
保証期間：　12ケ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 仕様 ● セット内容

サイズ モニター：幅188×高さ130×奥行20(mm)
 カメラ：幅48×高さ36×奥行25(mm)
重さ モニター:390g カメラ:44g
付属品 モニター、カメラ（２個）、リモコン、シガーアダプタ、
 延長ケーブル（２本）、モニターアタッチメント2種、
 固定シート、ケーブルカバー２本、アクセサリー電源 
 用ケーブル(サポート外)、日本語説明書
電源 シガーソケットより給電 12V対応
モニターサイズ 7インチ
解像度 1024×600　８００×480
カメラ視野角 120度
ケーブル長 モニター:80cm カメラ:140cm
 シガーソケット:290cm 延長ケーブル:240cm
 アクセサリー電源用ケーブル:95cm
パッケージサイズ 幅210×高さ80×奥行147(mm)×２個
パッケージ重量 1045g

Version1.0. y

型番：BLDSPCAM

カメラを設置する場所を決めたら、カメラ裏面のシート
を外し、接着して固定します。

モニター底面の三脚穴、もしくは背面の溝にアタッチメ
ントを取り付けモニターを固定する事ができます。

スタンドのアタッチメントについている四角い銀のネジ
をはずし、溝にはめ込んで固定します。吸盤式もこの銀の
ネジを使用して固定します。三脚穴に固定する場合は四
角いネジは必要ありません。

①延長ケーブル②アクセサリー電源用ケーブル③カメラ
④ケーブルカバー⑤シガーアダプタ⑥吸盤アタッチメン
ト⑦スタンドアタッチメント⑧リモコン⑨モニター

● カメラの設置　 ● モニターの設置

本製品にはACC電源から電源をとる為のケーブルが
付属しています。シガーアダプタを使用せずにＡＣＣ
電源に直接繋いで使用する場合は、シガーアダプタの
代わりにモニターのポートにケーブルを繋ぎ、ご使用
ください。※ACC電源の接続方法が分からない場合
は、車整備工場などでご相談ください。（サポート外）

● ACC電源用ケーブルについて
本製品にはケーブルの保護、ケーブルを隠す為のケー
ブルカバーが付属しています。必要な場合はケーブルを
カバーに通してご使用ください。

● ケーブルカバーについて

ご注意
※本体の操作を行う場合は、車を停止後に行って下さい。
※使用の際は、必ず正常に動作しているかをご確認の上、ご利用をお
願いいたします。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願
いいたします。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用は
サポート外となります。※使用中に異常を感じた場合、ただちに使用を
やめてください。※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。※分解しないでくださ
い※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外とな
ります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用
はサポート外となりますのでご了承下さい。※仕様は改善のため予告
無く変更する場合があります。

カメラを上に向けれる方が
画面の上になります。
どちらが上か不明な場合
モニターに繋いで確認
して下さい。

左右１８０度

上下9０度

カメラの角度を調整します。180度以上回転しますが、
左右180度以上回さないでください。

カメラのＬＥＤライトは暗い場所では自動的に点灯し、
夕方や周りが少し暗い時などでは点滅に変わります。

ライト（明るさセンサー付き）
自動点灯します

● ケーブルの接続

赤のポートは
シガーアダプタ
に繋ぐ

必要に応じて延長ケーブルを繋ぐ

４本の内どのケーブルに差しても
問題はありませんが、モニター表示時
表示される位置が変わります。
モニターを見ながら差し込み位置を
確認して下さい。

モニター

車のシガーソケットに
差し込み、後ろの青いボタンを
押すと電源が入ります。

カメラケーブル接続面

凹凸部が合うように接続

カメラ

裏面に続く
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※カメラは最大4台まで繋ぐことが可能です。
　弊社通販ページにてオプションカメラを販売しております。

見えない死角が良く見える
モニター付きブラインドカメラ

取扱説明書

WEB
公開用

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田 4 － 9 － 8　神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328　　FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12;00、13:00-18:00　土日祝日を除く）

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
　損傷に関してはサポート外となります。



★カメラ1～4（CH1～CH4)…各カメラの映像（１画面）が映ります。

グレーのボタン以外はモニター下部のボタンと同じ役
割になります。

①エンジンをかけたあと、シガーアダプタの青いボタ
ンを押します。
②モニターの電源ボタンを押すとモニターが表示さ
れます。
③リモコンの中央にあるグレーの【MENU】ボタンを3
回押します。
④　　　が選択された状態で　　　を押し

【MENU】ボタンを押すとモニターの設定画面が表示さ
れます。【MENU】ボタンを押すごとに項目が変わりま
す。下ボタンで各項目の下にあるサブ項目の選択、左右
で数値を変更します。
●画像
明るさ…画面の明るさ
コントラスト…画面のコントラスト
カラー…画面の鮮やかさ
リセット…初期状態に戻します
●MIRROR
初期状態で鏡像（左右反転）で映像を映すかどうかを設
定します。※1台をバックモニターとして使用する場
合、該当カメラをオンにして下さい。
●システム
言語…表記する言語の設定
ブルー…カメラを接続していない画面の色の設定
オン（青）オフ（黒）
SAVE MODE…電源を入れた際どのカメラ映像を表
示するかの設定
BACK LINE…使用しません
回転…画面全体の表示設定。通常→鏡像→180度回
転→180度回転＆鏡像の切り替え
●クロック…使用しません

■バックガイド線を出す方法
カメラをバックモニターとして使用する場合、ケー
ブルを切断すると、バックガイド線を出す事が可能
です。
一度切断すると元に戻す事はできません。またケ
ーブルの切断に関してはサポート外とさせていた
だきますので、ご了承の上作業を行って下さい。

⑥【MENU】ボタンで決定します。
⑦もう一度【MENU】ボタンをおすと、設定画面が終了
します。

⑤　　　を2回押すと表示が【言語　日本語】に変わ
ります。

★モード切替ボタン…ボタンを押す毎に、２分割画面→3分割画面→4分割画面→4
分割画面→２分割画面……と各カメラの映像を同時に表示するモードを切り替えま
す。

カメラケーブルの端子
傍に白と緑、2本の輪っ
か状のケーブルが出て
います。
緑のケーブルをカット
します。これでカメラの
映像にバックガイド線
が表示されます。

ご使用前にリモコン裏、電池
の透明シートを抜いて下さ
い。リモコンの電池が無くな
った場合は、後ろの電池トレ
ーを抜いて、コイン電池
CR2025を新しく入れて下
さい。

● リモコンの準備

押す
引き抜く

リモコンの裏

● モニターの使い方

● リモコンの使い方

● 日本語表記の切り替え
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を選択

カメラの切り替え

通常→鏡像→180度回転→180度回転＆鏡像
の切り替え
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★設定モード時
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選択の変更
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