スペアスイッチホール部に充電用USBポートを増設

オーディオ中継用＆充電用USBポートを増設

トヨタ車系用
リバーシブルUSBポート4.8A

トヨタ車系用 リバーシブル
USBポートAUDIO+2.4Ａ

トヨタ車系専用設計で、スペアスイッ
チホール部にピッタリ取り付け。合計
最大4.8A充電が可能。機器に合わせ
て最適な電流を供給して充電する自
動判別機能付き。どちらの向きでも
挿せるリバーシブルタイプのUSB
ポート。充電状況お知らせランプ機
能付き。

トヨタ車系専用設計で、スペアスイッ
チホール部にピッタリ取り付け。どち
らの向きでも挿せるUSBポート。中継
側USBポートを使用して、
スマホ等を
カーオーディオに接続。給電側USB
ポートは自動判別機能付き
（合計最
大2.4A出力）
。給電側USBポートは
充電状況お知らせランプ機能付き。

ＶＰ134

ＶＰ１３１

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H33×W23×D61
（mm）

品番

追工コード

49799 69805 74

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H33×W23×D61
（mm）

※USBケーブルは含まれません

参考価格（税込）

3,036円 （2,760円）

3808

※USBケーブルは含まれません

品番

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

3,036円 （2,760円）

49799 69805 77

オーディオ中継用＆充電用USB Type-Cポートを増設

トヨタ車系用
リバーシブルUSBポート
AUDIO+TYPE-C
VP135

トヨタ車系専用設計でスペアスイッチ
ホール部にUSBポートを増設。オーディ
オ中継側USBポートを使用して、スマホ
等をカーオーディオに接続可能。
給電側USB Type-Cポートを使用して、
スマホ等を充電可能
（別途USB Type-C
コードが必要）
どちら向きでも挿せるリ
バーシブルタイプのUSBポート。
メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H33×W23×D61
（mm）

※USBポートは、下記の製品寸法図を
ご確認の上、お買い求め下さい。
①VP131,VP134,VP135

品番

参考価格（税込）

（税抜）

約23
mm

3,608円 （3,280円）

49799 69805 78

約18mm

約23mm

※USBケーブルは含まれません

約33
mm
約43mm

トヨタ車系専用、小型スイッチホール部に専用USBポートを増設

トヨタ車系用
コンパクトUSBポート 2.4A

約18mm

VP138

トヨタ車系専用、小型スイッチホール
部に充電専用のUSBポートを
（1口）
増設
（最大出力2.4A）
。専用設計で、
内装にピッタリ取り付け。通電確認用
モニターランプ
（ブルーLED）
付き

