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※写真は取付イメージです。
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4-① 4-②

  車両ステップへの貼付け例

品番：E-75MB-100 品番：E-75MB-200
E-75MB- 仕様：幅100mm x 長さ100m 仕様：幅200mm x 長さ100m

厚さ　：0.07mm 　　　青色 　　　青色

粘着力：3.2N/25mm

4-③ 4-④ 4-⑤

品番：E-75MB-300 品番：E-75MB-400 品番：E-75MB-500
仕様：幅300mm x 長さ100m 仕様：幅400mm x 長さ100m 仕様：幅500mm x 長さ100m

　　　青色 　　　青色 　　　青色

4-⑥ 4-⑦ 4-⑧

品番：E-75MB-600 品番：E-75MB-1000 品番：E-75MB-1200
仕様：幅600mm x 長さ100m 仕様：幅1000mm x 長さ100m 仕様：幅1200mm x 長さ100m

　　　青色 　　　青色 　　　青色

4

表面保護フィルム

ポリエチレンを支持体とした表面保護テープです。焼却時に有毒ガスを発生しません。ステンレス
やアルミ板などの金属板及び各種化粧板などの運搬、加工時の表面保護に最適です。また、剥離性
が良いため、作業性に優れております。

スミロン　E-75MB シリーズ



品番：V-325-200 5-①
仕様：幅200mm x 長さ100m

厚さ：0.13mm　粘着力：2.5N/25mm

　　　白色

品番：VE-303W-200 5-②
仕様：幅200mm x 長さ100m

厚さ：0.05mm　粘着力：5.6N/25mm

　　　白色

ダッシュボードまわりの作業に適した強粘着タイプです。
内装のシボシボ面にもしっかり粘着。（※ウッドパネルには適しません）

5-③ 5-④

PE950- 品番：PE950-100 品番：PE950-200
厚さ　：0.07mm 仕様：幅100mm x 長さ50m 仕様：幅200mm x 長さ50m

粘着力：6.86N/25mm 　　　透明（強粘着） 　　　透明（強粘着）
※50ｍ巻です

しっかりとした厚み（0.1mm）により、擦り傷、当たり傷に強い部類に入ります。

5-⑤ 5-⑥

WG103- 品番：WG103-100 品番：WG103-200
厚さ　：0.1mm 仕様：幅100mm x 長さ50m 仕様：幅200mm x 長さ50m

粘着力：1.96N/25mm 　　　白色（弱粘着） 　　　白色（弱粘着）
※50ｍ巻です

5

表面保護フィルム

軟質PVCで従来商品と比較して厚手（0.13mm）の
ため、強度と柔軟性を兼ね備えています。

スミロン　VE-303W シリーズ

レールダスト、鳥虫類糞、酸性雨から保護するため、
自動車の運搬、保管中の塗膜保護に最適です。

カネロン　PE950　シリーズ

カネロン　WG103　シリーズ

スミロン　V-325 シリーズ



6-①

品番：BE619-100
仕様：幅100mm x 長さ100m

　　　青色

BE619-　厚さ：0.065mm　粘着力：2.45N/25mm

6-② 6-③ 6-④

品番：BE619-200 品番：BE619-300 品番：BE619-400
仕様：幅200mm x 長さ100m 仕様：幅300mm x 長さ100m 仕様：幅400mm x 長さ100m

　　　青色 　　　青色 　　　青色

6-⑤ 6-⑥ 6-⑦

品番：BE619-500 品番：BE619-600 品番：BE619-1000
仕様：幅500mm x 長さ100m 仕様：幅600mm x 長さ100m 仕様：幅1000mm x 長さ100m

　　　青色 　　　青色 　　　青色

弱粘着タイプのPE608-、BE708-もラインナップ。用途に応じた使い分けができます。
＊PE608-　厚さ：0.065mm　粘着力：1.96N/25mm
＊BE708-　厚さ：0.07mm　  粘着力：1.96N/25mm

6-⑧ 6-⑨ 6-⑩

品番：PE608-100 品番：PE608-200 品番：BE708-100
仕様：幅100mm x 長さ100m 仕様：幅200mm x 長さ100m 仕様：幅100mm x 長さ100m

　　　  乳白色（弱粘着） 　　　  乳白色（弱粘着） 　　　青色（弱粘着）

6

カネロン　BE619　シリーズ

表面保護フィルム

耐可塑剤性、耐候性、耐水性・耐薬品性にすぐれ、部品等の膨張
収縮に追随します。青色、乳白色、粘着性、用途に応じて使い分
けができるラインナップを用意しています。

カネロン　PE608、BE708　シリーズ



7-① 7-②

品番：MSKR550 品番：MSKR750
仕様：縦 550mm x 35m 仕様：縦 750mm x 35m

マスキングテープで固定 　　　10巻入 　　　10巻入
作業に便利です。

7-③ 7-④ 7-⑤

品番：MSKR1000 品番：MSKR1500 品番：MSKR2100
仕様：縦 1000mm x 35m 仕様：縦 1500mm x 35m 仕様：縦 2100mm x 35m
　　　10巻入 　　　5巻入 　　　5巻入

