【ハーネス関連製品】

3 月上旬発売予定！

3 月上旬
発売

ハーネスシリーズに新製品が登場！
※AG745H は 4 月中旬発売

地デジ変換コネクター

日産・ホンダ車用
地デジアンテナ変換コード
（VR1 変換）

AG753PD-GT13

希望小売価格（税別）：3,000 円
JAN コード：4589907415590

GPS 変換コネクター

日産・ホンダ車用
GPS アンテナ変換コード
（GT16 変換）

取り付けキット

トヨタ車用パイオニア
W ユニット取付キット ( トヨタ 20P)

AG754P-GPS

AG763T

希望小売価格（税別）：2,000 円

希望小売価格（税別）：5,000 円

JAN コード：4589907415606

JAN コード：4589907415613

4 月中旬
発売
取り付けキット

ステアリングリモコンケーブル

トヨタ車用パイオニア
W ユニット取付キット ( トヨタ 28P)

スズキ車用パイオニア
W ユニット取付キット

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル ( ホンダ多機能用 )

希望小売価格（税別）：5,000 円

希望小売価格（税別）：5,000 円

希望小売価格（税別）：3,500 円

AG764T

JAN コード：4589907415620

AG765S

JAN コード：4589907415637

AG745H

JAN コード：4589907415583

ETC 車載取り付け基台

ワイドパネル

オーディオハーネス

トヨタ車用
ＥＴＣ車載器取り付け基台

トヨタ車用
パネル（200mm 幅対応）

トヨタ / ダイハツ車用
ホンダ / スズキ車用
オーディオハーネス（10P・6P） オーディオハーネス （20P）

AG405T

AG408T

AG701T

AG702H

JAN コード：4589907411264

JAN コード：4589907411271

希望小売価格（税別）
：2,000 円 希望小売価格（税別）：1,000 円 希望小売価格（税別）
：1,500 円
：1,500 円 希望小売価格（税別）
JAN コード：4589907411356

JAN コード：4589907412001

オーディオハーネス

三菱車用
オーディオハーネス （14P)

AG703M

車速センサー

日産車用
ハーネス（20P）ステリモ対応

AG705N

トヨタ / スズキ車用
車速センサーハーネス（5P）

AG704T

：800 円
希望小売価格（税別）
：1,500 円 希望小売価格（税別）：3,000 円 希望小売価格（税別）
JAN コード：4589907411288

アンテナ変換

トヨタ車用
アンテナ変換コード

AG706T

JAN コード：4589907412018

JAN コード：4589907411448

電源ソケット

カメラ接続アダプター

電源ソケット
（ロック機構付き）

トヨタ車用
リアカメラ接続アダプター (4P)

AG708

AG711CA-T

日産車用

車速センサーハーネス （12P）

AG707N

希望小売価格（税別）
：1,000 円
JAN コード：4589907412032

ホンダ車用
リアカメラ接続アダプター (8P)

AG712CA-H

：5,000 円 希望小売価格（税別）：6,000 円
希望小売価格（税別）
：1,500 円 希望小売価格（税別）：1,179 円 希望小売価格（税別）
JAN コード：4589907412025

JAN コード：4589907415293

JAN コード：4589907411295

JAN コード：4589907411301

カメラ接続アダプター

ダイハツ・トヨタ車用
リアカメラ接続アダプター (20P)

AG713CA-D
希望小売価格（税別）：5,000 円
JAN コード：4589907411318

ホンダ / 日産車用
リアカメラ接続アダプター (5P)

AG714CA-H

希望小売価格（税別）
：5,000 円
JAN コード：4589907411325

ステアリングリモコンケーブル

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル ( ホンダ車 )

AG741H

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル ( スバル車 )

AG742F

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル ( トヨタ 20P)

AG743T

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル ( トヨタ 28P)

AG744T

：1,500 円 希望小売価格（税別）
：2,000 円
希望小売価格（税別）
：1,500 円 希望小売価格（税別）：1,500 円 希望小売価格（税別）
JAN コード：4589907411370

JAN コード：4589907411387

JAN コード：4589907411394

バックカメラ入力ハーネス
ステアリングリモコンケーブル

ホンダディーラーオプションナビ用
カメラ入力ハーネス

AG721CH-H

トヨタディーラーオプションナビ用
カメラ入力ハーネス

AG722CH-T

JAN コード：4589907411400

ステアリングリモコン接続ハーネス

日産車用
カメラ接続ハーネス (4P)

AG723CH-N

ケンウッド用
ステアリングリモコン接続ハーネス

AG731K

希望小売価格（税別）
：1,400 円 希望小売価格（税別）：1,400 円 希望小売価格（税別）
：3,000 円 希望小売価格（税別）
：1,800 円
JAN コード：4589907411332

JAN コード：4589907411349

カメラ端子変換コネクター

地デジ変換コネクター

オーディオ・ナビゲーション取り付けキット

パイオニア用
カメラ端子変換コネクター

日産・ホンダ車用
地デジアンテナ変換コード

トヨタ車用ハーネス・パネル・
車速セット

AG751P

AG752P-GT13

JAN コード：4589907411998

AG761T

JAN コード：4589907411363

トヨタ車用ハーネス・パネル・
アンテナ変換・車速セット

AG762T

希望小売価格（税別）
：1,500 円 希望小売価格（税別）：3,000 円 希望小売価格（税別）
：3,000 円 希望小売価格（税別）：4,000 円
JAN コード：4589907411417

JAN コード：4589907415309

JAN コード：4589907412049

JAN コード：4589907412056

内容物

内容物

・ワイドパネル (L・R)
:各1個
・オーディオハーネス (10P)
:1 個
・オーディオハーネス (6P)
:1 個
・車速配線カプラー (5P)
:1 個
・M5 ビス ワイドパネル用
:4 本
・φ5 タッピング ワイドパネル用 :4 本

・ワイドパネル (L・R)
:各1個
・オーディオハーネス (10P)
:1 個
・オーディオハーネス (6P)
:1 個
・アンテナ変換コード (3P)
:1 個
・車速配線カプラー (5P)
:1 個
・M5 ビス ワイドパネル用
:4 本
・Φ5 タッピング ワイドパネル用 :4 本

お客様窓口 050-3733-1373
http://www.msnet.asia/

受付時間：月曜日～金曜日
10時～12時 / 13時～17時

（祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く）

●ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の
登録商標です。●製品仕様・外観は、改良のため
予告なく変更することがあります。●価格は全て
オープン価格です。