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H22×W22×D50
（mm）

②VP138
約20mm
約22mm
約20
mm

約22
mm
※USBケーブルは含まれません

品番

参考価格（税込）

約50mm

（税抜）

2,486円 （2,260円）

49799 69805 82

引っ掛けるだけで取り付けられる簡単カバー

スヌーピー
サーフ ティッシュカバー

汎用用品

7279-05

袋のタイプで取付も簡単です。
厚さ6.5cmまでのティッシュボックス
が収まります。

スヌーピー

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W210×D65
（mm）

品番
49670 98319 24
69

追工コード
3073

参考価格（税込）

（税抜）

1,540円 （1,400円）

傘をしっかり収納できる

ストッパー付きでズレにくいクッション

スヌーピー
サーフ アンブレラホルダー

スヌーピー
サーフ シングルクッション

取り外せるポケットで雨水をしっかり
キャッチし水抜きできます。
最大5本の傘が収納可能。

厚さ2ｃｍのウレタン入りで座り心地
も快適。

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H600×W120×D90
（mm）

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H450×W450×D20
（mm）

7279-06

品番

7622-02

追工コード

49670 98319 34

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,090円 （1,900円）

3074

参考価格（税込）

追工コード

49670 98106 64

スヌーピーのレザー素材ティッシュカバー

スヌーピーのレザー素材シートバックポケット

スヌーピーチア2
ティッシュカバー

スヌーピーチア2
アンブレラホルダー

レザーの型押しがかわいいスヌーピ
ーのレザー素材ティッシュカバー。

レザーの型押しがかわいい、内側防
水加工で濡れたまま傘を収納できる
スヌーピーのレザー素材アンブレラ
ホルダー。

①ブラック 72590608
②キャメル 72590688

①ブラック 72590508
②キャメル 72590588

①

②

①

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W170×D30
（mm）

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W220×D20
（mm）

品番

カラー

追工コード

①49670 98123 00

ブラック

3303

②49670 98123 08

キャメル

3311

カラー

追工コード

（1,400円）

①49670 98123 10

ブラック

3340

（1,400円）

②49670 98123 18

キャメル

3397

参考価格（税込）

1,540円
1,540円

品番

（税抜）

スヌーピーのレザー素材シートバックポケット

スヌーピーのレザー素材マルチボックス

スヌーピーチア2
シートバックポケット

スヌーピーチア2
マルチボックス

レザ ー の 型 押しがかわい いスヌー
ピーのレザー素材シートバックポケッ
ト。

レザーの型押しがかわいいスヌーピ
ーのレザー素材マルチボックス。小
物入れやゴミ箱として便利に使えま
す。

①ブラック 72590808
②キャメル 72590888

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W300×D30
（mm）

品番

（税抜）

1,870円 （1,700円）

3077

②
参考価格（税込）

2,090円
2,090円

（税抜）

（1,900円）
（1,900円）

①ブラック 72594308
②キャメル 72594388

①

カラー

追工コード

ブラック

3516

②49670 98123 28

キャメル

3517

カラー

追工コード

（2,200円）

①49670 98123 40

ブラック

3726

（2,200円）

②49670 98123 48

キャメル

3731

参考価格（税込）

2,420円
2,420円

②

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H175×W180×D175
（mm）

②

①49670 98123 20

①

品番

（税抜）

参考価格（税込）

2,200円
2,200円

（税抜）

（2,000円）
（2,000円）

ティッシュもかわいく収納

ミッキー ミニー/ハート
ティッシュカバー

汎用用品

7278-05

厚さ８ｃｍまでのティッシュを収納可能。
ストラップは取り外し可能。

ミッキー＆ミニー

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H60×W250×D120
（mm）

品番
49670 98319 50
70

追工コード
3057

参考価格（税込）

（税抜）

1,760円 （1,600円）

シートベルトによる
「擦れ」
をやわらげる

ミッキー＆ミニー柄のティッシュカバー

ミッキー ミニー/ハート
ベルトパッド

レトロディズニー
ティッシュカバー ネイビー

シートベルトによる
「擦れ」
をやわらげ、
ふんわりサポートします。
シートベルト幅は52mmまでに対応。

レトロなミッキー＆ミニーがかわいい
ティッシュカバー。

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H240×W80×D20
（mm）

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W15×D220
（mm）

72610548

7278-16

追工コード

品番
49670 98319 60

3058

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,320円 （1,200円）

追工コード

49670 98124 14

3744

ミッキー＆ミニー柄のアンブレラホルダー

ミッキー＆ミニー柄のマルチボックス

レトロディズニー
アンブレラホルダー ネイビー

レトロディズニー
マルチボックス ネイビー

レトロなミッキー＆ミニーがかわいい。
内側防水加工で濡れたまま傘を収納
できるアンブレラホルダー。

レトロなミッキー＆ミニーがかわいい
マルチボックス。小物入れやゴミ箱と
して便利に使えます。

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H320×W30×D170
（mm）

メーカー：ボンフォーム
サイズ：H175×W180×D175
（mm）

追工コード

品番

3765

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

1,540円 （1,400円）

72614348

72610648

49670 98124 24

参考価格（税込）

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,090円 （1,900円）

追工コード

49670 98124 54

3863

2,200円 （2,000円）

カンタンなのに、
しっかりホールド

スマホルダー クイック 吸盤
カーボン調 ブラックメッキ

汎用用品

SA11

スマホを押し込むだけのクイックホー
ルド機構により、着脱に手間なく、ス
マートフォンをしっかりとホールド。
ボールジョイント構造採用で、ホル
ダーの角度調整範囲が広く使いやす
い。

