バックカメラ取付部材
カメラ変換
16-①

品番：JP-CA14BS 仕様：トヨタ/イクリプス4P → RCA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。
16-②

品番：JP-BC10H4TFST

仕様：日産等 → トヨタ/イクリプス4P

日産等 → 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。

16-③

品番：JP-BC8H4TF 仕様：ホンダ → トヨタ/イクリプス4P

JPBC8H4TF

ホンダ → トヨタ/イクリプス4P（※画像はノーマルビュー固定となります）
※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。

16-④

品番：JP-CA56BCDT

仕様：ダイハツ → トヨタ/イクリプス4P

ダイハツ車用バックカメラ・ステアリングスイッチ信号取り出しハーネス（適合車両要確認）
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。
※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。
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市販バックカメラ入力部材
カメラ入力変換
17-①

品番：JP-CA20BCT

仕様：RCA → トヨタ/イクリプス4P

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。
※ NSDD-W61は適合不可。
17-②

品番：JP-CA32BCC

仕様：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

17-③

品番：JP-CA28BCPI

仕様：RCA → パイオニア

サイバーナビなどに市販RCA出力のバックカメラを接続する為の変換ケーブル

※適合、カプラー形状要確認

17-④

品番：JP-CA70BCPI

【対応機種】
AVIC-0999LS/VH0999S/ZH0999WS 他
AVIC-HRZ990/HRZ900
AVIC-MRZ99/ MRZ77/MRZ66/MRZ90G/
MRZ90Ⅱ/MRZ85/MRZ90

仕様：RCA → パイオニア

サイバーナビ AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系 に、市販の汎用バックカメラ
を接続する為に必要です。
【対応機種】
AVIC-CL900系/CW900系/
CZ900系/CE900系
※適合、カプラー形状要確認

17-⑤

品番：JP-CA71BCK

仕様：RCA → ケンウッド

ケンウッドナビの一部機種に、市販バックカメラを接続する為の変換ケーブル
【対応機種】
MDV-Z904W / MDV-Z904 /MDV-Z704W
MDV-Z704 / MDV-L504 / MDV-L504W /
MDV-L404 - MDV-L404W /MDV-L503 /
MDV-L503W /MDV-L403 / MDV-L403W
※適合、カプラー形状要確認
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ステアリングリモコンケーブル
トヨタ用ステアリングリモコン接続ケーブル
18-① 品番：JP-CA16STRT
仕様：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。
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。

18-② 品番：JP-CA34STRT
仕様：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。

18-③ 品番：JP-CA36Ｆ30
仕様：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。
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。

18-④ 品番：JP-CA16STRTＦ
仕様：ステアリングリモコン用 逆カプラー(20P)
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。

18-⑤ 品番：JP-CA52TU
【適合車種】ハイラックス（年式）H29/09～
（型式）GUN125
仕様：新型ハイラックス専用です。
ナビ裏の２８ピンカプラーに接続することで、
簡単に車速・リバース・ステアリングリモコン信号線を取り出せます。

18-⑥ 品番：JP-CA45STRT
仕様：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。

18-⑦ 品番：JP-CA39STRK
仕様：ケンウッド用ETC/ステアリングリモコンケーブル
ケンウッドカーナビにステアリングリモコンとＥＴＣを
接続する為のケーブルKNA-300EXと同等品です。
接続可能なETC本体は、DIU-5310 のみです。
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電源取出しハーネス類
トヨタ車用オプションコネクター電源・車速取り出しハーネス
19-①

品番：JP-CA91TOC
仕様：電源取り出しハーネス

（トヨタ車オプションコネクター）

適合するトヨタ車の運転席キックパネル付近にあるオプションカプラーに接続することで、電装品
に使う電源を簡単に取り出せます。すでに純正の電装品でオプションコネクターが使われている場
合は、割り込ませて使用します。
★取り付ける車種によって、取り出せる配線が変わります（下の適合表を参照）
【注意！】
電流の許容量はお車によって変わりますが、ＥＴＣ・レーダー・ドラレコ専用の電源です。
アンプやDC-ACなどには使用できません。