7-⑥ 7-⑦

品番：HC 001G 品番：HC 002S
仕様：グリップタイプ 仕様：シャワーキャップタイプ
　　　100ヶ入 　　　100ヶ入

7

作業中、ちょっとお車を動かし
たいときの必須アイテム！　用
途に応じて二種類ご用意してい
ます

「道具箱」

作業の必需品！軽量で手切れがよく、途中
から折りたたまれているため一人で養生作
業ができます。

「道具箱」 ハンドルカバー

カバー・マスキング

自動車補修用マスカー



8-①

品番：FM 001
仕様：450mm x 600mm 紙製 (200枚入)

8-② 8-③

品番：SC 001R 品番：SC 002Ｈ
ロール状タイプ (200枚入) 箱入りタイプ (200枚入)

8-④ 8-⑤

品番：KB-1218 品番：KB-1818
仕様：幅12mm x 長さ18m 仕様：幅18mm x 長さ18m
　　　120巻入 　　　 70巻入

8-⑥ 8-⑦ 8-⑧

品番：KB-2418 品番：KB-3018 品番：KB-5018
仕様：幅24mm x 長さ18m 仕様：幅30mm x 長さ18m 仕様：幅50mm x 長さ18m
　　 　50巻入 　　　 40巻入 　　　 20巻入

8

カバー・マスキング

「道具箱」 フロアマット

マスキングテープ

テープの引き出しが軽く、手切
れ性に優れ、100℃、30分間
の乾燥に耐えます。

整備工場の必需品！　道具箱では200枚単位で小分け
にしてご提供いたします。

「道具箱」 シートカバー

ロール状タイプはミシン目入
り、箱入りタイプは1枚ずつ取
り出してお使いいただけます。

写真はイメージです 



取り扱いやすいロール状での提供になります。

9-① 9-② 9-③

品番：AKMG-16 O 品番：AKMG-25 O 品番：AKMG-50 O
仕様：幅16mm x 長さ25m 仕様：幅25mm x 長さ25m 仕様：幅50mm x 長さ25m
　　　オス 　　　オス 　　　オス

9-④ 9-⑤ 9-⑥

品番：AKMG-16 M 品番：AKMG-25 O 品番：AKMG-50 O
仕様：幅16mm x 長さ25m 仕様：幅25mm x 長さ25m 仕様：幅50mm x 長さ25m
　　　メス 　　　メス 　　　メス

9-⑦

品番：KS-165-5025
仕様：幅50mm x 長さ25m　緑色

9-⑧ 9-⑨

品番：GT7112-25 品番：GT7112-50
仕様：幅25mm x 長さ11m 仕様：幅50mm x 長さ11m
　　　厚さ1.2mm　グレー 　　　厚さ1.2mm　グレー

9

テープ類

面ファスナー

 AKテープは、アラコーが手掛けるオリジナル面ファスナー。およそ40年に
わたり提供しております。（マジックテープは株式会社クラレの登録商標で
す）

「道具箱」 養生テープ

手切れ性が良く、耐候性にすぐれています。必要に応
じた分だけ使える、１ヶ単位での販売です。

アクリルフォーム両面テープ

耐候性、耐水性・耐薬品性にす
ぐれています。エンブレム等内
外装部品の接着にお使いいただ
けます。



10-① 10-②

品番：ST5931-25 品番：ST5931-50
仕様：幅25mm x 長さ15m 仕様：幅50mm x 長さ15m
　　　厚さ1mm　黒色 　　　厚さ1mm　黒色

※扱いやすい5枚入りと、35枚入りの2種類を用意しました。

品番：NITTO-687-5 10-③
仕様：幅300mm x 長さ500mm  厚さ5mm　5枚入

品番：NITTO-687-35 10-④
仕様：幅300mm x 長さ500mm  厚さ5mm　35枚入

※扱いやすい5枚入りと、50枚入りの2種類を用意しました。

品番：D-300N-5 10-⑤
仕様：幅250mm x 長さ500mm  厚さ1.5mm　5枚入

品番：D-300N-50 10-⑥
仕様：幅250mm x 長さ500mm  厚さ1.5mm　50枚入

10-⑦

10-⑧
品番　：BP-DSNR

品番：M-3500 内容量：567g
仕様：幅300mm x 長さ400mm 5枚入 成分　：ラバーゾール100%

10

耐熱性・耐候性・耐薬品性にすぐれたシール材です。圧縮しやすく、すぐれ
た水密・気密特性があります。

オトナシート ノイズレデューサー

スプレー式のデッドニングアイテムです。
吹付けるだけでビビリ・共振音を効果的に
抑えます。

高機能制振材 レジェトレックス D-300N

接着剤が不要で、凹凸面にもなじみます。パネル面積の30%程度に貼り付け
るだけで効果が得られます。

振動音を防ぐ防音シート、振動の発生して
いるところに貼るだけです。

スーパーブチルテープ No.5931

テープ・吸音・制振材

ポリエチレンネットをベースと
し、両面に防水性に優れたブチ
ルゴム系粘着剤を塗布したテー
プです。

エプトシーラー No.687



11-① 11-②

品番：NITTO-223S 　　品番：NITTO-No.5
仕様：幅19mm x 長さ20m 10巻入 　　仕様：幅19mm x 長さ20m

11-③

品番：VT-A
仕様：幅19mm x 長さ20m 10巻入

19mm幅、9mm幅、用途に応じて使い分けできます。

11-④ 11-⑤ 11-⑥

品番：TESA51608-19 品番：TESA51608-19T 品番：TESA51608-9
仕様：幅19mm x 長さ25m 仕様：幅19mm x 長さ25m 仕様：幅9mm x 長さ25m
　　 　16巻入 　　　 1巻入 　　 　32巻入

