




● 1つのアイテムで各車種、各社カーナビをサポート
本体ロータリースイッチで様々な車種・グレードに対応します。
また、各社カーナビの接続はディップスイッチにより対応可能です。
従来品ではCCA-301シリーズで対応していた、ステアリングスイッチ機能を付加。

● 各種信号出力の標準装備
車速信号、パーキングブレーキ信号などのカーナビ用信号に加え、バンパーセンサー用
アンダー15km/h電源や疑似セキュリティ用LED出力を装備。

● ステアリングスイッチ対応
オプションのリモコン接続ハーネス CCA-401シリーズを用いることでカーナビに直接接続
可能。（一部非対応の車種があります）

型番型番 CCA -201Ⅱ

制御信号源 CANバス

種別 CANバスアダプターキット

希望小売価格 ￥24,000（税別）

電源 DC12V　常時電源

アース マイナスアース

本体寸法 80mm×50mm×22mm

車速信号出力 DC12V　パルス信号

アクセサリー電源出力 DC12V　MAX 1A

イルミネーション電源出力 DC12V　MAX 1A

リバース電源出力 DC12V　MAX 1A

アンダー15km/h電源出力 DC12V　MAX 1A

パーキングブレーキ DC12V　信号出力

疑似盗難防止用LED出力

ナビ・ステレオリモコン用赤外LED制御

ナビ・ステレオリモコン用有線接続制御

●CCA-201Ⅱ部品

本体×1 ユニット接続コード×1 CANバス接続コード
（白コネクタ）×1

輸入車向けカーナビ取付の決定版！ バッテリーアシストユニット

CAN BUS ADAPTER CCA-201Ⅱ

●　ステアリングリモコンが利用可能に
アルパイン製ナビ、カロッツェリア製ナビ、パナソニック製ナビ、ダイヤトーン製ナビ、ケンウッド製ナビ、
クラリオン製ナビでステアリングリモコンが利用できます。 ステアリングリモコンとは直接接続する有線
タイプです。 

希望小売価格 ￥2,000（税別）

種別 リモコン接続ハーネス

型番 CCA-401

リモコン接続ハーネス CCA-401
オプション製品

●　設定変更で各種輸入車をサポート
低速CAN用CTC-101/201と高速CAN用CTC-102Ⅱ/202を用意しております。
キャンセルのON/OFFを外部キャンセルスイッチの他、ステアリングスイッチで行うこと
も出来ます。（一部非対応の車種があります）

●　ステアリングスイッチ対応
CTC-201/202はステアリングスイッチ機能を備えています。
地デジのチャンネル切替やビデオモジュレータの信号切替をステアリングスイッチで
行えます。

●　CAN-BYPASS機能を搭載（CTC-102Ⅱ）
CAN-BYPASS機能を搭載したことで、キャンセラーOFF時にはノーマル配線に戻り、
テスターによる診断を妨げません。

●　安心の「Made in JAPAN」
設計・開発・製造は全て日本国内で行っています。

制御信号源 CANバス

希望小売価格 CTC-101/102Ⅱ ： ￥35,000（税別）

CTC-201/202 ： ￥45,000（税別）

種別 TVキャンセラーキット

型番 CTC-101/102Ⅱ/201/202

電源 DC12V　常時電源

アース マイナスアース

本体寸法 80mm×50mm×22mm

待機時消費電流 5mA以下

本体×1 ユニット接続コード×1 赤外線LEDコード（黒コネクタ）×1
※オプション（CTC-201/202用）

●CTC-101/102Ⅱ/201/202共通部品

CANバス接続コード
（白コネクタ）×1

CANバス接続コード
（黒コネクタ）×1

●CTC-101/201/202共通部品 ●CTC-201/202専用部品

外部キャンセルスイッチ×1

輸入車向けTVキャンセラーキット

TV CANCELLER CTC-101/102Ⅱ/201/202走行中にテレビを楽しめる！

●　リモコン操作が可能に
弊社製品「輸入車用TVキャンセラーキット CTC-201/202」とTVチューナーを接続し、赤外LEDを
使用せずにリモコンによるチャンネルの切替を可能にします。