スマートフォン
ホルダー

対応スマートフォンサイズ：幅55～88mm
対応総重量：220g以下
メーカー：カーメイト
サイズ：H123×W88×D88
（mm）

品番

追工コード

49730 07416 26

3963

手帳型ケース対応のスマホホルダー

粘着ゲル+真空吸盤で強力吸着

手帳型ケース対応
スマホホルダー吸盤

ＴＫＲ０３Ｋ

スマホ用車載ホルダー

ＰＺ７８４

粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッ
シュボードにも吸着。着脱自在で別の車
への載せ換えも簡単。幅90mmまでの
スマートフォンに対応するクリップ式ホ
ルダー。
クリップ内側のラバーグリップ
でスマートフォンの傷付きを防ぎ、
しっ
かりホールド。ボールジョイント機構で
スマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角
度調節が自由自在。

コンパクトなゲル吸盤で簡単装着。
ボールジョイント構造により、スマー
トフォンを見やすい角度に調整する
ことができる。縦置き・横置きどちら
でもスマートフォンを充電しながら収
納可能。
対応スマートフォンサイズ：幅71～172mm
厚み7～18mm
対応総重量：250g以下

メーカー：多摩電子工業
サイズ：本体：約H105×W65×D120
（mm）
取り付けプレート 約φ65×D1.8
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H100×W85×D115
（mm）

品番
49799 69011 35

2,750円 （2,500円）

追工コード
3803

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,804円 （1,640円）

45187 07114 79
71

追工コード
3743

参考価格（税込）

1,098円

（税抜）

（998円）

手帳型ケースも収納できる、スマホホルダー！

手帳型ケース対応 スマホとドリンクを同時ホールド

スマホホルダー

手帳型ケース対応
スマホホルダー ドリンクイン

ＥＣ１７６

大きな手帳型ケースからスリムケー
スまで収納できるホルダー、ホルダ
ー上部から差し込むだけでホールド、
取付自在なゲル付き吸盤を採用
（補
助板が付属）
。

ＰＺ７８５

純正ドリンクホルダーに差し込むだけでスマー
トフォンとドリンクを同時に収納できる。幅も厚
みも調節でき、使いやすい位置に360°
可動。
ボールジョイント構造により、スマートフォンを
見やすい角度に調整可能。縦置き・横置きどち
らでもスマートフォンを充電しながら収納可能。

対応スマートフォンサイズ：幅66～105mm
厚み7～25mm
対応総重量：250g以下

対応スマートフォンサイズ：幅71～172mm
厚み7～18mm
対応総重量：250g以下

メーカー：星光産業
サイズ：H145×W84×D133
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H185×W85×D115
（mm）

追工コード

品番
49742 67131 76

3470

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,738円 （1,580円）

追工コード

49799 69011 36

カンタンなのに、
しっかりホールド

片手で簡単 ウイングキャッチ

スマホルダー クイック AC取付け
カーボン調 ブラックメッキ

スマホルダ－ウイングキャッチ
エアコン取り付け レッド

スマホを押し込むだけのクイックホールド
機構により、着脱に手間がかからないの
に、スマートフォンをしっかりとホールド。
ボールジョイント構造と2モーション構造
採用で、ホルダーの角度調整範囲が広い。
ねじ込み式エアコンクリップ採用により、
ガタ無くエアコン吹出し口に取付可能。

車のエアコン吹き出し口に取り付ける
スマートフォンホルダー。片手で簡単ウ
イングキャッチ・スマートフォンにやさ
しい材質選定。充電しながらホールド
可能・しっかり簡単エアコン取付け・調
整範囲が広いボールジョイント。

