フロント＆サイドカメラ取付説明書
対応車種：200系ハイエース
4型最終型

< サイドカメラ

●始めにご用意いただく物●
・⊕ドライバー ・⊖ドライバー ・細い⊖ドライバー
・10mmボックスレンチ
・
トルクスレンチＴ25
・電動ドリル
・3ｍｍ位のドリル
・19ｍｍホルソ
・ビニールテープ

＜付属品＞
・フロントカメラ180° １式
・サイドカメラ １式
・カメラブラケット 1ケ
・簡易ポール １式

株式会社ユーアイ
〒587-0063
大阪府堺市美原区大饗１５８−１
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

1 型 〜 4 型後期（5 型）用 ＞
2 ヵ所

サイドミラーを土台ごと外して下
さい。

ミラーカバーとミラーを外して下さい。
右図ミラーカバー内、矢印部２ヶ所を外せば
外せます。

ピン割れに注意しながらミラーカ
バーとミラーを外して下さい。

ミラー裏側

配線を束ねているテープをほどい
て下さい。

ミラーカバーからゴムパッキンを
外して下さい。

ミラーカバーを固定している開閉
モーター下のトルクスボルト３本
を外して下さい。

ミラーカバーに穴を開けて下さい。
付属のプリント『型紙』をミラカバーにあて、穴位置をマーキングし
て下さい。

カプラーをつまみ、外して下さい。
※写真のカプラーは 4 型です。１型〜3 型はカプラーの形は違いますが同じ要領で外して下さい。

カバー下のトルクスボルト１本を
外して下さい。

ミラーカバー内のミラーモーター
を外して下さい。３本のプラス
タッピングを外して下さい。

開閉モーター下のプラスタッピン
グ１本を外し、モーターとミラー
カバーを外して下さい。

型紙の丸印にドリルで３mm 位、
下穴を開けて下さい。

次に 19mm のホールソーなどで、 開けた穴に付属のカメラ固定ラ
バーを取付けて下さい。
19mm の穴を開けて下さい。

注）
ドアミラー
カバー下部
ミラーカバー外側からカメラ配線を通し、ラバーリングを忘れずにカメラハーネスに通してカメラを調整し
固定して下さい。

サイドカメラのカプラー線を純正
配線と同じように配線しながらミ
ラーを元にもどして下さい。

注）開閉モーター部分は配線が噛
まないように気をつけて下さい。

純正配線とサイドカメラのカプ
ラー線をテープで固定して下さ
い。

カメラ配線は純正ハーネスと同じようにスピーカー横のグロメットより車内に通して下さい。

ラバーリング

カメラ固定ラバーのくぼみが、カ
メラを向ける方向になるように取
付して下さい。

忘れずにカプラーをもどして下さ
い。

ビニールテープでしっかり固定し元の配線状態にて下さい。

< サイドカメラ

4 型最終型（6 型）用 ＞

ドアミラーを土台ごと外して下さ
い。

樹脂カバーを外して下さい。

サイドカメラ取付用の穴を開けて
下さい。

中心

ミラーを格納する際の回転軸の
中心をマークして下さい。

下穴をあけ、ホールソーなどで、18mm の穴を開けて下さい。

ラバーグロメットを矢印の方向に
取り付けて下さい。

内側からラバーリングで固定して
下さい。

サイドカメラを取付て下さい。
ミラーパッキンを外して下さい。
配線をまとめているテープをほどい
て下さい。

グロメット穴よりカプラーを通し、カメラを固定して下さい。

注）

ドアミラー
カバー下部

ラバーリング

上図のように、カメラ固定ラバー
のくぼみが、カメラを向ける方向
になるように取付して下さい。

サイドカメラのカプラー線を純正配線と同じように配線しながらサイドミラーを元の状態にもどして下さい。

ミラーを車体にもどして下さい。
配線もグロメットを通し車内にも
どして下さい。

< サイドカメラ

1 型 〜 4 型最終型（6 型）用 ＞
注）水漏れによるカプラーの故障を防ぐ為、必ずサイドパネル内でカプラーを接続して下さい。
サイドパネル内以外で延長カプラーを接続し故障した場合は保証対象外となります。

助手席サイドパネルを外し、サイ
ドカメラのカプラーをスピーカー
付近まで持って来て下さい。

延長カプラー線を通せるように純
正の配線を束ねている所にカッ
ター等で切込みを入れて下さい。

グロメットを外し、下から延長カ
プラー線を切込み口から写真のよ
うにに通して下さい。赤丸部分は
サイドパネル内に通して下さい。

反対側のカプラーはグロメット内
を通しフロント側に配線していき
ます。

フロント左バンパーリテールを外
して下さい。純正配線に沿ってサ
イドカメラ延長カプラー線を通し
て行きます。

車内へ

①②③の順番で通して行きます。

①車内側から純正配線に沿ってサ
イドカメラ延長カプラー線をグロ
メット内に通して行きます。

②の黒いカバーを外し純正の配線
と、からまないようにタイラップ
等でキレイに固定しながら配線し
て下さい。

ヘッドライトを外した状態で③の
白いカバーを外し純正の配線と、
からまないようにタイラップ等で
キレイに固定しながら配線して下
さい。

サイドカメラカプラー線をヘッド
ライトの上まで待って行き車内に
通して下さい。

重 要！ ( 必ずお守り下さい！ )

