
リーフレット

■概要

　・売上げデータ及びタコグラフの取り出しが無線ででき、
　　前機種(DM-30)より操作性が向上しました。

　・他社には無い、営業終了後に車両保管場所から事務所まで、
　　無線で営業データを送信できます。　（特小無線　RM-02使用）　
　　　
　・多彩なオプションで、業者の方には使いやすく見やすく、
　　お客様には明確に分かりやすく、安心して頂けます。
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

定　価定　価定　価定　価
　※ 本体セットがあれば営業が可能です。

【商品構成】
1 取扱い説明書 電源電圧

2 取り付け図　（取扱い説明書に記載） 動作温度

3 DM-50　本体セット 外形寸法

① DM-50　本体 重量

② 電源コ－ド 本体付属 料金表示

③ 取付けステ－ 距離表示

④ 化粧ネジ 料金設定

⑤ 電源コ－ド 
⑥ センサ－コ－ド

表示項目
・ 売上データ及び、タコグラフの取り出しが

無線で取り出し可能。(RM-02使用)
・ 識別しやすいボタン表示。 バックアップ

　（ボタンを押すと色が明るくなります。）
・ データをパソコンに転送可能。

　（MP-50、RM-02）

DM-50　本体セットDM-50　本体セットDM-50　本体セットDM-50　本体セット

45,150円45,150円45,150円45,150円    （税込）（税込）（税込）（税込）

DC12V(13.8V±20%)0.3A
0～50℃
120×96×36(㎜)突起含まず
約250g
99,999円まで表示
999.99Kmまで表示
基本料金・基本距離・単価
単価距離・待ち時間・待ち単価
割増・回数料金
走行距離・料金・代行距離
待ち時間日付・時刻・車番
距離合計・料金合計
日付・時刻・代行距離
走行距離・日計データ・補正値
*バッテリー電圧の低下等で電源が

　切れた場合でも、内部のデータを

　約1時間保時します。

③③③③②②②②

⑤⑤⑤⑤⑥⑥⑥⑥

①①①①
④④④④
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書 (DM-50付属) 電源電圧

2 取り付け図　（取扱い説明書に記載） 外形寸法

3 DM-50　表示機セット 重量

① DM-50　表示機
② 外部表示機接続コード

・ DM-50とケーブルで接続し、代行車両の後部座席からでも容易に料金の確認を
して頂けるよう、大型のLEDを使用しています。

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書 電源電圧

2 リモートディスプレイ DM-RD2 外形寸法

3 充電用 ACアダプタ　(別売　定価 3,150円) 重量

　※ DM-RD2を使用するには別途RM-02が必要になります。
　※ 充電する際は、別売りのACアダプタを購入して下さい。

DM-50　表示器セットDM-50　表示器セットDM-50　表示器セットDM-50　表示器セット

13,650円13,650円13,650円13,650円    （税込）（税込）（税込）（税込）

DC12V(13.8V±20%)0.3A
163×64×26(㎜）
約260ｇ

リモートディスプレイ DM-RD2リモートディスプレイ DM-RD2リモートディスプレイ DM-RD2リモートディスプレイ DM-RD2

26,250円26,250円26,250円26,250円    （税込）（税込）（税込）（税込）

2.4V　単4二次電池2本内蔵
115×69×19.5mm　(突起含まず)

約 136 g

②②②②
①①①①
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書 (DM-50付属)
2 取り付け図　（取扱説明書に記載）
3 ＤＭ－５０　プリンターセット

① プリンター
② プリンター接続ケーブル

4 ロ－ルペ－パ－　 別売　1箱　50個入り
定価 15,750円(税込)

DM-50　プリンタ－セットDM-50　プリンタ－セットDM-50　プリンタ－セットDM-50　プリンタ－セット

44,100円44,100円44,100円44,100円    （税込）（税込）（税込）（税込）

①①①①

②②②②

※実際の書体とは異なります。
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書・別紙
2 メモリーパックひかり_PC

① メモリーパックひかり_PC　本体
② USBケーブル（PC接続用）
③ インスト－ラ－（ＣＤ）

　※ 希望によりましては、弊社にて現地セットアップいたしますが、
　　　別途お見積もりが必要になります。
　※ パソコン1台に1セット必要です。
　※ 写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書・別紙
2 メモリーパックひかり　（MP-50）

　単4電池×2　付属

　※ 車1台に1セット必要です。
　※ 写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

売上管理システム（代行メーター用）売上管理システム（代行メーター用）売上管理システム（代行メーター用）売上管理システム（代行メーター用）

21,000円21,000円21,000円21,000円    （税込）（税込）（税込）（税込）

売上管理システム（PC用）売上管理システム（PC用）売上管理システム（PC用）売上管理システム（PC用）

26,250円26,250円26,250円26,250円    （税込）（税込）（税込）（税込）

①①①①

③③③③ ②②②②
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書・別紙
2 RM-02 親機セット

① RM-02（親機）
② 接続ケ－ブル（PC用）
③ インスト－ラ－（CD）

　※ セットアップ費用は別途見積もり。
　※ 初回は親機・子機のセットを購入しないとお使いになれません。
　※ 車両2台目以降は子機の購入のみでお使いいただけます。