SA17

対応スマートフォンサイズ：幅55～88mm
厚み15mm以下
対応総重量：220g以下

メーカー：カーメイト
サイズ：H95×W88×D130
（mm）

メーカー：カーメイト
サイズ：H90×W105×D127
（mm）

品番

追工コード
3965

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

参考価格（税込）

（税抜）

SA25

対応スマートフォンサイズ：幅55～88mm
対応総重量：220g以下

49730 07416 30

参考価格（税込）

2,013円 （1,830円）

3804

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,750円 （2,500円）

追工コード

49730 07416 41

1,760円 （1,600円）

3920

10インチクラスのタブレットまでマルチに使える

タブレットホルダーコンパクト
PZ772

スマートフォンから10インチクラス
のタブレットまでマルチに使えるタブ
レットホルダー。左右に広がるサポー
トアーム付きで、
ホールド感UP。収納
可能サイズ：高さ約100～180mm、
幅（ タ ブ レット 横 向 き ）約 1 0 0 ～
2 5 5 m m / 幅（ スマ ートフォン ）約
50mm以上、厚み約12mmまで。

汎用用品

タブレット
ホルダー

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H220×W85×D150(mm)

品番

追工コード

49799 69010 60

3,036円 （2,760円）

3896

トレータイプの滑り止めパッド

ノンスリップパッド トレータイプ
Lサイズ
①グレー DZ431
（レザー調）
②レッド DZ432
（カーボン調）

汎用用品

トレータイプの滑り止めパッドです。
小物を安定して置けます。接着剤や
両面テープ不使用なので、のり残りし
ません。何度も取付けし直せます。

トレータイプ
ホルダー

①

メーカー：カーメイト
サイズ：H168×W200×D10
（mm）

カラー

追工コード

①49730 07436 30

グレー

3975

②49730 07436 31

レッド

3940

品番

72

②

参考価格（税込）

（税抜）

1,650円 （1,500円）
1,650円 （1,500円）

トレータイプの滑り止めパッド

ダッシュボードにも
「ピタッ」
と付きます

激ピタッシート Ｓ
・L

ノンスリップパッド
トレータイプ

①ＳＺ１１０
②ＳＺ１１１

②

①グレー DZ396
（レザー調）
②レッド DZ397
（カーボン調）
③ブルー DZ422
（カーボン調）

トレータイプの滑り止めパッドです。
小物を安定して置けます。接着剤や
両面テープを不使用。のり残りなし。
何度も取付けし直せます。

①

小物のちょっと置きに便利です。ノリ
を使用していないため跡残りしません。
アクリルスポンジを採用した驚きの吸
着力。①ミクロの穴の吸盤効果。②走
行時の衝撃や振動を吸収。

③

メーカー：カーメイト
サイズ：H120×W200×D10
（mm）

カラー

追工コード

①49730 07435 95

グレー

3976

②49730 07435 96

レッド

3520

③49730 07436 21

ブルー

3991

品番

①

参考価格（税込）

②

メーカー：カーメイト
サイズ：SZ110 H3×W120×D140
（mm）
SZ111 H3×W200×D140
（mm）

（税抜）

1,375円 （1,250円）
1,375円 （1,250円）
1,375円 （1,250円）

品番

サイズ

追工コード

①49730 07512 10

S

3818

②49730 07512 11

L

3820

参考価格（税込）

523円
836円

（税抜）

（475円）
（760円）

ｉPad/ｉPhone/ｉPodを充電

ｉPhone2.4A
（Lightning）
用
DC充電器

汎用用品

Lightning

ＫＬ-２０

Apple社 MFi認証品。ハイパワー出
力で従来品より充電時間を短縮。
ストレートコードタイプ。
ミラーパネルが光ります。
ＤＣ１２Ｖ/２４Ｖ車対応。

DC充電器・ケーブル

メーカー：カシムラ
サイズ：本体寸法：H78×W24×D24
（mm）
コード長 約100cm

品番

追工コード

49079 86083 20

最大2.4A Lightning充電！

Apple社 MFi認証品。断線しにくい
タフなコード。iPod・iPhone・iPadの
Lightningポートが付いた機器を充電
可能。アクセサリー電源ソケットに差し
込むだけ。強化メッシュコードと強化ア
ルミコネクタで強度UPした高耐久仕
様。通電確認用のモニターランプ（ブ
ルーLED）
付き。DC12V車専用です。

