
TV CANCELER

●運転手が走行中に注視することは道交法で禁止されています。絶対におやめください。　●掲載の写真は、はめ込みです。実際の商品とは異なります。　●製品の品質向上のため、予告なく仕様及び価格を変更する場合があります。以上予めご了承ください。

● 純正モニターをそのまま使用するので、
インテリアを崩さず、しかも工賃を抑えることができます。

● 自己診断機能など車両本来の機能を保持できます。
● 純正コントローラーを使用することができます。
● AV インターフェイスの機能は走行中でも作動します。
● バック連動でバックモニターに切り替わります。
※一部モデルを除きます。バックカメラは別途にお求めください。

● 純正スイッチか付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
  の調整可能。

W212VID ¥79,800( 本体 ¥76,000)  
● 付属のスイッチで、画面の切り替え可能。
BENZVID-SD ¥79,800( 本体 ¥76,000)  

● 切替は、付属のスイッチかリモコンで、切替可能。
● リモコンで画質調整可能。(明るさ、コントラスト）

BENZ02VID ¥59,850( 本体 ¥57,000)  
● 純正デッキ内に専用リレーを組み込みますので、
  どの画面でもバック連動でカメラに切り替わります。
● バック灯の微弱なプラスで、カメラに切替可能。
  （リレー内蔵）
● 本体内のボリュームで、画質調整可能。
  （明るさ、色合い、画質）

BENZ-LE ¥49,350( 本体 ¥47,000)  

● 付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
  の調整可能
（純正ナビか、純正TVかAV入力の時のみ切替可能）

MASERATI-VID¥59,850( 本体 ¥57,000)  
● 付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
  の調整可能

JAGUAR-VID ¥59,850( 本体 ¥57,000)  

● 純正 I-DRIVEの周りに『MENU』のボタンがある
場合は、純正ボタンでAVソースの切替可能。
　（『MENU』のボタンが無い場合は、付属のスイッチで切替可能）
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
の調整可能。

● CANでバックカメラ切替可能。

E65VID ¥86,100( 本体 ¥84,000)  
● バック連動でバックカメラ切替可能。
  （純正の3分の2の画面表示）
● 本体横のボタンで画質調整可能（明るさ）

E65LE ¥49,350( 本体 ¥47,000)  
● カプラーオンで簡単取り付け (トランク内 )
● バック灯の微弱なプラスで、カメラに切替可能。
  （リレー内蔵）
● 本体─のボリュームで、画質調整可能。（明るさ）

BMW-LE ¥49,350( 本体 ¥47,000)    
● カプラーオンで、簡単取り付け。
● 付属のスイッチかリモコンで、切替可能。
● リモコンで画質調整可能。（明るさ、コントラスト）

BMW02VID ¥59,850( 本体 ¥57,000)  

● カプラーオンで、簡単取り付け
● 純正ハンドルリモコンでチャンネル選択が可能
● 走行中ナビ操作可能

BENZ TVC PLUS 
¥47,250( 本体 ¥45,000)  

適合車種：BENZ W221、W212、W204（後期）、X204● カプラーオンで簡単取り付け
● 純正の I-DRIVEで、TVキャンセラーオン /オフ可能
※車検時は付属のジャンパーで、CAN配線を純正に
　戻す必要があります。

E65TVC ¥34,650( 本体 ¥33,000)  
適合車種：BMW E65/E66

● カプラーオンで、簡単取り付け
● 車検時、外さなくてもテスター対応
● 走行中ナビ操作可能
※ナビはGPSでの測位のみになります

F01TVC ¥52,500( 本体 ¥50,000)  
適合車種：BMW F01/F02

● カプラーオンで、簡単取り付け
● 走行中ナビ操作可能
※ナビはGPSでの測位のみになります
※車検時は付属のジャンパーで、CAN配線を純正に
　戻す必要があります。

E90TVC ¥34,650( 本体 ¥33,000)  
適合車種：BMW 新型 I-drive 車 3/5 シリーズ X5/X6

● カプラーオンで簡単取り付け
● 純正のI-DRIVEで、TVキャンセラーオン/オフ可能
※車検時は付属のジャンパーで、CAN配線を純正に
　戻す必要があります。

E60TVC ¥34,650( 本体 ¥33,000)  
適合車種：旧 I-drive 車 3/5/6 シリーズ、X5/X6

● カプラーオンで、簡単取り付け
● 車検時、外さなくてもテスター対応
● 走行中ナビ操作可能
● 車速感度ステアリング対応
※ナビはGPSでの測位のみになります