・ピュアブラック 11-⑦ ・B-2 (厚手) ブラック 11-⑪
・チャコール 11-⑧ ・B-3 (薄手) ブラック 11-⑫
・ライトグレー 11-⑨ ・GR-1  グレー 11-⑬
・ベージュ 11-⑩ ・R-1 レッド   11-⑭

いずれも幅1350mm x 長さ1m
4色設定あり。幅1000mm x 長さ5m 純正風、内装用レザー。
内装加工のしやすい、のり付カーペットです。

11

のり付きカーペット・オリジナルレザー

ビニールテープ・アセテートテープ

電気絶縁用ビニールテープ

テープ・配線材

ハーネス結束用 テサテープ 51608

表面がPET繊維で起毛されているゴム系の粘着材のハーネス結束用テープで
す。制振効果もあります。

※19mm幅は1巻単位でも販売いた
します

VT-Aは薄肉タイプのハーネス集束用テープで、表面
に梨地加工がされています。

「道具箱」

梨地テープ

アセテート基材粘着テープ

難燃性・電気絶縁性にすぐれており、コー
ナー局面への巻き付け使用ができます。

アセテートクロスにアクリル系粘着剤を塗布した絶縁
テープです。1巻から販売いたします。



スリット付きで作業に便利です。

材質：ポリプロピレン（難燃）　定格温度：-40℃～95℃

12-① 12-②

品番：NCT-03 品番：NCT-05
直径：3.2mm 直径：5.1mm

※ケーブルは付属されません 長さ：100m 長さ：100m

12-③ 12-④ 12-⑤

品番：NCT-07 品番：NCT-10 品番：NCT-13
直径：7.4mm 直径：10.7mm 直径：13.2mm
長さ：50m 長さ：50m 長さ：40m

12-⑥ 12-⑦ 12-⑧

品番：NCT-15 品番：NCT-19 品番：NCT-22
直径：15.2mm 直径：19.5mm 直径：22.1mm
長さ：40m 長さ：20m 長さ：20m

12

コルゲートチューブ

超軽量でしなやかに曲がり、しかもつぶれにくい構造です。配線
保護、セキュリティ装置の配線などに活躍中。

パッケージ中央に取出口を設けました。商品がばらけることなく
保管できます。

「道具箱」

配線・保護 / 結束

写真はイメージです 写真はイメージです 写真はイメージです 



13-① 13-②

品番：CTS-05 品番：CTS-07
※固定ネジは付属されません 仕様：5φ　50ヶ入 仕様：7φ　50ヶ入

13-③ 13-④ 13-⑤

品番：CTS-10 品番：CTS-13 品番：CTS-15
仕様：10φ　50ヶ入 仕様：13φ　50ヶ入 仕様：15φ　50ヶ入

13-⑥

耐熱・対候グレードなのに低価格。 品番：MCB-100B-T
現場のプロより根強い支持を集めております。 仕様：幅2.5mm x 長さ102mm

1袋＝100本入での販売です。 　　　 100本入
取り扱いやすい数量で用途に応じて使い分けできます。

13-⑦ 13-⑧ 13-⑨

品番：MCB-150B-T 品番：MCB-200B-T 品番：MCB-250B-T
仕様：幅2.5mm x 長さ152mm 仕様：幅2.5mm x 長さ202mm 仕様：幅2.5mm x 長さ252mm

　　　 100本入 　　　 100本入 　　　 100本入

13

配線・結束

コルゲートチューブの固定や、ケーブルの結束の定番です。その中でも「道
具箱」では、とくにコルゲートチューブの固定に便利なサイズを取り揃えま
した。

「道具箱」 ケーブルクランプ・配線止め

「道具箱」 結束バンド



14-① 14-②

品番：AGT-ミニ-7.5A 品番：AGT-ミニ-10A
商品：ミニヒューズ取出し電源 商品：ミニヒューズ取出し電源
　　　 7.5A（10本入） 　　　 10A（10本入）

14-③ 14-④ 14-⑤

品番：AGT-ミニ-15A 品番：AGT-ミニ-20A 品番：AGT-低背-7.5A
商品：ミニヒューズ取出し電源 商品：ミニヒューズ取出し電源 商品：低背ヒューズ取出し電源
　　　 15A（10本入） 　　　 20A（10本入） 　　　 7.5A（10本入）

14-⑥ 14-⑦ 14-⑧

品番：AGT-低背-10A 品番：AGT-低背-15A 品番：AGT-低背-20A
商品：低背ヒューズ取出し電源 商品：低背ヒューズ取出し電源 商品：低背ヒューズ取出し電源
　　　 10A（10本入） 　　　 15A（10本入） 　　　 20A（10本入）

