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カタログ使用上のご注意

アールアンドピー株式会社ＨＰ

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承下さい。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なることがございます。この製品には保証書が付いております。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管して
下さい。このパンフレットの内容は平成 29 年 8月現在のものです。

商品を安全にお使いいただくためご使用の前に必ず
「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読み下さい。www.r-p-jp.com 安全に関するご注意

お買い求めは当店へ

！

www.r-p-jp.com/

アールアンドピーは設立時の企業理念である、

『地球と人にやさしい環境』『確かな商品をどこよりも安く』

を真正面から取り組む姿勢は現在も変わらず

日々邁進いたしております。今までも、そしてこれからも

「より確実な品質管理と顧客満足の実現」を目指し

全社一丸となり大きく成長していきます。

リフト爪視野確認用カメラとモニターを無線接続にすることで、

従来の有線式では不可能だった前上方向の安全確認が可能に。

また、大型のフォークリフトには後方用カメラもご用意。

前方と後方にカメラを設置することにより、視野の拡大を図ります。

前方と後方にカメラを設置した際には、モニターで二画面同時確認を

行っていただけます。また、スムーズな画面切替によって作業中も快適･安全。

フォークリフトのサイズや形を選ばないので、幅広いタイプにご使用いただけます。

低価格・高品質・超寿命
そしてこれからの未来に安全を

無線接続だからできる安全確認

前方と後方の二台で監視
前方フォーク部分に 1台と後方に 1台

前方カメラは（送受信機使用型）無線ｼｽﾃﾑ採用

アールアンドピーは環境と安全に根ざした会社です

フォークリフト用
　　　　　で視野を拡大
フォークリフト用
　　　　　で視野を拡大

NEW MODEL
Wireless camera and
Moniter

www.r-p-jp.com/
アールアンドピー株式会社

アールアンドピーは環境と安全に根差した企業です。

バックカメラ仕様モデルカタログ

もっと優しく、もっと明日へ。

小型

Case.

モニター画像は、２画面画像の他、１画面時にバック操作で

後方カメラ画像に切替も可能です。用途・シーン合わせて切

替ることで作業効率もアップ。 　　　　　　　　　 　　　　

　

大型
Case.

後方有線カメラ

無線式フロントカメラ

point

無線式フロントカメラ

モニター

前方フォーク部分に 1台

前方カメラは（送受信機使用型）無線ｼｽﾃﾑ採用 

無線だから実現できる

従来の有線式では困難だったフルスリー三段マストのような

高所部作業での安全確認も、しっかり可能になります。

point

モニター

無線式フロントカメラ
＋送信機＋モバイルバッテリー

無線式フロントカメラ
＋送信機＋モバイルバッテリー

有線式後方カメラ

モニター

受信機

受信機

モニター

フォークリフト用バッテリー
アールアンドピー株式会社は、フォークリフト バッテリー CEIL ブランドである
「Chloride Batter ies  SE Asia」 の正規輸入代理店です。
フォークリフト用バッテリー（蓄電池）の輸入元・組込工場直販ですので、
一切の余分な経費を省き、高品質なバッテリー製品をどこにも負けないお値打ち
価格での販売・ご提供させていただくことが可能となりました。
ご購入者様のご要望に応じた商品プランをご提案させていただきます。

適合品番
形式 主な搭載バッテリー 主なフォークリフトの仕様

EXTHF7 225AH
EXTHF9 300AH
XRTB11 360AH
EXTHF13 450AH
EXILF17 440AH
EXILF19 495AH
EXILF21 550AH

VCF201
VCF4N /  VSFL280

VCF320
VCF390
VCD8AC

VCD9AC /  VCD450
VGD565 /  VSDX565MH

1.0 ～ 1.3ｔリーチ式
1.5ｔ～ 1.8ｔリーチ式
1.5ｔ～ 2ｔリーチ式

2ｔ～ 3ｔリーチ・カウンター式
1.5ｔ～ 1.8ｔカウンター式
2.0t カウンター式

2ｔ～ 2.5ｔカウンター式

CIEL NX RANGE
CEIL NX RANGE は、低容量のシンプルな用途から高容量の多様な用途まで、全ての運搬
産業用途に高いレベルのパワーと信頼性を備えたバッテリーです。

CEIL 一括補水システム

耐酸プラスチック材料から作られたプラグや、高品質の透明なポリ塩化ビニール製
ホースシステムなどの各消耗品も必要に応じて、随時ご提供することが可能です。
CEIL 一括補水システムは、品質・性能面で高い基準を保証することができます。

電動フォークリフトでは最も重要な部品がバッテリー（蓄電池）です。
このフォークリフト用バッテリーのコストと品質でフォークリフト全体の価値が
決定いたします。弊社のバッテリーは、全て新鮮新品バッテリーです。 輸入後も
自社工場にて徹底した一括管理の下、組込・充電作業を行っております。
したがって、他社に比べてより高度で安定した品質を保つ事が出来ます。
また、ご購入者様のご要望に応じた商品プランをご提案させていただきます。
バッテリー本体だけでなく、補修用として各ケーブル・消耗部品の販売も取り扱い、
又、フォークリフトの「メンテナンス指導」「特定自主検査」も承っております。