AUDI-TVC ¥52,500( 本体 ¥50,000)  
適合車種：純正ＨＤＤナビ装着車

● カプラーオンで、簡単取り付け
※車検時は付属のジャンパーで、CAN配線を純正に
　戻す必要があります。

MASERATI-TVC ¥34,650( 本体 ¥33,000)  
適合車種：

● 純正スイッチか付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
  の調整可能

AUDIVID-HD ¥79,800( 本体 ¥76,000)  
● 純正スイッチか付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置の調整可能。
● 純正ＭＭＩで、地デジやＤＶＤの操作可能。（ＣＨやトラック）
● オプションで、タッチパネルを付けると純正画面をタッチして地デジ
  やＤＶＤの操作が可能です。（７３５０円税込）

AUDI-LE PLUS ¥63,000( 本体 ¥60,000)  

● 付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
  の調整可能

BENTLEY VID ¥79,800( 本体 ¥76,000)  
● 純正スイッチか付属のスイッチで、映像の切替可能。
● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と位置
  の調整可能

ROVER-VID ¥79,800( 本体 ¥76,000)  

○印：I-drive で操作可能（地デジチューナー付属のリモコンではすべての操作が可能です）
※1：ＷＧＡ3500、ＷＧＡ8000も使用可能です。

純正モニターに映し出すことができます。
車外ナビ・DVD・地上波 デジタル

放　  送 などを

BMWVID-R ¥79,800( 本体 ¥76,000)  
● 2009年以降の新型 iDrive装着車に対応。
● 純正ハンドルスイッチ・I-DRIVEで、ソースの
切替が可能。（付属スイッチでも切替可能）

● 純正ハンドルスイッチで、2画面とフル画面の切替可能。
　(AV1でDVDと純正ナビ、AV2で地デジと
純正ナビ、バックカメラでPDCとバックカメラ )

● 純正 I-DRIVEで、地デジの操作が可能。
（メーカーにより連動する箇所が異なります。）

● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と
位置の調整可能。

● CANでバックカメラ切替可能。
（MT車は、ランプからの配線が必要）

POWER/電源
SCAN/再スキャン
LAST Ch/チャンネル戻し
NEXT Ch/チャンネル送り
INFO/番組表 
INPUT/ワンセグ・フルセグ切替
専用ケーブル（別売）

Panasonic
○

○
○
○
○

PA-IR ¥2,100

carrozzeria
○

○
○
○
○

CA- IR ¥3,150

Comtec/DTW1000

○
○
○

CO- IR ¥3,150

comtec/DTW1500
○

○
○
○

CO- IR ¥3,150

専用ケーブル (別売 )で社外地デジチューナーが I-drive で操作できます。

PDC付車は、画面サイズの切替が可能です。

ステアリングのボタンで操作が可能 バック連動でバックカメラ切替

BMWVID-S ¥79,800( 本体 ¥76,000)  
● 2009 年以前の iDrive 装着車に対応。
● 純正ハンドルスイッチ・I-DRIVE で、ソースの切替が可能。
（付属スイッチでも切替可能）

● 純正ハンドルスイッチで、2画面とフル画面の切替可能。
   （AV1で DVDと純正ナビ、AV2で地デジと純正ナビ、
バックカメラで PDCとバックカメラ )

● 純正 I-DRIVE で、地デジの操作が可能。
（メーカーにより連動する箇所が異なります。）

● バックカメラ時のラインの表示の有無の設定と
位置の調整可能。

● CANでバックカメラ切替可能。
（MT車は、ランプからの配線が必要）

● 2画面とフル画面の切替
● 純正、AV1、AV2の切替

画面サイズの切り替えもできます。

テレビキャンセラー＆
チャンネルコントローラー

適合
1シリーズ (E87, E82・10/05～) 　　　3シリーズ (E90, E91・08/12～)(E92, E93・08/11～)
5 シリーズ (F11・10/09～)(F10・10/07～)(F07・09/11)　　　6シリーズ (E63・10/05～)
7 シリーズ (F01, F02, F04・09/03～)　　　X1(E84・10/04～) X5(E70・10/05～)
X6(E71・10/07～) 　　　　Z4(E89・09/05～)
3シリーズ(E90, E91・～08/12)(E92, E93・～08/11) 5シリーズ(E60, E61・～09/11)
6シリーズ(E63, E64・～10/05)
X5(E70・～10/05)  X6(E71・～10/07)  
7シリーズ(E65, E66・01/10～)

7シリーズ(E65, E66・01/10～)