14-⑨ 14-⑩ 14-⑪

品番：AGT-平型-10A 品番：AGT-平型-15A 品番：AGT-平型-20A
商品：平型ヒューズ取出し電源 商品：平型ヒューズ取出し電源 商品：平型ヒューズ取出し電源
　　　 10A（10本入） 　　　 15A（10本入） 　　　 20A（10本入）

14

電源部材

「道具箱」 ヒューズ取り出し電源

ヒューズボックスからの電源取
り出しに便利な、ヒューズ電源
を各種ラインナップ。用品取付
などに重宝します。それぞれ、
10本入で用意しています。



15-① 15-② 15-③

品番：E329 品番：1548 品番：1546
使用可能電力:DC12V80W以下 使用可能電力:DC12V80W以下 出力電流 MAX1A/本体消費1.2A

15-④ 15-⑤

品番：2309 品番：1554
使用可能電力:DC12V80W以下 使用可能電力:DC12V60W以下

15-⑥ 15-⑦ 15-⑧

品番：1551 品番：R448 品番：1552
12/24V120W以下 10Aﾋｭｰｽﾞ 使用可能電力:DC12V60W以下 使用可能電力:DC12V60W以下

15-⑨ 15-⑩
品番：1832 品番：1833
商品：T10 x 31(両口金) 商品：T10ウエッジ
使用可能電力:MAX3W 使用可能電力:MAX3W

室内灯のLED交換時の電源取り出しに！差し替えるだけで簡単。(DC12V専用)

15

電源取り出しシガーソケット

ポータブルナビ・ドライブレコーダーなどの電装品の電源取り出しに多用す
るシガーソケットを用意。作業時の必須アイテムです。

オーディオ裏からの電源取り出
しに便利な分岐配線付き

ヒューズボックスからの電源取
り出しに便利な配線付き

シガー電源部材

電源取り出しソケットのスタン
ダード

振動時のガタ付きを防止する
ロック機構付き

30分・60分2パターンのオフタ
イマー付き。バッテリー11.7V以
下で自動遮断。

シガーソケットからの電源取出
しに。12V/24V対応可。

シガーソケットからの電源取出
しに。12V専用。

ハンダで自作可能。12V専用。



配線のより確実な結線・保護に！

16-① 16-② 16-③

品番：1001 品番：1002 品番：1008
仕様：ギボシ端子 オス 仕様：ギボシ端子 メス 仕様：平型端子メス(250型)
　　　 100ヶ入 　　　 100ヶ入 　　　 100ヶ入

16-④ 16-⑤ 16-⑥

品番：1003 品番：1004 品番：1009
仕様：ギボシ端子 オスカバー 仕様：ギボシ端子 メスカバー 仕様：平型端子メスカバー
　　　 100ヶ入 　　　 100ヶ入 　　　 100ヶ入

16-⑦ 16-⑧ 16-⑨

品番：後入れスリーブ オス 品番：後入れスリーブ メス 品番：1070
仕様：ギボシ端子 オスカバー 仕様：ギボシ端子 メスカバー 仕様：配線コネクター
　　　 後入れタイプ 100ヶ入 　　　 後入れタイプ 100ヶ入 　　　 0.5sq～0.85sq 50ヶ入

自動車用電源で多用される配線材です。
本体色 ご指定下さい。

品番：AVS0.5sq 品番：AV 0.85sq 品番：AVS1.25sq
仕様：断面積0.5mm 仕様：断面積0.85mm 仕様：断面積1.25mm
長さ：100m 長さ：100m 長さ：100m
色　：黄色 16-⑩ 色　：黄色 16-⑭ 色　：黄色 16-⑱
　　　赤色 16-⑪ 　　　赤色 16-⑮ 　　　赤色 16-⑲
　　　黒色 16-⑫ 　　　黒色 16-⑯ 　　　黒色 16-⑳
　　　白色 16-⑬ 　　　白色 16-⑰ 　　　白色 16-㉑
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電源配線材

配線部材

配線・部材



17-①
品番：JP-CA14BS トヨタ/イクリプス4P → RCA変換

17-② 17-③

品番：JP-BC10H4TFST　 品番：JP-BC8H4TF　
日産等 → トヨタ/イクリプス4P ホンダ → トヨタ/イクリプス4P

※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。

17-④

品番：JP-CA56BCDT　
ダイハツ → トヨタ/イクリプス4P
バックカメラ・ステアリングスイッチ信号取り出しハーネス

※JP-CA14BSと組み合わせてRCAに変換することも可能です。
※装着するナビゲーションにより別途ステアリングリモコンアダプターが必要になります。

17-⑤

品番：JP-CA16STRTF　
ステアリングリモコン用 逆カプラー(20P)
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バックカメラ取付部材