追工コード
3802

Apple社 MFi認証品。Lightningコ
ネクタのiPhone/iPad/iPodの充電
が 可 能 。充 電 状 況 がわかるインジ
ケーターLED付き。DC12V/24V車
に対応。

メーカー：カシムラ
サイズ：H100×W24×D54(mm)
コード長 約80cm

参考価格（税込）

品番

（税抜）

2,013円 （1,830円）

DC充電器リール2.4A
リバーシブルmicroUSB

Type-C

microUSB

ＡＪ-５１２

車のDCソケット電源からスマート
フ ォ ン / タ ブ レット を 充 電 す る
（microUSB端子専用）
。ワンプッシュ
でコードを本体にスッキリ収納できま
す。通電確認用ブルーLEDランプ付。

メーカー：カシムラ
サイズ：本体寸法：H100×W24×D54
（mm）
コード長 約80cm

メーカー：セイワ
サイズ：H130×W50×D21
（mm）

品番

（税抜）

2,035円 （1,850円）

表裏どちら向きにも挿せるリバーシブルmicroUSBコネクタ

リールコードが邪魔にならない車載
用充電器。3.0A出力の充電可能。自
動識別IC機能により最適な電流値で
充 電 。上 下 両 面 挿 し が 可 能 な
U S B T y p e - C コ ネ ク タ を 採 用・
DC12V/24V車対応。

49053 39029 66

参考価格（税込）

49079 86083 82

USB Type-Cコネクタ用充電器

DCリールチャージャーUC

Lightning

ＫＬ-82

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H30×W70×D30
（mm）
コード長 約100cm

D566

（税抜）

1,826円 （1,660円）

DC充電器
リールインジケーター2.4A
Lightning ブラック

Lightning

ＴＰ１９９

品番

参考価格（税込）

ワンプッシュでコードを収納

Lightningタフケーブル
充電器2.4A

49799 69900 80

3124

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,628円 （1,480円）

49079 86075 12
73

追工コード
3467

参考価格（税込）

（税抜）

1,309円 （1,190円）

顔つきLightningケーブル

ケーブルをスッキリ収納できるリール式

カラフルLightningケーブル

USB充電＆同期ケーブル
リール 80cm Lightning
ホワイト

Lightning

MPA-FUAL12CWH

Apple社 MFi認証品。iPhoneや
iPod、iPadなどのLightning搭載機
器とパソコンを接続し、充電・データ
転送が可能な高耐久Lightningケー
ブルです。※iPadはパソコンからは
充電できません。

KL-31

Apple社 MFi認証品。Lightningコ
ネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と
同期が可能。
コネクタ形状：USB-A/Lightning

コネクタ形状：USB-A/Lightning

メーカー：カシムラ
サイズ：H105×W45×D15
（mm）
コード長 約80cm

メーカー：エレコム
サイズ：ケーブル長 120cm

品番

価格（税込）

品番

（税抜）

2,090円 （1,900円）

45495 50175 23

USB充電&同期ケーブル

Lightning

①50cm KL-77
②120cm KL-78
③200cm KL-79

①50cm AJ-567 ②120cm AJ-568
③200cm AJ-569

コネクタ形状：Type-C/Lightning
ケーブル長

追工コード

50cm

3443

②49079 86083 78

120cm

3444

③49079 86083 79

200cm

3445

②

③

参考価格（税込）

メーカー：カシムラ

品番

（税抜）

1,925円 （1,750円）
2,035円 （1,850円）
2,233円 （2,030円）

急速充電のパワーデリバリー対応USBケーブル

USB2.0ケーブル
（C-C、PD対応）

Type-C

MPA-CC05PNBK

Power Delivery
（最大60w）
に対応し、
大電流を送電可能。
※Power Delivery対応機器のみ。
USB Type-C搭載の機器同士の接続
ができます。
コネクタ形状：Type-C/Type-C