CEIL 一括補水システムは、重力落下式フロート弁制御方式です。

無線カメラ無線カメラ

01
Case

CEIL一括補水システムCEIL一括補水システム

コスト削減・業務効率改善に取り組んでいる企業様へおすすめ

手間軽減 補水時間短縮 品質管理 安全性

※無線式フロントカメラ、送信機、モバイルバッテリーの取付位置はフォークリフト形状により若干異なります。
※モニターは、防水仕様に変更可能です。

（リフト爪視野確認用）
特許取得品：特許第６４６７６１６号

※無線カメラシステムは「フォークリフト作業部視認装置」として特許取得品です。



高所の視界で困らない
　　　　　　が登場
視界の届かなかった荷物や設備が
　　　　　 スムーズな作業が可能に
ケーブル断線の心配もゼロ！

高所の視界で困らない
　　　　　　が登場
視界の届かなかった荷物や設備が
　　　　　 スムーズな作業が可能に
ケーブル断線の心配もゼロ！

場所を取らない省スペースながら、高被写体照度の高性能カメラと

二方向同時確認可能・切替機能つきモニター。

国内初（送受信機使用）無線式カメラ採用で、

フォークリフト爪方向の視野など、

有線では困難な前上方向の視界を確保します。

フォークリフトだけでなく、建設現場での特殊車両や

レスキュー車・田植え機などの農機具でもご使用いただけます。

またレコーダーの取り付けも行っております。

その他必要なカスタマイズがございましたら、ご相談下さい。

多様なニーズに応える
多機能カメラシステム

視界の届かない高所でも
機器等傷つけることなく
運搬が可能！

※その他セット内容のスペックについてはお問い合わせください。

※モニターは防水仕様に変更可能です。

国内初のリフト爪視野確認用無線式フロントカメラと後方確認用バックカメラの
セットでより快適に、より安全に、運転をサポートいたします。
国内初のリフト爪視野確認用無線式フロントカメラと後方確認用バックカメラの
セットでより快適に、より安全に、運転をサポートいたします。

省スペースなのに高い精度と性能03充実のセット内容で
大型から小型まで

装備が可能

無線式フロントカメラ無線式フロントカメラ
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（２カメラセット用）
有線式カメラ

（２カメラセット用）
有線式カメラ

無線対応型２画面モニター無線対応型２画面モニター

送受信機

モバイルバッテリー

モニターBE-A-70W

低消費電力 高被写体照度 二方向同時確認

基本セット内容は、

リフト爪視野確認用

無線式フロントカメラ

仕様のセットに

なります。

無線カメラ

丸見え

大型車両に適した
２カメラセット内容は、
無線式フロントカメラと

有線式カメラ仕様の
セットになります。

point point point

業界初の

無線前方カメラ

システム

２画面モニターで

二方向同時

確認可能

後方カメラで
転落事故防止
に効果大

有線式７インチカラーモニター。

２画面 /１画面選択可。

受信機に接続し無線式

カメラの画像を映します。

Set item

Spec電源ケーブル
※２画面モニターは、１画面時にバック操作で後方カメラ画像に切替可能です。

● 種類：２画面カラーモニター
● LCD：7 インチ
● 画素数：1,152,000 画素
● 輝度：450 cd/ ㎡
● 映像入力：最大２ｃｈ
● 作動許容電圧：DC10 ～ 32V
● 消費電力：最大 9W
● 作動温度：-30°C ～ +75℃
● 外形寸法：180(W) x 109(H)ｘ20(D) ㎜ 
● 重さ：350g

● 種類：小型防水カラーカメラ
● イメージセンサー：1/3" Color CMOS
● 画素数：390,144 画素
● 画角 ： 水平 120°/  垂直 90°
● 最小照度：0.1 Lux (F2.2)
● 使用温度：-40℃ ～ 105℃　85%RH
● 外形寸法：28mm(W) x 29mm(D)ｘ26mm(H)
● カラー：Silver
● 防水レベル：IP68

リヤカメラSTR141（有線式）フロント用カメラSTR230（無線式）
● 種類：無線小型防水カラーカメラ
● イメージセンサー：1/3" NEXT NEPIS Color CCD
● 画素数：379,392 画素
● 画角：水平 55°/  垂直 31° 
● 最小照度：0.01Lux (F1.2､＠50IRE)
● 使用温度：-20℃ ~ +60℃　85%RH
● 外形寸法：59.2mm(W) x 56mm(D) x 44.2mm(H)
● カラー：Black
● 防水レベル：IP 68 / IP 69K

セット内容

２カメラセット
バッテリー車　「ＢＥ-ＲＶ１４１ＷＬ-２ＢＣ」
エンジン車 　　「ＢＥ-ＲＶ１４１ＷＬ-２ＤＣ」

基本セット
バッテリー車 「ＢＥ-ＲＶ１４１ＷＬ-ＢＣ」
エンジン車 　「ＢＥ-ＲＶ１４１ＷＬ-ＤＣ」

+

※基本セットは（有線カメラ+カメラガード）がありません。
※モニターは防水仕様に変更可能です。

※無線式フロントカメラ・有線式カメラ共にマグネット使用可動設置、又は
ビス固定設置を選べます。

● 無線式フロントカメラ　STR230
● ２画面仕様モニター BE-A-70W
● 送受信機
● モバイルバッテリー
● 充電器

● 有線式カメラ　STR141
● カメラガード

● 電源ケーブル
● DCDCコンバーター
    （電動式のみ）

無線カメラシステムは「フォークリフト作業部視認装置」として特許取得品です

リフト爪方向などのフロント

視野確保に最適。

無線式小型カメラを送信機に

接続し使用します。

（防水仕様）

国内初。無線送受信機が、

フォークリフト爪カメラを

実現可能にしました。

（防水仕様）

ステンレスケース付

（防水仕様）

有線式。高画質の小型広角

カメラで車両後方・側方の

視野確保に適します。

（防水仕様）