3シリーズ(E46)　　5シリーズ(E39)　　7シリーズ(E38)　　X3(E83)　　 X5(E53)　　Z4(E85) 
※7/5インチモニター装着車のみ適合
レンジローバー (～05/07)
3シリーズ(E46)　　5シリーズ(E39)　　7シリーズ(E38)　　X3(E83)　　 X5(E53)　　Z4(E85) 
※7/5インチモニター装着車のみ適合
レンジローバー (～05/07)

入出力
入力  映像 : 3　RGB: 1　音声：3   バックカメラ専用：1
出力  映像：2（ヘッドレストモニター左右）　音声：2（ステレオ）

入力  映像 : 3　RGB: 1　音声：3   バックカメラ専用：1
出力  映像：2（ヘッドレストモニター左右）　音声：2（ステレオ）

入力  映像 : 3　RGB: 1　音声：3   バックカメラ専用：1
出力  映像：2（ヘッドレストモニター左右）　音声：2（ステレオ）

バックカメラ専用

入力  映像 : 2　RGB: 1　バックカメラ専用：1
出力  映像：2（ヘッドレストモニター左右）　               

バックカメラ専用

品番
BMWVID-R

BMWVID-S

E65VID

E65-LE

BMW02VID

BMW-LE

備考
※音声は車両側にAUXが、ある場合は、RCA-ミニピン入力使用。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換（オス-メス）使用。
※リモコン連動の場合、専用ケーブルは別売りになります。（※1の表を参照）

※音声は車両側にAUXがある場合は、RCA-ミニピン入力使用。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換（オス-メス）使用。
※リモコン連動の場合、専用ケーブルは別売りになります。（※1の表を参照）
※音声は車両側にAUXがある場合は、RCA-ミニピン入力使用。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換（オス-メス）使用。

※純正のナビ画面又はアナログTVの場合のみ切替可能

※音声は車両側にAUXがある場合は、RCA-ミニピン入力使用。(X3 E83)
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換（オス-メス）使用。
※画面右側が２ｍｍ～３ｍｍぐらいブラックアウトします。
※画面右側が２ｍｍ～３ｍｍぐらいブラックアウトします。

適合
VOGUE(06y～)　　SPORT(06y～)
DISCOVERY3(06y～)
※タッチパネル装着車のみ適合
Continental GT/GTC　　Continental Flying Spur

アルパインナビ装着車(～08/12)
※ディーラー車のみ適合

XJ6(03/05～10/05)　　XJ8(03/05～10/05)
Sタイプ(03/05～08/04)
※タッチパネル、DVDナビ付車のみ適合

入出力
入力  映像：3　　RGB：1　　音声：3　　バックカメラ専用：1
出力  映像：2（ヘッドレストモニター左右）　　音声：2（ステレオ）

入力  映像：2　　RGB：1　　バックカメラ専用：1
出力  映像：1

入力  映像：2　　RGB：1　　バックカメラ専用：1
出力  映像：1

入力  映像：2　　RGB：1　　バックカメラ専用：1
出力  映像：1

品番
ROVER-VID

BENTLEY-VID

MASERATI-VID

JAGUAR-VID

備考
※純正でミニピンの音声入力がある場合は、音声は車両側のAUXにアクセス（RCA-ミニピン変換）
　並行車はAUXが付いていない場合がありますので、現車でお確かめください。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換オス-メスを使用。
※純正アナログTVが付いている場合は、音声は車両側のAUXにアクセス（AV-AUX　定価6300円）
※アナログTVチューナーが付いていない場合がありますので、現車でお確かめください。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターを使用。
※純正アナログTVが付いている場合は、音声は車両側のAUXにアクセス（AV-AUX　定価6300円）
　アナログTVチューナーが付いていない場合がありますので、現車でお確かめください。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換オス-メスを使用。
 ※音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換オス-メスを使用。

適合
A4(B8・09/12～)　　TT(8T・09/12～)　　A6(C6・09/08～)  
Q5(8R・09/06～)　　Q7(7L・09/09～)
※3G　ハードディスクナビ付き車のみ適合　
A4(B8・～09/12)　　TT(8T・～09/12)　　A6(C6・～09/08)  
Q7(7L・～09/09)　　A8(D3・05/03～)
※2G　DVDナビ付き車のみ適合　

入出力
入力  映像 : 3　　RGB: 1　　音声 : 3　バックカメラ専用 : 1
出力  映像 : 2( ヘッドレストモニター左右）　音声 : 2( ステレオ )

入力  映像 : 2　　RGB：1　　バックカメラ専用：1
出力  映像 : 1　音声 : 2( ステレオ )