メーカー：エレコム
ケーブル長：50cm

追工コード
3442

Type-C

コネクタ形状：USB-A/Type-C
①

①49079 86083 77

品番

②

Type-Cコネクタ、USB-A、
どちらも
リバーシブル仕様で、表裏の向きを
気にせず挿せます。充電&データ通
信対応。より安全な難燃性材料の採
用、二重シールドで外部ノイズに強い。

Apple社 MFi認証品。USB-Cポート
搭載の充電器やパソコンからiPhoneの
充電が可能です。USB PD対応充電器
やパソコンからの高速充電に対応。

45495 50160 50

（税抜）

1,727円 （1,570円）

Type-C端末を充電＆同期

USB充電&同期ケーブル

メーカー：カシムラ

参考価格（税込）

49079 86083 31

Lightningコネクタ端子を充電＆同期

品番

Lightning

参考価格（税込）

（税抜）

1,672円 （1,520円）
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ケーブル長

①49079 86075 67

50cm

②49079 86075 68

120cm

③49079 86075 69

200cm

参考価格（税込）

（税抜）

1,188円 （1,080円）
1,298円 （1,180円）
1,408円 （1,280円）

汎用用品

ワイヤレス充電器
自動開閉アームが便利なホルダータイプ

ワイヤレス充電器
自動開閉ホルダー キャパシタ付

補助足の調節機構付き

KW-8

Qi正規認証。
スマートフォンをかざすとアームが自動開閉。
キャパシタ内蔵でエンジンオフ後も電動でアームが
開閉します。
■付属品：
USB-A-Type-C USB充電ケーブル
（コード長：1m）
ダッシュボード取付用プレート
（両面テープ付）
※本製品にUSBソケットは含まれません。
メーカー：カシムラ
サイズ：H170×W86×D165
（mm）

品番
49079 86330 08

近接センサーのON/OFF
切り替え機能付き
5W/7.5W 充電モード
5V/2A以上のUSB充電器をご使用ください。
対応機種：Qi対応のAndroidスマートフォン
Qi対応のiPhoneXS/XSMax/XR/X/8/8Plus
9W 充電モード

追工コード 参考価格（税込）
3165

スマートフォンのワイヤレス充電位置に
合わせて上下に調節可能。

（税抜）

4,928円 （4,480円）

QuickCharge2.0以上のUSB充電器をご使用
ください。
対応機種：Qi対応のGalaxyS8/GalaxyS9等

置くだけで充電可能なトレイタイプ

ワイヤレスチャージャートレイ

お車で…

NS401

ご家庭でも…

Qi正規認証。
純正カップホルダーにフィット。
充電中はブルーに発光して充電中であることをしっかりお知らせ。

■付属品:
充電トレイ、
専用ケーブル、
車載ホルダー、
卓上スタンド

※引き出すタイプの純正カップホルダーには使用不可。
本製品にはUSBソケットは含まれません。
USB-A端子のDC5V/1.8A以上の電源が必要です。
■対応機種：iPhone11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/
X/8/8 Plus 他

メーカー：カーメイト
サイズ：Ｈ130×Ｗ100×Ｄ185
（mm）

品番
49730 07110 55

追工コード
3080

参考価格（税込）

スマートフォンごとの詳細な
適合情報はこちらからご確認
下さい

（税抜）

7,678円 （6,980円）

ワンタッチで充電できるマグネットホルダー

ワイヤレス充電器 マグネットホルダー

しっかりホールド

KW-11

Qi正規認証。
付属のプレートをスマートフォンに取付け、磁力でカンタン・確実
にスマートフォンをホールドし、同時に充電します。
吸盤アームとエアコンクリップの2種類の取付が可能。
■付属品：
USB-A-Type-C 充電ケーブル
（コード長：約1m）
/吸盤式アーム取
り付け補助プレート/エアコンクリップ/専用吸着プレートA
（両面
テープ貼り付け済み）
/専用吸着プレートB
（両面テープ貼り付け済
み）
ｘ2枚/専用吸着プレートB貼り付け用ガイド/透明保護シート
※本製品にUSBソケットは含まれません。
メーカー：カシムラ サイズ：Ｈ89×Ｗ65×Ｄ107
（mm）

