リアカメラ接続アダプター

R

ビルトイン
スイッチ

●製品名︓トヨタ車用リアカメラ接続アダプター

●製品名︓トヨタ車用リアカメラ接続アダプター（ビルトインスイッチ）

●製品名︓日産・三菱・トヨタ車用リアカメラ接続アダプター

●型 番 ︓AG770CA-T

●型 番 ︓AG770CA-TA

●型 番 ︓AG771CA-N

●J A N ︓

●J A N ︓

●J A N ︓

●用 途 ︓メーカーオプションのパノラマビュー映像を
ピン端子（RCA）で出力するアダプターです。

●用 途 ︓メーカーオプションのパノラマビュー映像を
ピン端子（RCA）で出力するアダプターです。

●用 途 ︓ルームミラーモニターに映し出される、アラウンドビュー映像
またはリアカメラ映像をピン端子（RCA）で出力するアダプターです。

●内容物︓カメラ接続アダプター (1)、カメラ映像変換
ハーネス (1)、切替スイッチ (1)、オスギボシ&スリーブ
(3)、結束バンド (3)、両面テープ大/小 (各1)、取付・取
扱説明書（1）、保証書 (1)

●内容物︓カメラ接続アダプター (1)、カメラ映像変換ハー
ネス (1)、ビルトインスイッチ (1)、オスギボシ&スリーブ
(3)、スイッチハーネス (1)、Eクランプ（1）、結束バンド
(3)、両面テープ (1)、取付・取扱説明書（1）、保証書 (1)

●内容物︓カメラ接続アダプター (1)、RCAケーブル(3m)
(2)、結束バンド (5)、両面テープ (1)、取付・取扱説明書 (1)
、保証書（1）

ビルトイン
スイッチ

●製品名︓ダイハツ車用リアカメラ接続アダプター

●製品名︓ダイハツ車用リアカメラ接続アダプター（ビルトインスイッチ）

●製品名︓スズキ車用リアカメラ接続アダプター

●型 番 ︓AG772CA-D

●型 番 ︓AG772CA-DA

●型 番 ︓AG773CA-K

●J A N ︓

●J A N ︓

●J A N ︓

●用 途 ︓メーカーオプションのパノラマビュー映像を
ピン端子（RCA）で出力するアダプターです。

●用 途 ︓メーカーオプションのパノラマビュー映像を
ピン端子（RCA）で出力するアダプターです。

●用 途 ︓メーカーオプションの全方位カメラ映像を市販ナビ
ゲーション（カメラ入力︓ピン端子）に映すアダプターです。

●内容物︓カメラ接続アダプター (1)、切替スイッチ
(1)、結束バンド (5)、オスギボシ&スリーブ (3)、メス
ギボシ&スリーブ (2)、両面テープ (2)、取付・取扱説
明書 (1)、保証書（1）

●内容物︓カメラ接続アダプター (1)、ビルトインスイッ
チ (1)、スイッチハーネス (1)、結束バンド (5)、オスギボ
シ&スリーブ (3)、メスギボシ&スリーブ (2)、Eクランプ
(1)、両面テープ (1)、取付・取扱説明書 (1)、保証書（1）

●内容物︓カメラ接続アダプター (1)、切替スイッチ（1）
、RCA変換アダプター(1）、オスギボシ&スリーブ (4)、メ
スギボシ&スリーブ (1)、結束バンド (3)、両面テープ大/小
(各1)、取付・取扱説明書 (1)、保証書（1）

●製品名︓トヨタ・ダイハツ車用リアカメラ接続アダプター

●製品名︓トヨタ・ダイハツ車用リアカメラ接続アダプター

●型 番 ︓AG774CA-D

●型 番 ︓AG775CA-D

●J A N ︓

●J A N ︓

●用 途 ︓メーカーオプションのパノラマビュー映像を、
ピン端子（RCA）で出力するアダプターです。

●用 途 ︓メーカーオプションのリアカメラを、市販のナ
ビゲーション(モニター)に接続するためのアダプターです。

●内容物︓カメラ接続アダプター (1) 、結束バンド (5)、
オスギボシ&スリーブ (4)、メスギボシ&スリーブ (2)、両
面テープ (1)、取付・取扱説明書 (1)、保証書（1）

●内容物︓カメラ接続アダプター (1) 、結束バンド (2)、
オスギボシ&スリーブ (4)、メスギボシ&スリーブ (2)、両
面テープ (1)、取付・取扱説明書 (1)、保証書（1）

パッケージサイズ︓
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DC 12V
W60×H37×D13.5mm（AG771CA-N を除く）
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R

