございます。

別型バッテリー
ワイヤレス無線カメラ

全てマグネットで取り付けが可能

カメラ本体はお客様の御用途に合わせてご提案致します。

選べる３パターンのカメラ用途で最適な無線カメラをご提案致します。

オプション

カメラ用バッテリー
￥13,800

定価OPEN

定価OPEN

延長アンテナ５m
      ¥2,750

延長アンテナ７m
           ¥3,300

延長アンテナ１m・３m
           ￥2,200

全てマグネット取付商品

取付工事が要らないから工賃がかからない。

TMBC-0001

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

TRAIL CAMERAseries

TRAIL CAMERA
TMBC-0001
バッテリー別型、取り外して充電可能
カメラ本体はマグネット台座に固定して取付するだけ
シガーに挿すだけですぐに使用できます。

使用用途
トレーラー・海上コンテナ
農機・船舶・トラック・バス
フォークリフト・建機
その他用途を選びません。

JAPAPAN AN MICMIC  認証取得認証取得
認証番号認証番号    011-160062011-16006

製品の仕様を予告なく変更することがございます。

別型バッテリー
ワイヤレス無線カメラ

全てマグネットで取り付けが可能

カメラ本体はお客様の御用途に合わせてご提案致します。

選べる３パターンのカメラ用途で最適な無線カメラをご提案致します。

オプション

カメラ用バッテリー
￥13,800

定価OPEN

定価OPEN

延長アンテナ５m
      ¥2,750

延長アンテナ７m
           ¥3,300

延長アンテナ１m・３m
           ￥2,200

全てマグネット取付商品

取付工事が要らないから工賃がかからない。

TMBC-0001

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250

SPOT CAMERA使用例

うちの車両は回転したりとバックカメラの取り付けができないなあ。

現場の安全のためにバックカメラがどうしても欲しい。
例えばこんな時 ....

その車両、バックカメラ諦めてませんか？

その問題、SPOT CAMERAで解決します。
例えばこんな車両なら

拡大画像

架装物が回転する車両

上記取り付け映像

モニターをシガーで簡単取付

SPOT CAMERAを使うことでバックカメラ取付コストを削減
一般的な有線式バックカメラ取付工賃

２tトラック         ¥30,000 前後　出張費別
4tトラック          ¥45,000前後　出張費別
重機や特殊車両      ¥50,000 前後　出張費別

SPOT CAMERA  ¥0  

映像配線や電源配線を前まで引かなければならない

スカイマスターなど

マグネットで
　ワンタッチ取付

無線取り付けなのに映像が綺麗

モニター側に録画機能を搭載
SDカードを挿入することができます。

モニターから後者の声が出力される
カメラ側にマイク内臓 (ミュート機能有 )

付属の７インチモニター　３８万画素

シガー取付なので車両が変わっても着脱簡単
レンタカーや、その日だけ使いたい方など

一般的な有線式商品

のみ

ダンプのプロテクターに
　　　取り付ければ積載物の管理とバックが同時に確認できる

付属品及びセット内容
WMBC-0001　カメラ本体
WMBM-0001　モニター本体
モニタースタンドブラケット2個
USB充電ハーネス
１６G　　SDカード
モニター側SD挿入口　ロックレンチ
取り扱い説明書
製品保証書
リチウム電池に関する注意書

WMBC－0001商品ページホームページ

製品の特徴

WMBC－0001 WMBM－0001



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

TRAIL CAMERAseries

TRAIL CAMERA
TMBC-0001
バッテリー別型、取り外して充電可能
カメラ本体はマグネット台座に固定して取付するだけ
シガーに挿すだけですぐに使用できます。

使用用途
トレーラー・海上コンテナ
農機・船舶・トラック・バス
フォークリフト・建機
その他用途を選びません。

JAPAPAN AN MICMIC  認証取得認証取得
認証番号認証番号    011-160062011-16006

製品の仕様を予告なく変更することがございます。

別型バッテリー ワイヤレス無線カメラ

全てマグネットで取り付けが可能

カメラ本体はお客様の御用途に合わせてご提案致します。

選べる３パターンのカメラ用途で最適な無線カメラをご提案致します。

オプション

カメラ用バッテリー
￥13,800

定価OPEN

定価OPEN

延長アンテナ５m
      ¥2,750

延長アンテナ７m
           ¥3,300

延長アンテナ１m・３m
           ￥2,200

全てマグネット取付商品

取付工事が要らないから工賃がかからない。

TMBC-0001

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250

SPOT CAMERA使用例

うちの車両は回転したりとバックカメラの取り付けができないなあ。

現場の安全のためにバックカメラがどうしても欲しい。
例えばこんな時 ....