●　簡単設置
赤外LEDと違い、取り付け場所を気にせずに設置できます。

希望小売価格 オープン価格

種別 リモコンケーブル

型番 CTC-203

リモコンケーブル CTC-203

オプション製品



●　純正ヘッドライトユニットのLEDをデイライト化！
 ・ 純正ユニットを点灯するので見た目を崩しません。
 ・ ON/ＯＦＦスイッチで簡単に変更可能です。
 ・ ウインカ時や、ハザード時には点滅側のデイライトが消灯します。

ベンツ用デイライトコントローラー

Benz Daylight Controller BDC-01

●　適合対応車種
メルセデスベンツ Aクラス/CLAクラス

本体寸法           

希望小売価格 ￥40,000（税別）

種別 ベンツ用デイライトコントローラー

型番 BDC-01

メルセデスベンツ純正ヘッドライトを

　　デイライトに変更できる！

●　外部入力を簡単増設！
 ・ ベンツ純正外部入力アダプターと純正オーディオの間に接続するので見た目を損ないません。
 ・ 増設した外部入力に接続することで、地上デジタルチューナー/DVD/iPodが楽しめます。
 ・ 純正外部入力アダプターへの入力（iPod/USB/ミニジャック）を優先します。
 ・ TVキャンセラーキット（CTC-102Ⅱ）を併用することで走行中にも視聴が可能になります。

ベンツ用AUXアダプター

AUX ADAPTER CAU-MB2

●　適合対応車種
メルセデスベンツ Aクラス/Bクラス/CLAクラス
※メディアインターフェイス（MI2）搭載車ttt

本体寸法 75mm×120mm×28mm

希望小売価格 ￥30,000（税別）

種別 ベンツ用AUXアダプター

型番 CAU-MB2

メルセデスベンツ純正外部入力アダプターに

　　　外部入力が簡単に増設できる！

ベンツ用オートライトコンバーター

Benz Autolight Converter BAC-01
●　オートライトの点灯を遅延！
 ・ オートライトの点灯を純正より暗くなったタイミングに変更します。
 ・ ディップスイッチで点灯させるタイミングを調整することが出来ます。
 ・ カプラオンなので接続が簡単です。

●　適合対応車種
メルセデスベンツ Aクラス/CLAクラス

本体寸法 80mm×50mm×22mm

希望小売価格 ￥25,000（税別）

種別 ベンツ用オートライトコンバーター

型番 BAC-01

メルセデスベンツの

　オートライト点灯機能をコントロール！

ベンツ用アイドリングストップリバーサー

Benz Idling Stop Reverser ISR-02
●　アイドリングストップをOFFスタートに！
 ・ ACC起動時にＥＣＯモードを解除します。
 ・ 純正スイッチでＥＣＯモードを復帰させることが出来ます。
 ・ カプラオンなので接続が簡単です。

●　適合対応車種
メルセデスベンツ Aクラス/CLAクラス

本体寸法 80mm×50mm×22mm

希望小売価格 ￥20,000（税別）

種別 ベンツ用アイドリングストップリバーサー　

型番 ISR-02

メルセデスベンツの

　アイドリングストップ機能をOFF！



●　カーナビの安定動作をサポート
アイドリングストップからの復帰時カーナビが再起動する車両で、カーナビに安定電圧を供給します。
※ナビユニットで使用するV.batとACCの電圧を保証します。

※弊社製品「アクセサリーアダプター ACC-2A」では対応できない車両向けです。

※対応車種は、ポルシェ、BMWミニ、フォルクスワーゲンなどです。

バッテリーアシストユニット

BATTERY ASSIST BAU-35A

●　安心の「Made in JAPAN」
設計・開発・製造は全て日本国内で行っています。

本体寸法 70mm×107mm×40mm

希望小売価格 ￥32,000（税別）

種別 バッテリーアシストユニット

型番 BAU-35A

アイドリングストップ時の

　カーナビの安定動作をサポート

●　豊富な入力系統を装備
 ステレオ音声付入力２系統に加え、カメラ用に映像入力２系統（バックカメラ用１）を用意しました。

●　ステアリングスイッチ対応
 TVキャンセラーキット（別売）との接続でステアリングスイッチからチャンネルを操作できます。
※既存のアナログチューナーによっては、ソース切替時（バックカメラの切替を含む）に映像が安定するまで時間がかかる