「道具箱」 カメラ入力変換

トヨタディーラーオプション/イクリプスの4PカプラーをRCAへ変換して使
用できます。

※JP-CA14BSは、JP-BC10H4TFST、JP-BC8H4TFと組み合わせてRCAへ変換
することができます。

ダイハツ車両側20Pカプラーから、バックカメラ用トヨタディーラーオプション/イクリプスの4P
カプラーと、ステアリングスイッチの信号を取り出し可能。

ステアリングリモコン用の配線をトヨタディーラーオプションナ
ビ用20Pカプラー(メス)に変換する逆カプラーです。

JP-BC8H4TF 



18-①
品番：JP-CA20BCT

RCA → トヨタ/イクリプス4P

※NSDD-W61は適合不可。

18-②
品番：JP-CA32BCC

RCA → 日産等

日産純正ナビなどに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。
※適合、カプラー形状要確認。

18-③
品番：JP-CA16STRT　

18-④
品番：JP-CA34STRT　

18-⑤
品番：JP-CA36F30　

18-⑥

品番：JP-CA45STRT　
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トヨタディーラーオプションナビに市販カメラを入力するための変換ケーブ
ルです。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触
不良や断線を防ぎます。

トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを接続するための
ハーネス(20P)です。

「道具箱」

トヨタ純正ナビや一部市販ナビを取付ける際、トヨタ汎用２０ピ
ンに変換する必要が有ります。

パイオニアナビ用ステアリング変換ハーネス

パイオニア製ナビゲーションからステアリ ングリモコン配線へ接
続するための配線を容易にするハーネスです

またステアリングリモコンからの配線は弊社 製品(トヨタ車の場
合）や市販の変換ケーブル (ホンダ車の場合）と組み合わせるこ
とでより確実な接続を可能とします。

トヨタ用ステアリング接続ハーネス

トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを接続するための
ハーネス(28P)です。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触
不良や断線を防ぎます。

ステアリングリモコン（28P→20P）カプラー変換ケーブル

トヨタ車の一部車種で、車両側ステアリングリモコンカプラーが
２８ピンの場合があります。

バックカメラ取付部材

「道具箱」 カメラ入力変換



19-①

品番：JP-CA57STNV2　

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア
ステアリングリモコン切替スイッチ

【ご注意！】

※本製品には、別途ステアリングリモコンアダプターが必要です。

19-②
品番：JP-CA47BCT　
80系ノア、ヴォクシー用純正カメラ配線利用ハーネス

【ご注意！】
※バックカメラ映像がＲＣＡ（黄色）端子の市販ナビに適合します。
※12V電源用の市販バックカメラのみ適合します。
※メーカー純正ナビ付車は非対応
※必ずセットでご使用下さい
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※スイッチを装着するためステアリングコラムカバー
に、穴あけ加工が必要となります。

※パナソニック・クラリオン製カーナビは、配線接続
後に、ナビ側でのボタン設定が必要です。詳しくはナ
ビの説明書をご参照下さい。

※市販ナビ/DOPナビ装着済で、純正ステリモのボリュームが使用可能な状態のナビ装着車両が対
象となります。

80系ノア、ヴォクシー 純正配線利用ハーネス

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア ステアリングリモコン切替

本商品の装着により、ボリューム以外にモード/チャ
ンネル切替が可能。

カメラ配線など

バックドアから配線を引いてくる必要が無くなるの
で、取付け作業が楽になります。

トヨタ純正ディーラーオプションバックカメラを取り
付ける際に使用している車両内配線（バックドア～ナ
ビ裏周辺）を利用して、市販のバックカメラを取り付
ける事が出来ます。



20-①
品番：JP-10NVE　
80系ノア、ヴォクシー・エスクァイア用バックカメラキット

20-②
品番：JP-7PR　
プリウス　ZVW30/ZVW35
H22/03以降で、純正カメラ配線装備車に対応

※メーカーオプションナビ付車には接続できません。
※プリウスαは不適合

【カメラ仕様】
INPUT電流 110mA（最大）
INPUT電圧 DC9-16V
画素数 648 x 488
水平解像度 450本
画角 水平105度
最低照度 0.1Lux
映像 鏡像
出力画像 NTSC
ガイドライン 表示・非表示可
防水 ○　（IP67）
作動温度 -20℃～+70℃

外殻部カラー 黒

20

トヨタ純正バックカメラ用に準備された車両内配線を利用して、
バックカメラをカーナビに接続出来る配線をセットした、プリウ
ス専用バックカメラキットです。

トヨタ純正ディーラーオプションナビ、イクリプスナビ、または
市販ナビ（RCAカメラ入力）に適合します。

※装着されるナビゲーションにより別途変換ケーブルが必要にな
ります。

※車両内純正カメラ配線が無い、H22/03以前のプリウスには取
り付け出来ません。

トヨタ純正バックカメラ用に準備された車両内配線を利用して、
バックカメラをカーナビに接続出来る配線をセットした、ノア・
ヴォクシー・エスクァイア専用バックカメラキットです。