その車両、バックカメラ諦めてませんか？

その問題、SPOT CAMERAで解決します。
例えばこんな車両なら

拡大画像

架装物が回転する車両

上記取り付け映像

モニターをシガーで簡単取付

SPOT CAMERAを使うことでバックカメラ取付コストを削減
一般的な有線式バックカメラ取付工賃

２tトラック         ¥30,000 前後　出張費別
4tトラック          ¥45,000前後　出張費別
重機や特殊車両      ¥50,000 前後　出張費別

SPOT CAMERA  ¥0  

映像配線や電源配線を前まで引かなければならない

スカイマスターなど

マグネットで
　ワンタッチ取付

無線取り付けなのに映像が綺麗

モニター側に録画機能を搭載
SDカードを挿入することができます。

モニターから後者の声が出力される
カメラ側にマイク内臓 (ミュート機能有 )

付属の７インチモニター　３８万画素

シガー取付なので車両が変わっても着脱簡単
レンタカーや、その日だけ使いたい方など

一般的な有線式商品

のみ

ダンプのプロテクターに
　　　取り付ければ積載物の管理とバックが同時に確認できる

付属品及びセット内容
WMBC-0001　カメラ本体
WMBM-0001　モニター本体
モニタースタンドブラケット2個
USB充電ハーネス
１６G　　SDカード
モニター側SD挿入口　ロックレンチ
取り扱い説明書
製品保証書
リチウム電池に関する注意書

WMBC－0001商品ページホームページ

製品の特徴

WMBC－0001 WMBM－0001



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250

SPOT CAMERA使用例

うちの車両は回転したりとバックカメラの取り付けができないなあ。

現場の安全のためにバックカメラがどうしても欲しい。
例えばこんな時 ....

その車両、バックカメラ諦めてませんか？

その問題、SPOT CAMERAで解決します。
例えばこんな車両なら

拡大画像

架装物が回転する車両

上記取り付け映像

モニターをシガーで簡単取付

SPOT CAMERAを使うことでバックカメラ取付コストを削減
一般的な有線式バックカメラ取付工賃

２tトラック         ¥30,000 前後　出張費別
4tトラック          ¥45,000前後　出張費別
重機や特殊車両      ¥50,000 前後　出張費別

SPOT CAMERA  ¥0  

映像配線や電源配線を前まで引かなければならない

スカイマスターなど

マグネットで
　ワンタッチ取付

無線取り付けなのに映像が綺麗

モニター側に録画機能を搭載
SDカードを挿入することができます。

モニターから後者の声が出力される
カメラ側にマイク内臓 (ミュート機能有 )

付属の７インチモニター　３８万画素

シガー取付なので車両が変わっても着脱簡単
レンタカーや、その日だけ使いたい方など

一般的な有線式商品

のみ

ダンプのプロテクターに
　　　取り付ければ積載物の管理とバックが同時に確認できる

付属品及びセット内容
WMBC-0001　カメラ本体
WMBM-0001　モニター本体
モニタースタンドブラケット2個
USB充電ハーネス
１６G　　SDカード
モニター側SD挿入口　ロックレンチ
取り扱い説明書
製品保証書
リチウム電池に関する注意書

WMBC－0001商品ページホームページ

製品の特徴

WMBC－0001 WMBM－0001



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

TRAIL CAMERAseries

TRAIL CAMERA
TMBC-0001
バッテリー別型、取り外して充電可能
カメラ本体はマグネット台座に固定して取付するだけ
シガーに挿すだけですぐに使用できます。

使用用途
トレーラー・海上コンテナ
農機・船舶・トラック・バス
フォークリフト・建機
その他用途を選びません。

JAPAPAN AN MICMIC  認証取得認証取得
認証番号認証番号    011-160062011-16006

製品の仕様を予告なく変更することがございます。

別型バッテリー
ワイヤレス無線カメラ

全てマグネットで取り付けが可能

カメラ本体はお客様の御用途に合わせてご提案致します。

選べる３パターンのカメラ用途で最適な無線カメラをご提案致します。

オプション

カメラ用バッテリー
￥13,800

定価OPEN

定価OPEN

延長アンテナ５m
      ¥2,750

延長アンテナ７m
           ¥3,300

延長アンテナ１m・３m
           ￥2,200

全てマグネット取付商品

取付工事が要らないから工賃がかからない。

TMBC-0001

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

TRAIL CAMERAseries

TRAIL CAMERA
TMBC-0001
バッテリー別型、取り外して充電可能
カメラ本体はマグネット台座に固定して取付するだけ
シガーに挿すだけですぐに使用できます。

使用用途
トレーラー・海上コンテナ
農機・船舶・トラック・バス
フォークリフト・建機
その他用途を選びません。

JAPAPAN AN MICMIC  認証取得認証取得
認証番号認証番号    011-160062011-16006

製品の仕様を予告なく変更することがございます。

別型バッテリー
ワイヤレス無線カメラ

全てマグネットで取り付けが可能

カメラ本体はお客様の御用途に合わせてご提案致します。

選べる３パターンのカメラ用途で最適な無線カメラをご提案致します。

オプション

カメラ用バッテリー
￥13,800

定価OPEN

定価OPEN

延長アンテナ５m
      ¥2,750

延長アンテナ７m
           ¥3,300

延長アンテナ１m・３m
           ￥2,200

全てマグネット取付商品

取付工事が要らないから工賃がかからない。

TMBC-0001

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

モニター吊り下げハイマウントモニター専用適合表

ハイマウントモニターブラケットは車種に適合しない場合があります。
事前に適合表を確認の上ご発注ください。

販売店

発売元
株式会社TCI
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東 2-5-41　K2EAST 6F
TEL:06-6885-7250