定　価定　価定　価定　価

【商品構成】
1 取扱い説明書・別紙
2 RM-02 子機セット

① RM-02（子機）
② 接続ケ－ブル（DM-50用）

　※ セットアップ費用は別途見積もり。
　※ 車両2台目以降は子機の購入のみでお使いいただけます。

売り上げ管理システム　RM-02 親機売り上げ管理システム　RM-02 親機売り上げ管理システム　RM-02 親機売り上げ管理システム　RM-02 親機

26,250円26,250円26,250円26,250円    （税込）（税込）（税込）（税込）

売り上げ管理システム　RM-02 子機売り上げ管理システム　RM-02 子機売り上げ管理システム　RM-02 子機売り上げ管理システム　RM-02 子機

26,250円26,250円26,250円26,250円    （税込）（税込）（税込）（税込）

①①①①
②②②②

③③③③

①①①①②②②②
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット売上管理システム・DM-RD2 無線・赤外線通信 イメージ図

売上管理システム

代行業務パソコン画面の表示内容
　※ 売上管理システムがパソコンにインストールされていないと表示しません。
　　

タコグラフ

日報
（1日分）

日報
（車両ごと）

2時間～24時間

代行業務を緑で表示

MP-50は、
1分毎の最高速表示。
RM-02は、
30秒毎の最高速表示。

車両毎の
　　　業務内容

日付

車両No

※ DM-RD2は料金の表示のみです。
　　パソコン等に接続は出来ません。
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

DM-50　価格一覧表

別売り

　※ 希望によりましては、弊社にて現地でのセットアップをいたしますが、別途お見積もりが必要になります。

　　

　※ 希望によりましては、弊社にて現地でのセットアップをいたしますが、別途お見積もりが必要になります。

\44,100

\15,750

備　考

初回、料金変更時のみ

1箱50個入り

\26,250

\3,150

価格（税込）

\45,150

\21,000

\13,650

付属コード
ロールペーパー （1箱）

製品名 商品構成

リモートディスプレイ DM-RD2

取扱説明書
本体
充電用ACアダプタ

本体
付属コード

取扱説明書　（DM-50付属）

本体

車速センサーコード
取付ステー
プログラム作成料
取扱説明書　（DM-50付属）

取扱説明書
本体　（DM-50）
本体用電源コード
赤黒電源コード

売上管理システム　RM-02売上管理システム　RM-02売上管理システム　RM-02売上管理システム　RM-02

売上管理システム　メモリーパック　ひかり　売上管理システム　メモリーパック　ひかり　売上管理システム　メモリーパック　ひかり　売上管理システム　メモリーパック　ひかり　

プログラム書換料

取扱説明書
本体
USBケーブル
インストーラー（CD)
セットアップ
取扱説明書
本体

2012年10月30日現在

別売り　部品・付属品等　価格表別売り　部品・付属品等　価格表別売り　部品・付属品等　価格表別売り　部品・付属品等　価格表

運転代行料金メーター　 DM-50

DM-50 外部表示機

DM-50 プリンター

DM-50　表示機付属品
DM-50　プリンター付属品

取付用ケーブル
プログラム作成料、料金変更

品　名

希望されるお客様のみ

品　名 備　考

売上管理システム　RM-02

無線モデム　子機

無線モデム
PC接続ケーブル

備　考価格（税抜）
\1,575
\1,575
\1,050
\1,575
\1,575

品　名
本体用電源コード
赤黒電源コード

DM-50　付属品
車速センサーコード
取付ステー
付属コード

\3,150
\16,800
\525

別途お見積り

\21,000
\4,200

台数にかかわらず
1台につき\4,200

付属コード
センサー
センサーピン

単4電池×2　付属

価格（税抜）

\26,250

別途お見積り

\21,000

希望されるお客様のみ

備　考

メモリーパック　ひかり_PC （PC用）

メモリーパック　ひかり　（MP-50）

コード

価格（税抜）

\26,250

別途お見積り

\26,250

セットアップ
本体
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F＆O Systems 代行メーター
DM-50 リーフレット

DM-50本体セットで営業可能です。

　※ 代行車がスピードメーターケーブルを使用している場合ケーブルの加工が必要になる車種があります。

　　　ケーブルの加工費は別途見積りいたします。

販売合計金額が31,500円（税抜 30,000円）以上の場合は送料・代引き手数料等は弊社が負担致します。
ご注文に際しましては、取付車両の車検証をFAX等で送付してください。
当社よりお見積書を作成し、御社宛に送付いたします。
お支払いは、口座振込みもしくは、代引きでお願い致します。
商品は、お振込み確認後、又は代引き元払いにて発送いたします。

備　考
取付用ケーブル取付用ケーブル取付用ケーブル取付用ケーブル

価格（税抜）
別途お見積り

メーカー名
スズキ 他

車種

 問い合わせ先:

 ㈱エフ･アンド･オー･システムズ
 〒399-8204

 長野県安曇野市豊科高家 5356-12
 TEL: 0263-72-8288
 FAX: 0263-72-6655
 URL: http://www.fando.co.jp/

 MAIL: info@fando.co.jp
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