車種/年式/型式

BATT
（常時）

ＩＧ

ＩＬＬ

（ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ） （イルミ）

GND

SPD

（アース）

（車速）
×

アルファード・ヴェルファイア３０系 H27/1～

○

○

○

○

ノア・VOXY・エスクァイア ８０系 H26/1～

○

○

○

○

○

Ｃ-ＨＲ

×

○

○

○

×

シエンタ

ZYX10/NGX50 H28/12～

カムリ

１７０系

H27/7～

AXVH7#系 H29/6～

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

クラウンハイブリッド AZSH20 H30/6～

○

○

○

○

調査中

ハリアーＨＶ ６０系 H25/12～

○

○

○

○

○

19-② 品番：JP-CA46ETR
仕様：トヨタ純正ＥＴＣ連動ケーブル（イクリプスナビ用）
トヨタ純正のビルトインタイプＥＴＣを、市販イクリプスナビと連動可能。また、トヨタ純正後席
モニターに電源を供給して、市販ナビに接続できるようにするためのケーブルです

■電源供給可能な、純正後席モニター本体
V8T-R55 / V8T-R56 / V8T-R57 / V9T-R56 / V9T-R57C / V9T-R59C /
V11T-R62C
【ＥＴＣ本体適合】
トヨタ純正ＥＴＣ品番：08685-00361/08685-00263/08685-00243
【注意！】
ディーラーオプション後席モニター付車の場合、JP-CA46ETRがもう一つ必要となります。
後席モニター側に接続し、ナビには接続せずご使用ください。
※ JP-CA46ETRで後席モニターとETCを同時に連動させると、ナビが誤作動を起こします。
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スピーカー関連ハーネス
トヨタ車用スピーカー変換、分岐ハーネス
20-① 品番：JP-CA72SPHT
仕様：トヨタ純正ツィーター付替え用

スピーカーケーブル変換ハーネス

※１セットで車１台分

最近のトヨタ車のステンレス製ラインに対応したスピーカー変換カプ
ラーです。本製品は、配線加工することなく車両側４ピンコネクターに
カプラーオンで簡単に取付けが可能です。また、車種によって配線位置
が違うため、配線を差し込む前の状態で出荷しています。

【適合車種】※取付ける車種によって配線位置が違うため、付属の説明書よくお読みください。
５０系プリウス H27/12～、ハリアー H25/12～、８６ Ｈ24/4～、Ｃ-ＨＲ H28/12～
３０系アルファード・ヴェルファイア（８スピーカー付き車）フロント側ツイーター/スライドドア内ツイーター
３０系プリウス H21/5～Ｈ27/11、プリウスα
アクア

H23/5～

H23/12～、iQ H20/11～ NGJ10/KGJ10

20-② 品番：JP-CA53SPS
仕様：トヨタ/ダイハツ スピーカー用分岐ハーネス
トヨタ・ダイハツ車で、車両側配線を加工する
ことなく、ウーファー、ツィーター、サテライト
スピーカーなどを増設するための分岐ハーネスです。

ＥＴＣ取付アタッチメント
ETC基台（ポケット）
純正の様にスッキリ収納できます。（全商
品黒色塗装済です）

20-③ 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
20-④ 品番：JP-CB4Ⅱ
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
20-⑤ 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
20-⑥ 品番：JP-CB18
スペーシア(MK32S) H25.3-、ハスラー(MR31S) H26.1ワゴンＲ/スティングレー(MH35/MH55S) H29.2～、クロスビーH29.12- など
20-⑦ 品番：JP-CB19
エクストレイル(T32) H25.12-、ジューク(F15) H22.6セレナ(C26) H22.11-、ムラーノ(Z51) H20.9～H27.3 など
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