SPOT CAMERA series

TRAIL CAMERAseries

AI        CAMERAseries

AI        CAMERAseries

TRAIL  CAMERAseries

SPOT   CAMERAseries
WMBC－0001・WMBM－0002

TMBC－0001 バッテリー別型充電式

AIBCー 0001

防水モニター仕様有

防水モニター仕様有

重機・建機：充電式完全無線バックカメラ

トレーラー：充電式完全無線バックカメラ

トラック：AI 搭載歩行者検知バックカメラ

TCI の完全無線バックカメラ series
取付工事が要らないから工賃がかからない

TCIBC-0001：有線式超広角バックカメラ高画質モニタータッチスクリーン
製品本体などの仕様は品質改良などのため予告なく変更することがございます。

 全ての商品が３年保証

SPOT CAMERAseries

WMBC-0001
バッテリー内臓型完全無線バックカメラ
使用用途：建機・重機・船舶・トラクター等
カメラ　：マグネット取付・充電式・脱落防止オプション
モニター：シガー取付・録画機能搭載・1080p 高画質モニター

MIC認証済
Japan

マグネットで貼り付けてシガーに挿すだけ！

バッテリー容量：3.6V/6400mAh
充電圧　　　　：５V～１２V　USB電源給電
防塵防滴　　　：IP６９K
伝送距離　　　：最大１２０m計測距離は水平直進距離

1080P の高画質モニター
録画機能付きでリアの映像を録画します。

WMBC-0001 WMBM-0001

204-829424204-829415

120m

AI CAMERAseries　                                                                                                 AIBC-0001

AIBC-0001
 AI 搭載バックカメラモニターセット
７インチモニターオンダッシュ or 取付天吊モニター
カメラ内部のAI が歩行者動体検知をして運転者に
ブザーで警告します。
深層学習を繰り返すことで歩行者の検知感度が上昇していきます。

歩行者や動くものを捉えて
３段階で警告レベルを調節

自転車や歩行者の人数が多くても
しっかりと認識して警告してくれます。

７インチ４分割HD高解像度モニターAI 搭載カメラAIBC-0001

ケーブルオプション

10m 15m 20m
¥2,750 ¥3,850 ¥4,400

増設カメラ
¥14,800

定価：OPENIP67　防水規格
超広角

赤外線 IR搭載
歪み補正搭載
     1080P

有線式バックカメラ　TCIBC-0001

TCIBC-0001 有線式バックカメラ

高感度マイク

ケーブルオプション

15m 20m
¥3,850 ¥4,400

セット内容
カメラ本体
モニター本体
２５mカメラケーブル
リモコン
オンダッシュ用ブラケット

定価：OPEN

増設用カメラ
￥13,600

３年保証

SPOT CAMERA使用例

うちの車両は回転したりとバックカメラの取り付けができないなあ。

現場の安全のためにバックカメラがどうしても欲しい。
例えばこんな時 ....

その車両、バックカメラ諦めてませんか？

その問題、SPOT CAMERAで解決します。
例えばこんな車両なら

拡大画像

架装物が回転する車両

上記取り付け映像

モニターをシガーで簡単取付

SPOT CAMERAを使うことでバックカメラ取付コストを削減
一般的な有線式バックカメラ取付工賃

２tトラック         ¥30,000 前後　出張費別
4tトラック          ¥45,000前後　出張費別
重機や特殊車両      ¥50,000 前後　出張費別

SPOT CAMERA  ¥0  

映像配線や電源配線を前まで引かなければならない

スカイマスターなど

マグネットで
　ワンタッチ取付

無線取り付けなのに映像が綺麗

モニター側に録画機能を搭載
SDカードを挿入することができます。

モニターから後者の声が出力される
カメラ側にマイク内臓 (ミュート機能有 )

付属の７インチモニター　３８万画素

シガー取付なので車両が変わっても着脱簡単
レンタカーや、その日だけ使いたい方など

一般的な有線式商品

のみ

ダンプのプロテクターに
　　　取り付ければ積載物の管理とバックが同時に確認できる

付属品及びセット内容
WMBC-0001　カメラ本体
WMBM-0001　モニター本体
モニタースタンドブラケット2個
USB充電ハーネス
１６G　　SDカード
モニター側SD挿入口　ロックレンチ
取り扱い説明書
製品保証書
リチウム電池に関する注意書

WMBC－0001商品ページホームページ

製品の特徴

WMBC－0001 WMBM－0001
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