品番
49079 86330 11

追工コード
3161

参考価格（税込）

（税抜）

4,378円 （3,980円）

5W/7.5W 充電モード
5V/2A以上のUSB充電器をご使用ください。
対応機種：Qi対応のAndroidスマートフォン
Qi対応のiPhoneXS/XSMax/XR/X/8/8Plus
9W 充電モード
QuickCharge2.0以上のUSB充電器をご使用
ください。
対応機種：Qi対応のGalaxyS8/GalaxyS9等
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１A出力のDCソケットです。

ＵＳＢソケット

Ｆ２４４

スマートフォン、iPhone、iPod、携帯
電話、デジカメ、ゲーム機等、USB接
続できる機 器 の 充 電に最 適です。
（5V1.0A出力）
通電確認用にブルーLEDが光ります。
※本製品にUSBケーブルは含まれて
おりません。

汎用用品

ソケット類

メーカー：セイワ
サイズ：H55×W24.5×D23.5
（mm）

追工コード

品番
49053 39054 44

参考価格（税込）

627円

3394

どちら向きからでも挿せるUSB電源

最適な出力で急速充電

DC-4.8A リバーシブルUSB
2ポート 自動判定

DC-5.4A-リバーシブルUSB
2ポート QC3 自動判定

USBコネクタの表も裏も向きを気にせ
ず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod
/スマートフォン/タブレット等を自動的に
識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A
（4800mA）
のハイ
パワー。12V/24V車対応。
※本製品にUSBケーブルは含まれてお
りません。

車のアクセサリーソケットを2ポートのUSB電源
に変換。USBの表裏を気にせずに挿せるリバー
シブルポート。上部のポートはクアルコム社ク
イックチャージ3.0ポート搭載で、最大9V/2Aま
たは最大12V/1.5Aにて充電します。
（クイック
チャージ3.0規格対応端末のみ。クイックチャー
ジ対応端末以外は最大5V/2.4Aでの充電とな
ります。）
※本製品にUSBケーブルは含まれておりません。

AJ-558

AJ-554

メーカー：カシムラ
サイズ：H69×W34×D35(mm)

品番

追工コード

49079 86075 58

3154

メーカー：カシムラ
サイズ：H31×W24×D74
（mm）

参考価格（税込）

追工コード

品番

（税抜）

1,419円 （1,290円）

49079 86075 54

参考価格（税込）

スマートフォンやタブレットの充電に便利

リングライトソケット
ツインディレクション

ソケット 2連ダイレクト 2USB
2.4A カーボン調
①ブラック DZ270
②レッド DZ339

ＰＺ７３５

ソケットの角度を最大90°
まで変えて
使用可能。2種類の電装品が使える。
差し 込 む だ け の 簡 単 装 着 。1 0 A
ヒューズ付き。合計最大許容出力電
流：約7A。DC12V車専用です。

プラグ位置が端にあるL型形状なの
で、
カーソケットのスペースが狭くて
も取付けできます。
差込口の向きが調整できます。
2.4アンペアのUSB付きなので、ス
マートフォンやタブレットなどの充電
に便利です。

49799 69009 74

①

メーカー：カーメイト
サイズ：H112×W109×D37
（mm）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H35×W65×D114
（mm）