ETC車載取り付け基台

TVナビ切替機

ワイドパネル

オーディオハーネス

車速センサー

トヨタ車用
ＥＴＣ車載器取り付け基台

市販ナビ用
TV-NAVI切替機

トヨタ車用
パネル（200mm幅対応）

トヨタ/ダイハツ車用
オーディオハーネス（10P・6P）

ホンダ/スズキ車用
オーディオハーネス（20P）

三菱車用
オーディオハーネス（14P）

JAN︓4589907411356

JAN︓4589907411516

JAN︓4589907412001

JAN︓4589907411264

JAN︓4589907411271

JAN︓4589907411288

AG405T

AG407TNS

車速センサー

アンテナ変換

AG408T

AG701T

電源ソケット（ロック機構付き）
オーディオハーネス

AG702H

3

トヨタ車用
アンテナ変換コード

JAN︓4589907412032

JAN︓4589907412025

AG707N

AG706T

電源ソケット
（ロック機構付き）

AG708-2

JAN︓4589907415644

バックカメラ入力ハーネス

3

年
保証

トヨタ・日野車用
オーディオハーネス（18P）

トヨタ車用
カメラ接続アダプター(4P)

ホンダ車用
カメラ接続アダプター(8P)

JAN︓4589907415866

JAN︓4589907411295

JAN︓4589907411301

AG709T

映像分岐ハーネス

日産車用
ハーネス（20P）ステリモ対応

トヨタ/スズキ車用
車速センサーハーネス (5P)

JAN︓4589907412018

JAN︓4589907411448

AG705N

AG704T

カメラ接続アダプター
年
保証

日産車用
車速センサーハーネス（12P）

AG703M

AG711CA-T

ステアリングリモコン接続ハーネス

AG712CA-H

3

3

年
保証

年
保証

ダイハツ・トヨタ車用
リアカメラ接続アダプター(20P)

ホンダ/日産車用
カメラ接続アダプター(5P)

JAN︓4589907411318

JAN︓4589907411325

AG713CA-D

AG714CA-H

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 トヨタディーラーオプションナビ用 日産車用
カメラ入力ハーネス
カメラ接続ハーネス(4P)
カメラ入力ハーネス

ハイエース用ルームミラー
映像分岐ハーネス

ケンウッド用
パイオニア用ステアリング
ステアリングリモコン接続ハーネス リモコンケーブル(ホンダ車)

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル(スバル車)

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル(トヨタ20P)

JAN︓4589907416726

JANコード︓4589907415828

JAN︓4589907416160

JAN︓4589907411387

JAN︓4589907416184

AG721CH-H2

AG722CH-T

JAN︓4589907411349

AG723CH-N

JAN︓4589907411998

AG725CH-T

ステアリングリモコンケーブル

AG731K-2

AG741H

JAN︓4589907411370

AG742F

カメラ端子変換コネクター 地デジ変換コネクター

AG743T-3

GPS変換コネクター

パイオニア用ステアリング
リモコンケーブル(トヨタ28P)

パイオニア用ステアリング
トヨタ用ステアリングリモコン
リモコンケーブル(ホンダ多機能用) ケーブル（20P)

トヨタ用ステアリングリモコン
ケーブル（28P）

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

日産・ホンダ車用 地デジアンテナ
変換コード（VR1変換）

日産・ホンダ車用
GPSアンテナ変換コード（GT16変換）

JAN︓4589907416672

JANコード︓4589907415583

JANコード
︓4589907415842

JAN︓4589907415767

JAN︓4589907415309

JANコード︓4589907415590

JANコード︓4589907415606

AG744T-2

AG745H

AG746T

JANコード
︓4589907415835

AG747T

AG751P-2

AG752P-GT13

AG753PD-GT13

AG754P-GPS

車両変換車両信号ハーネス オーディオ・ナビゲーション取り付けキット

トヨタ/ダイハツ車用
車両信号変換ケーブル

トヨタ車用ハーネス・パネル・
車速セット

トヨタ車用ハーネス・パネル・
アンテナ変換・車速セット

JAN︓4589907416177

JAN︓4589907412049

JAN︓4589907412056

AG755TD

AG761T

AG762T

トヨタ車用パイオニア
トヨタ車用パイオニア
スズキ車用パイオニア
Wユニット取付キット(トヨタ20P) Wユニット取付キット(トヨタ28P) Wユニット取付キット

AG763T

JANコード︓4589907415613

AG764T

JANコード︓4589907415620

〈内容物〉
〈内容物〉
●ワイドパネル(L・R)︓各1個
●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(10P)︓1個
●オーディオハーネス(6P)︓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
●アンテナ変換コード(3P)︓1個
●M5ビスワイドパネル用︓4本
●車速配線カプラー(5P)︓1個
●φ5タッピングワイドパネル用︓4本●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

AG765S

JANコード︓4589907415637

取り付けキット
パッケージ

■発売元

お客様窓口 050-3734-7461
URL: msnet.asia
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