
Wheel Alignment System

ホイールアライメントシステム
VAS6292

フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ、
ベントレー対応モデル

モービルキャビネット
コンピューター
ソフトウェア一式
日本語キーボード
マウス
ワイド液晶カラーモニター
カラープリンター
USBメモリ
ブレーキペダルデプレッサー
ステアリングホイールホルダー
ターゲット（HE421)
クイックグリップアダプター（HE421)
機械式ターンプレート(HE421)
ACC/ADR/LDW調整キット (HE421)
ライドハイトターゲットキット(HE421)
VAG1925アタッチメント
タイヤ廻り止め
ターニングブリッジ（HE421)
キャビネット鍵
モニターカバー
プリンターカバー
本体ビニールカバー
ミニチュアカー
マニュアル一式
データサービス用パスワード
ワイヤレスリモコン

リモートインジケーター（コードレス）
リモートインジケーター(有線）
調整式タイヤフック (1セット8個） 
小径タイヤフック　 （1セット8個） 
12inタイヤフックSTW （1セット8個） 
TDターゲット収納カート　(1セット2台） 
LT用ホイールスペーサー
ホイールオフアダプターキットエリート用（1セット2組）
スーパーケーブル延長キット
シミュレーター
カメラカバー
ロングスパナセット

20-2882-1-E
20-2881-1-E
20-2521-1
20-2731-1
12THSTW-J 
20-2856-1
20-2621-1
20-2664-1
20-1871-1
125-100-1
H-800H-VC
HAB5LS

■ 標準付属品

WA570+4カメラHawkEye  門型式
WA570+4カメラHawkEye  壁吊式
WA570+4カメラHawkEye  吊下げ昇降式

VAS6292
VAS6292
VAS6292

WA570-HE421F-VA
WA570-HE421W-VA
WA570-HE421RC□V（※1）

■ 仕様

■ オプション　
品名 商品型式

メーカー型式 イヤサカ型式

CAT-1217SZ201（49）

〒003ｰ0873
〒983ｰ0835
〒113ｰ0034
〒331ｰ0046
〒460ｰ0012
〒541ｰ0058
〒739ｰ0323
〒812ｰ0871
〒113ｰ0034

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

●ご使用の前に「取扱説明書」を
　よくお読みの上、正しくご使用ください。

安全に関する
ご注意

札 幌 支 店
仙 台 支 店
東 京 支 店
関 東 支 店
名古屋支店
大 阪 支 店
広 島 支 店
福 岡 支 店
本社営業部

札幌市白石区米里3条2ｰ1ｰ5
仙台市宮城野区大梶10ｰ23
東京都文京区湯島 3ｰ26ｰ9
さいたま市西区宮前町503ｰ1
名古屋市中区千代田5ｰ22ｰ26
大阪市中央区南久宝寺町4ｰ3ｰ6
広島市安芸区中野東2ｰ4ｰ31
福岡市博多区東雲町4ｰ3ｰ8
東京都文京区湯島 3-26-9

☎（011）875ｰ7100㈹
☎（022）257ｰ3251㈹
☎（03）3833ｰ6116㈹
☎（048）624ｰ3257㈹
☎（052）251ｰ5831㈹
☎（06）6251ｰ8581㈹
☎（082）892ｰ0391㈹
☎（092）581ｰ8480㈹
☎（03）3833ｰ6114㈹

本社／〒113ｰ0034 東京都文京区湯島 3ｰ26ｰ9
TEL.03-3833-6110　FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

※1　3ｍ仕様の場合 ：  3  /  4ｍ仕様の場合 ：  4  /   5ｍ仕様の場合 ：  5□ □ □

リモートインジケータ（無線/有線） 調整式タイヤフック TDターゲット収納カート

LT用ホイールスペーサー ホイールオフアダプター
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1.ターゲットを取付け 2.ターンプレートセンターまで車両を前進させる 3. 測定結果表示

▶ ▶

ホークアイ HE421 カメラセンサー

● 簡単なセットアップ～補正～測定開始　各輪ごとの補正作業が不要で作業効率が大幅に向上！

● およそ8分の時間短縮
ライドハイトオートチック計測システムが、わずかな時間で正確な計測データをもたらします。

・重量わずか2.5kgで従来より約50％も軽
くなった軽量コンパクト設計

● 小さくなったターゲット

・車両へのセットが簡単、ワンタッチ取付けで
測定時間が大幅に短縮

・電源不要で、ホイールと金属部品の接触が
なく傷つきにくい設計

● ターゲットのワンタッチ
   取付け

● 高精度・ハイスピードな
   4カメラシステム

ワンタッチ
取付け

230mm
450mm（従来品）

1,200mm未満 1,200mm

220mm
小さくなりました

最新鋭のカメラシステムは精緻でスピーディな
アライメント作業を実現
高い信頼と生産性をお約束します

・高解像、広角対応赤外
線カメラ

・4つのカメラが個々の
ホイールターゲットを
キャッチ

・ターゲットの状況を精緻
にいち早く読み取りシ
ステムへ送信

フォルクスワーゲングループ推奨モデル
ホイールバランサー タイヤチェンジャー リフト

ACC 調整キット

※1

・アライメントベイが短すぎて、ACC校正バーが入りきらない問題も解決 ・センサーを補正し直すことなく車両を再び位置決めして、アライメ
ント手順を再開可能

※前方に十分なスペースが確保できない場合は、
車両を後方に下げる事で測定することができます。

※1. ACC校正器（VAS6430）は、メーカーにてお求めください。

ACC校正が素早く簡単に行えます
VAS6230B （メーカー型式）
RFT10E-VA （イヤサカ型式）

VAS6645 （メーカー型式）
TCX3000-VA （イヤサカ型式）

RX45-VA（イヤサカ型式）

HUNTER  ホイールアライメントシステム HUNTER  ホイールアライメントシステム
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