サイドカメラのカプラーと延長カプラーを
接続して下さい。

サイドカメラの余った線は束ねてタイラッ
プ等で邪魔にならないように固定して下さ

※カプラー部分は必ず室内側、サイドパネル内（水のかからない所）
で接続して下さい。水濡れによる故障、クレーム等は受付できません。
ドア側は写真のようにタイラップ
等で純正配線としっかり固定して
下さい。※わかりやすいように白い
ドアの写真を使用しました。

< フロントカメラ

必ず写真のように取付けて下さい。

1 型 〜 4 型最終型（6 型）用 ＞

フロントバンパーグリル中央部のバンパーを固定しているボルトを外し、付属のカメラブラケットを挟み込
んで固定して下さい。

カメラ配線をカメラ固定ラバーに
写真のように通し、フロントバン
パー裏側から配線して下さい。

( ワイドボディ車）

固定たの際、干渉を避けるためカ
メラ固定ラバー裏側の配線溝に線
をしっかりと這わせてください。

車内へ

カプラー延長線
調整用シム

付属のタッピングビスでカメラ固
定ラバーとカメラブラケットを固
定して下さい

ワイドボディ車の場合は広角度カ
メラの調整用として、カメラブラ
ケットとカメラ固定ラバーの間に
付属の調整用シムを挟み込んで下
さい。

フロントカメラカプラー線

フロントカメラカプラー線

左側ヘッドライトを外し、フロントカメラのカプラー線を左ヘッドライトに向けて這わせて下さい。フロン
トカメラカプラー延長線を片方は車内に通し、もう片方はフロントカメラのカプラーと接続して下さい。
※フロントカメラカプラーを接続する際は、下記、注意事項を必ずお守り下さい。

X

カプラー接続時は取付け方向(位置)を
必ずお守り下さい。
注）赤色のカプラー部分はカメラ側 ( 小 ) を下にしカプラー内に水が入らないように配線して下さい。

※間違った取付で浸水した場合の故障は保証対象外となります。

< 各配線の接続

浸水防止の為、カメラ側カプラー（小）を下にし写真の
ように差し込んで下さい。

1 型 〜 4 型最終型（6 型）用 ＞

上下逆さまの場合は浸水
防止になりません。
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ACC
サイドカメラ
車両アースに接続

車内に引き入れたフロント・
サイドカメラカプラーを各延
長ケーブルに接続して下さ
し。
※必ず水が掛からない位置で

※電源は ACC より接続して下さい。
4 型前期（〜2017.12）までは、
オーディオ裏又は、ジャンクション
ブロック ( 図１) を参考にして下さい。
４型後期（5 型）（2017.12〜）か
らは、シガーライター裏から ACC 電
源を接続して下さい。

ACCに接続

2

図１ ４型前期まで
（〜2017.12）
グローブボックス裏
ジャンクションボックス
４型後期（5 型）（2017.12〜）からは、シガーライター
裏から ACC 電源を接続して下さい。

< 簡易ポール テスト用の組立＞

丸型ダンボールを片ダンボールの上下に固定し、テープなどで片ダンボールを固定して下さい。

別紙ファイル別添 81 直前直左確認鏡の技術基準に
基づき。ファイル図４のように、簡易ポールでモニ
ターへの映りをテストして下さい。

サイドカメラの角度調整は付属の U 字ピンでおこなって下さい。

※ 写真はバックモニター内蔵自動防眩ミラー付車に『フロント＆サイドカメラ切替ハーネス』を装着しております。

フロント画像・サイド画像が映れば完成です。

< 必要に応じてお買い求め下さい＞
『フロンサイドカメラ切替ハーネス』
※4 型最終型（6 型）設定有り

メーカーオプションで選択した純正のルームミラー（バック
モニター内蔵自動防眩ミラー）にフロント／サイドカメラの
映像を映すためのハーネスです。カメラ映像はスイッチで切
替可能。バックカメラの映像は RCA 入力にてお手持ちのナビ
画面へ映すようになります。
※ナビメーカーにより変換カプラーが必要な場合があります。

『ルームモニター』

2 系統入力の 4.3 インチルームミラー被せ型モニターの本体
下にあるスイッチでモニター ON ／ OFF やカメラ映像の切
り替えが出来ます。

オフィシャルサイト
QR コード