トヨタ純正ディーラーオプションナビ、イクリプスナビ、または
市販ナビ（RCAカメラ入力）に適合します。

※装着されるナビゲーションにより別途変換ケーブルが必要にな
ります。

プリウス (ZVW30/ZVW35) 専用バックカメラ

車種専用バックカメラ

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア 専用バックカメラ

※カメラ本体の仕様は、プリウス用、80系
ノア・ヴォクシー用とも同一になります。



21-①
品番：JP-SC1　

小型埋め込み型の汎用カメラキットです。
RCAで接続可能なナビ、モニターにカメラ映像を映せます。
簡単な配線加工で、鏡像・正像の切替が可能。

※取付け位置にφ１９ｍｍ穴開け加工が必要です。 

【ケーブル長さ】 
カメラ側（約150ｃｍ）
中継ケーブル（約300cm）
電源・映像ケーブル側（約300ｃｍ）

【カメラ仕様】
INPUT電流 60mA
INPUT電圧 DC5-15V
画素数 34万画素
水平解像度 420本
画角 水平140度
最低照度 0.5Lux / F1.2
映像 正像 / 鏡像
出力画像 NTSC
防水 ○　（IP68）
作動温度 -30℃～+70℃
外殻部カラー 黒

21-②
品番：JP-100　

汎用バックカメラキットです。RCAでの接続になります。

ケーブル長さ
カメラ側（約90ｃｍ）
電源・映像ケーブル側（約580ｃｍ）
ガイドラインあり
※ガイドライン表示ループ線の切断で消すことも可能

【カメラ仕様】
INPUT電流 110mA（最大）
INPUT電圧 DC9-16V
画素数 648 x 488
水平解像度 450本
画角 水平105度
最低照度 0.1Lux
映像 鏡像
出力画像 NTSC
ガイドライン 表示・非表示可
防水 ○　（IP67）
作動温度 -20℃～+70℃

外殻部カラー 黒
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汎用カメラ

12V車用　小型汎用カメラ（鏡像・正像対応）　埋め込みタイプ

バックカメラキット 12V車専用　汎用RCA接続



22-①
品番:：JP-CB11

ノア、VOXY80系専用、市販カメラ純正位置取付キット

両面テープで固定する仕様のバックカメラに適合します。

22-②
品番：JP-GKT

カメラガーニッシュテープ(切り口の化粧テープ)

付属の型紙に合わせてガーニッシュを加工して下さい。

22-③
品番：JP-CA3TTF

トヨタ・ダイハツ（10P）電源取り出しハーネス

22-④
品番：JP-CA1

イルミ電源アダプターキット

電源電圧　DC12V　マイナスアース
入力電圧　DC2.5V～DC12V　　　　
出力電圧　DC12V　　　　　　　　　　
定格出力電流　250mA
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バックカメラを取り付け時に、ガーニッシュを加工する際の、切り口の化粧
用テープです。

電源取り出し（トヨタ用）ハーネス

イルミ電源アダプター

主に輸入車にカーナビやバックカメラ等を装着する際に本商品を使用するこ
とにより安定した12Vを機器に供給します。

ナビ裏コネクターにカプラーオンで電源を取出せま
す。約4ｍの配線なので、運転席周りから、天井、後
部座席など、離れた場所での作業に便利です。

トヨタ　８0系ノア・VOXYの純正バックカメラの位置に、市販のバックカ
メラを取り付ける為の汎用基台（プレート）です。

カメラオプション

バックカメラオプション

※カメラ本体のサイズや金具の形状によっては、ガーニッシュ内に入りきら
ないタイプがありますので、事前にお車のガーニッシュを取り外して、取り
付け予定のカメラが入るかどうかを、お確かめ下さい。

カメラは付属しません 

カメラは付属しません 



「道具箱」　ＥＴＣ基台（ＥＴＣポケット）
純正モデルのようにスッキリ収納！

(全商品黒色塗装済です)

23-①
品番：JP-CB1
ノア、VOXY70系 (H19/6-H26/1)
アルファード、ヴェルファイア (H20/5～)など

23-②
品番：JP-CB4
ノア、VOXY80系 (H26/1～)
プリウス30系、プリウスα、プリウスPHV(H24/1-)など

23-③
品番：JP-CB7
アクアMC後 (H26/12～)
ラクティス、スバルトレジア(H22/11-)など

23-④
品番：JP-CB5
フィット (H19/10-H24/4 GE6/7/8/9)
フィットハイブリット (H22/10-H24/4 GP1)など
※装着には 純正パネル が別途必要です。

23-⑤
品番：JP-CB9
フィット 3 (H25/9～ GK3/GK4/GK5/GK6)

※純正ＥＴＣ取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑥
品番：JP-CB10
ヴェゼル (H26/12～ RU1/RU2/RU3/RU4)

※純正ＥＴＣ取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑦
品番：JP-CB13
グレイス ハイブリッド (H26/12～ GM4/GM5)

※純正ＥＴＣ取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑧
品番：JP-CB14
ジェイド (H27/2～ FR4/FR5)

※純正ＥＴＣ取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑨
品番：JP-S1  
スズキ車にETCを取り付けるのに便利な部材３点セット。
両面テープ厚手　/　オプシーラー　/　結束バンド　
※純正ETC取付部に切り取り部分 のある車種に適合
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ETC取付アタッチメント



24-① 24-②
充電パネル 充電パネル

品番：2870 品番：2871
商品：トヨタ車用 商品：トヨタ・ダイハツ車用
　パネル33.0mm x 22.5mm 　パネル40.5mm x 22.5mm

24-③ 24-④ 24-⑤
充電パネル 充電パネル 充電パネル

品番：2872 品番：2873 品番：2874
商品：日産車用 商品：ホンダ車用 商品：スズキ車用
　パネル36.0mm x 20.5mm 　パネル44.5mm x 25.5mm 　パネル35.8mm x 23.8mm