品番

追工コード
3457

カラー

追工コード

（税抜）

① 49730 07434 68

ブラック

3946

（640円）

② 49730 07435 38

レッド

3926

参考価格（税込）

704円

ソケットリングが光る2連コード付きソケット

ソケットリングが光る3連コード付きソケット

リングライトソケット
ツインセパレート

リングライトソケット
トリプルセパレート

2種類の電装品が使える。コードが
すっきり取り回せるスマート配線設
計。両面テープ貼り付け。10Aヒュー
ズ付き。合計最大許容出力電流：約
7A。コード長：約1m。DC12V車専用
です。

3種類の電装品が使える。コードが
すっきり取り回せるスマート配線設
計。両面テープ貼り付け。10Aヒュー
ズ付き。合計最大許容出力電流：約
7A。コード長：約1m。DC12V車専用
です。

ＰＺ７３６

品番

②

参考価格（税込）

（税抜）

1,848円 （1,680円）
1,848円 （1,680円）

ＰＺ７３８

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H34×W65×D52
（mm）
コード長：約100cm

49799 69009 75

（税抜）

1,727円 （1,570円）

3162

ソケットリングが光る2連ダイレクトソケット

品番

（税抜）

（570円）

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H34×W93×D52
（mm）
コード長：約100cm

追工コード
3465

参考価格（税込）

704円

品番

（税抜）

49799 69009 77

（640円）
76

追工コード
3466

参考価格（税込）

814円

（税抜）

（740円）

コード付き2連ソケット＋2口USBポート

スマートフォンやタブレットの充電に便利

リバーシブルUSBソケット
ツインセパレート 4.8A

ソケット 2連コード付
2USB 2.4A カーボン調

PZ791

ブラック DZ273

IQOS・タブレット・スマートフォン等の
充電が可能な、
どちらの向きでも挿
せるリバーシブルタイプのUSBポー
トを2口搭載。機器に合わせて、最適
な電流を供給して充電するUSB自動
判別機能付き。両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプ
がブルーに光る。10Aヒューズ付き。

1mのコード付なので、好きな場所に
取付け可能。
周囲を照らす間接照明付き。
最大2.4AのUSB付きなので、
スマー
トフォンやタブレットの充電に便利。

メーカー：カーメイト
サイズ：H50×W89×D40
（mm）
コード長：約100cm

メーカー：槌屋ヤック
サイズ：H34×W93×D52
（mm）
コード長 約100cm

品番

参考価格（税込）

品番

（税抜）

1,914円 （1,740円）

49799 69011 63

49730 07434 71

カラー

追工コード

ブラック

3947

参考価格（税込）

（税抜）

1,958円 （1,780円）

汎用用品

インバーター・ポータブル電源

車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。

家庭用電化製品を車内で使用可能

ＵＳＢ&コンセント

DC/ACインバーター 80W

Ｓ
ＩＶ-１５０

KD63

静 音 タ イ プ 。ＵＳＢ２. 4Ａ×1 口
AC100V(ACコンセント×2口)
定格出力120Ｗ
車内でノートパソコン、モバイル機器
が手軽に使えます。

車のDC12VのDCソケットから家庭
用AC100Vの電化製品を車内で使
用できるインバーター。
（定格出力80W/最大出力100W）
出力過負荷保護・高電圧保護・低電圧
保護・温度保護回路が搭載された安
全設計。
青く光る通電ランプ付き。
車に合わせて首振り調整可能。
メーカー：カシムラ
サイズ：H54×W150×D42
（mm）

メーカー：大自工業
サイズ：H47×W70×D111
（mm）

品番

追工コード

49069 18173 63

3137

参考価格（税込）

品番

（税抜）

4,378円 （3,980円）

49079 86736 63

USB&コンセント SIV-150使用に関する注意
●本製品は短形波インバーターです。正弦波を必
要とする接続器には使用できません。

●電源プラグやバッテリー接続クリップを接続す
る際は、必ず本製品と使用機器の電源スイッチ
をOFFにしてください。
●本製品のUSB端子はAタイプバスパワー電源の
みの対応です。
※USB接続コードは付属していません。

77

追工コード
3910

参考価格（税込）

（税抜）

2,704円 （2,458円）