　場合があります。

●　バックカメラ自動切替
 リバース信号の入力で自動でバックカメラに切り替わります。
　※本製品のAV入力視聴時に切り替わります。

　※バック走行中の利用には別途TVキャンセラーが必要となります。

ビデオモジュレータキット

VIDEO MODULATOR CRM-101

本体寸法 80mm×50mm×22mm

希望小売価格 ￥20,000（税別）

種別 ビデオモジュレータキット

型番 CRM-101

外部入力端子が付いていないため、地デジを諦めていた方に

　純正アナログTVで地デジが観られる！

アクティブスピーカー

ACTIVE SPEAKER AS-03WG
●　社外ナビからの音声ガイダンス用に
社外ナビとの接続で音声ガイダンス等が出力されない場合に使用します。

●　フィルター内蔵
オルタネーター系のノイズを軽減しています。

社外ナビの音声ガイダンス用スピーカー

入力 RCAジャック（モノラル）

電源 DC12V（マイナスアース車専用）

本体寸法 100mm×55mm×35mm
（突起部分を除く）

希望小売価格 ￥14,000（税別）

出力 約３W

種別 アクティブスピーカー

型番 AS-03WG

R CAフィルタ

RCA FILTER RCAF
●　ノイズを軽減
カーオーディオ信号に混入するオルタネーター系のノイズ（エンジンの回転数に比例するノイズ）を
軽減することが出来ます。

本体寸法 50mm×35mm×25mm

希望小売価格 ￥4,000（税別）

種別 RCAフィルタ

型番 RCAF

カーオーディオのノイズ対策に！



●　海外用ラジオで国内のFM放送を！
見た目を崩すことなく海外用ラジオを使用可能！
純正のオーディオそのままで、国内FM放送を聞くことが可能です。

本体寸法 50mm×90mm×26mm

入力周波数 76～90MHｚ

出力周波数 88～108MHｚ

消費電力 100mA以下

コネクタ JASOアンテナコネクタ

希望小売価格 ￥32,000（税別）

種別 FMラジオコンバーター

型番 FMC-80

FMラジオコンバーター

FM RADIO CONVERTER FMC-80海外用ラジオ搭載車で

　国内のFM放送を視聴できる！

●　毎度キャンセルスイッチを押している方に！
エンジン始動時に毎度アイドリングストップ機能をキャンセルされている方に自動でキャンセルすること
で手間が省けます。

●　適合対応車種
Alfa Romeo MITO/FIAT 500など
※機能ON/OFFスイッチのハーネスに割り込めるタイプの車種

本体寸法 60mm×35mm×20mm

希望小売価格 ￥10,000（税別）

種別 アイドリングストップリバーサー

型番 ISR-01

アイドリングストップリバーサー

IDLING STOP REVERSER ISR-01アイドリングストップ機能をOFFに！

●　アイドリングストップ対策に
アイドリングストップ状態からの復帰時にカーナビが再起動する車両に、カーナビやETCのアクセサリー
電源補助として使用します。

※使用できる電流は定常2A、瞬間最大は3Aまでです。
※バッテリー電圧が下がってしまう車種には、「バッテリーアシストユニット BAU-35A」をご利用ください。

本体寸法 45mm×15mm×15mm

希望小売価格 ￥4,000（税別）

種別 アクセサリーアダプター

型番 ACC-2A

アクセサリーアダプター

ACCESSORY ADAPTER ACC-2Aアイドリングストップ時の

　アクセサリー電源をアシスト！

イルミネーションアダプター

ILLUMINATION ADAPTER ILM-1ALEDランプや室内灯などの

　ドレスアップパーツ取付に！

本体寸法 45mm×15mm×15mm

希望小売価格 ￥3,000（税別）

種別 イルミネーションアダプター

型番 ILM-1A

●　アフターパーツの取り付けに
LEDランプへの交換、バックカメラのバックランプ連動、ステップランプの室内灯連動などのアフター
パーツ取付に使用します。
室内灯などの電流を取れない電源ソースやパルス状の電圧が入力されているバックランプ入力などを
電源に出来ます。