24-⑥ 24-⑦ 24-⑧
通信パネル 通信パネル 通信パネル

品番：7141 品番：7142 品番：7143
商品：トヨタ車用 商品：トヨタ・ダイハツ車用 商品：日産車用
　パネル33.0mm x 22.5mm 　パネル40.5mm x 22.5mm 　パネル36.0mm x 20.5mm

24-⑨ 24-⑩ 24-⑪
通信パネル 通信パネル 通信パネル

品番：7144 品番：7145 品番：7146
商品：ホンダ車用 商品：スズキ車用 商品：三菱車用
　パネル44.5mm x 25.5mm 　パネル35.8mm x 23.8mm 　パネル37.0mm x 20.0mm
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USB充電 / 通信パネル

USB充電 / 通信パネル

空きスイッチパネルでUSB充電
と、USB接続ポートをスイッチ
パネルに延長移設の2ライン
ナップで商品展開！



25-① 25-⑥
JP-M1 JP-TE1
パナソニック/クラリオン トヨタ/イクリプス

25-② 25-⑦
JP-C1 JP-TETV1
クラリオンなど トヨタ/イクリプス

25-③ 25-⑧
JP-P1 JP-TPA1
パイオニア トヨタ/パナソニック

アルパイン

25-④ 25-⑨
JP-P2 JP-PGPS
パイオニア パイオニア

25-⑤ 25-⑩
JP-P3 JP-EGPS
パイオニア イクリプス

25-⑪
汎用地デジ用補修アンテナ（2枚/組）　

フルセグ地デジ用の補修用アンテナです。
アンテナ通電部が合えば各社対応いたします。

寸法は外寸 : 約10cm x 12cm
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「道具箱」　アンテナ端子テープ

地デジアンテナ部材

「道具箱」　地デジ用補修アンテナ



26-①

品番：F-601
商品：長さ 1m
オーディオケーブル（ステレオ）

26-② 26-③ 26-④

品番：F-602 品番：F-605 品番：F-605L
商品：長さ 2m 商品：長さ 5m 商品：長さ 5m(片側L型)
オーディオケーブル（ステレオ） オーディオケーブル（ステレオ） オーディオケーブル（ステレオ）

26-⑤ 26-⑥ 26-⑦

品番：F-612 品番：F-615 品番：F-622
商品：長さ 2m 商品：長さ 5m 商品：長さ 2m
ビデオケーブル ビデオケーブル ビデオケーブル+モノラル音声

26-⑧ 26-⑨ 26-⑩

品番：F-632 品番：F-642 品番：F-645
商品：長さ 2m 商品：長さ 2m 商品：長さ 5m
ビデオ+モノラル→ビデオ+ステレオ ビデオケーブル+ステレオ音声 ビデオケーブル+ステレオ音声
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「道具箱」 RCAケーブル

ＡＶ配線

オーディオ配線で多用される、ＲＣＡケーブルもラインナップ。
使い易い長さを揃えています。



27-① 27-② 27-③

品番：HK-01 品番：HK-02 品番：HK-03
商品：配線通し 商品：配線通し 商品：配線通し
900mm x 4.5φ オレンジ(丸) 900mm x 4.5φ オレンジ(尖り) 1400mm x 4.5φ オレンジ(丸)

27-④ 27-⑤ 27-⑥

品番：HK-04 品番：HK-05 品番：HK-06
商品：配線通し 商品：配線通し 商品：配線通し
900mm x 3φ 青(丸) 1400mm x 3φ 青(丸) 1850mm x 5φ 青(丸)

27-⑦ 27-⑧

内貼りはがし工具

品番：MSB-01 品番：MSB-02
商品：リムーバー 商品：リムーバー
長さ290mm x 幅15.6mm 長さ190mm x 幅25.5mm

27

工具類

「道具箱」 配線通し棒

内装の内張りやパネルをはがす
際に使います。独特のしなりで
使いやすいリムーバーです。

用途に応じて使い分けできるよう単品で設
定しました。

カーナビやバックカメラなどを取りつける
際に、狭い車内で効率よく配線の引き回し
を行うためのツール



28-①

品番：TOOL 1

28-② 28-③

品番：A49 品番：1142
商品：検電テスター 商品：デジタル検電テスター
使用可能電圧：DC6V～24V 使用可能電圧：DC9V～15V

28-④
品番：PR-10

120g x 2本セット（マイクロクロス2枚付）

黄ばみ・汚れを浮かせて取る！ 
除去後の効果、長期間持続！ 
光沢復活、「ヘッドライトクリーナー」

120g(=1本)で約15～20台分の施工可能。
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電装作業時の必須アイテムで
す。配線コードの検電に！

「道具箱」　ケミカル用品

特殊界面活性剤とシリコンパウダーのダブル効果で車のヘッドライトに使用されているプラスチッ
ク樹脂の黄ばみ・汚れを浮かせて除去します。ガラス面を削る事はありませんので除去後も長期間
効果が持続します。

工具類

内貼りはがしセット

輸入車・国産車の内貼りはがし等、使い易いツールの
14点セットです。

検電テスター



29-① 29-② 29-③

品番：G1T 品番：G2N 品番：G9N-R
商品：トヨタ・ダイハツ車用 商品：日産車用 商品：日産車用
　　　10P・6P逆コネクター 　　　10P・6P逆コネクター   20P逆コネクター(ラジオ変換付)

29-④ 29-⑤ 29-⑥

品番：G7H-S 品番：G11H 品番：G12H
商品：ホンダ・スズキ車用 商品：ホンダ車用 商品：ホンダ車用
　　　20P逆コネクター 　　　17P逆コネクター 　　　20P逆コネクター

29-⑦ 29-⑧ 29-⑨

品番：G3Z 品番：G10Z 品番：G4M
商品：マツダ車用 商品：マツダ車用 商品：三菱車用
　　　12P・8P逆コネクター 　　　24P逆コネクター 　　　14P逆コネクター

29-⑩ 29-⑪ 29-⑫

品番：G5Ｓ 品番：G6Ｆ 品番：G13TS
商品：スズキ車用 商品：スバル車用 商品：トヨタ・スズキ車用
　　　12P逆コネクター 　　　14P逆コネクター 　車速信号取出し5P逆コネクター
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オーディオコネクター（逆カプラー）

純正オーディオを他社メーカーの車に装着する際に使用します。各メーカー別で商品ラインナップ
しております。（Catch Hunter製）



30-① 30-② 30-③

品番：G16TF 品番：G9N 品番：G15H
商品：トヨタ・ダイハツ車用 商品：日産車用 商品：ホンダ車用
ラジオジャック取出しコネクタ ラジオジャック取出しコネクタ ラジオ取出しコネクタ（丸型）

30-④ 30-⑥
品番：AR-1500

ケーブル長さ：2ｍ + 1m

品番：KC-200
商品：ラジオ延長ケーブル
　　　　2ｍ延長ケーブル

30-⑤ 30-⑦
品番：SF-320

ケーブル：長さ5m 
本体：18cm

品番：KC-300
商品：ラジオ延長ケーブル
　　　　3ｍ延長ケーブル

30-⑧ 30-⑨

品番：AO-4002
商品：ワンセグ用アンテナ 品番：FPA2
本体：175mm 商品：ロングポールアンテナ
基台：30mm 長さ：40cm
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AM/FM/VICS対応　受信ブー
スター付フィルムアンテナ

車両により受信感度が落ちる場
合もございます。

AM/FM/VICS対応 貼付けアン
テナ

車両により受信感度が落ちる場
合もございます。

純正オーディオを他社メーカーの車に装着する際に使用します。各メーカー別で商品ラインナップ
しております。（Catch Hunter製）

あると便利な、ラジオアンテナ類をラインナップ。（Catch Hunter製）

ラジオアンテナ変換（逆カプラー）

ロングポールアンテナワンセグ用ロッドアンテナ

ワンセグ用アンテナ基台が磁石
になっていて簡単に取り付けで
きることが可能です。コード長
は4 ｍ、接続端子は3.5ｍｍ端
子。

AM/FM/VICS対応
ロッドアンテナ

山間部やビルの谷間
に強い!ヘリカルコイ
ル式ロングタイプア
ンテナを採用し、純
正を超える高感度を
実現！！



31-①
品番：BAU-35A
バッテリーアシストユニット

アイドリングストップ時のナビゲーションのリスタートを改善

仕様
入力電圧：DC7V～16V（※バッテリー電圧が7V以下では作動しません）

出力電圧：［入力電圧  -1]V　…入力電圧が12V以上の時
11V　…入力電圧が12V未満の時
出力電流：3.5A（ACC電流含む）
本体寸法：105mm×70mm×40mm

31-②
品番：FMT-01
FMモジュレーター

外部音声入力の無い車でステレオ音声入力を可能にします。

31-③
品番：DL162-LFA
3連ホーン（レクサス LFA風）

※簡易取付ステー付属
※車両によって別途リレーが必要な場合があります。
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400Hz / 500Hz / 600Hz の3連ホーンにより、重
厚なサウンドを奏でます。実用的にも、また、ドレス
アップにも一歩違いを見せるアイテムです。

ナビユニットで使用する VbatとACCの電圧をバックアップしま
す。

ＦＭモジュレーター

ラジオ/外部入力の切替スイッチが無いため、面倒な操作が不要で
す

周波数を外部スイッチで選択可能（87.7MHz / 88.7MHz /
89.1MHz）

「道具箱」 3連ホーン

アイドリングストップ時からの復帰時に、バッテリー電圧が下が
る 車両に安定した電圧を供給します。

輸入車におすすめ！ラジオ接続端子が（ＦＡＫＲＡ）仕様です。

バッテリーアシストユニット



本誌の内容は、お客様に事前の通知なく

商品の価格・仕様を変更、もしくは取扱

いを中止することがございますので、あ

らかじめご了承お願いします。また、転

売などを目的とした商品の加工・梱包の

変更指定は承っておりません。 

本誌掲載情報は、2015年9月現在の情

報となります。 