品番
AUDIVID-HD

AUDI-LE PLUS

備考
※音声は車両側のAUXにアクセス（AV-AUX定価6300円）
　並行車はAUXが付いていない場合がありますので、現車でお確かめください。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターを使用。
※音声は車両側のAUXにアクセス（AV-AUX定価6300円）
　並行車はAUXが付いていない場合がありますので、現車でお確かめください。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターを使用。

適合
Cクラス(W204・～09/09)　　　Sクラス(W221)　　　　　　　　　Eクラス(W212, C207) 
CLSクラス(C197)　　　　　　　GLK クラス(X204・～09/09)　　  SLS　　

Eクラス(W211・08/08～)　　　CLSクラス(W219・08/10～)　　  Aクラス(W169・09/08～) 
Gクラス(W463・09/03～)　　　Rクラス(W251・09/05～)　　　　SLKクラス(R171・08/01～)
GLクラス(X164・09/09～)　　  SLクラス(R230・08/05～)　　　  MLクラス(W164・08/10～)
※ハードディスクナビ付き車のみ適合
Eクラス(W211・～08/08)　　　SLKクラス(R171・～07/12)  　　 Sクラス(W220・～07/12)　
CLSクラス(W219・～08/09)
※ディーラー車DVDナビ付き車のみ適合
Eクラス(W211・～08/08)　　　SLKクラス(R171・～07/12)  　　 Sクラス(W220・～07/12)　
CLSクラス(W219・～08/09)
※ディーラー車DVDナビ付き車のみ適合

入出力
入力 映像 : 3　RGB: 1　音声 : 3　バックカメラ専用 :1
出力 映像 : 2( ヘッドレストモニター左右）音声 : 2( ステレオ )

入力 映像 : 2　RGB: 1　バックカメラ専用 :1

入力 映像 : 2　RGB: 1　バックカメラ専用 :1
出力 映像 : 2( ヘッドレストモニター左右）

バックカメラ専用

品番
W212VID

BENZVID-SD

BENZ02VID

BENZ-LE

備考
※音声は車両側にAUXがある場合は、RCA-ミニピン入力使用。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換
   （オス-メス）使用。
※音声は車両側にAUXがある場合は、RCA-ミニピン入力使用。
　音声入力が無い場合は、FMモジュレーターとアンテナ変換
   （オス-メス）使用。

※音声入力は、FMモジュレーターとアンテナ変換（オス-メス）
　使用。

※TVキャンセラーとの併用の場合は、TVキャンセラーをスイッチ
　等でオフにしないと使えません。

適合
AUDI A6(MMI 装着車 )2010 ～
AUDI Q5(MMI 装着車 )2010 ～
AUDI Q7(MMI 装着車 )2010 ～
AUDI A4,A5(MMI 装着車 )2008 ～
AUDI A6,S6(MMI 装着車 )2004 ～
AUDI A8,S8(MMI 装着車 )2004 ～
AUDI Q7(MMI 装着車 )2006 ～
映像ケーブル
※AUDI 純正地デジ付き車に、AVインターフェイスと
本ケーブルを併用すると、走行中に純正テレビの視聴が可能です。
(テレビキャンセラー不要 )
AV-AUX 音声ケーブル
※テレビチューナーのカプラーにピンを差し込むことで、
外部からの音声を純正システムで再生することができます。
(入力できる音声はステレオ 1系統 )
BMW 3er E90,E91,E92,E93 ( 新型 I-drive 装着車 ) 2009 ～
BMW 1er E82,E87 ( 新型 I-drive/8.8 インチモニター装着車 ) 2009 ～
BMW Z4  E89　( 新型 I-drive 装着車 ) 2009 ～
BMW 5er E60,E61( 新 / 旧 I-drive 装着車 )2003 ～
BMW X5  E70( 旧 I-drive 装着車 )2007 ～
BMW X6  E71( 旧 I-drive 装着車 )2008 ～
BMW 3er E90,E91,E92,E93( 旧 I-drive 装着車 )2004 ～ 2008
BMW 1e  E87( 旧 I-drive 装着車 )2005 ～ 2008 ※
※1er は別途延長ケーブルが必要です
BMW 3er E46
BMW 5er E39
BMW 7er E38
BMW X3  E83
BMW X5  E53
BMW Z4  E85
(+RANGEROVER 2006 年以前 )
BMW 7er E65,E66(I-drive 装着車 /ディーラー車 )2003 ～ 2008
※2009年モデルには未対応です
MB C-Class  W204( デイーラー車 )2006 ～
MB E-Class  W212( デイーラー車 )2009 ～
MB S-Class  W221( デイーラー車 )2006 ～
MB A-Class W169(SDカードスロットのあるHDDナビ装着車 )
MB B-Class W245(SDカードスロットのあるHDDナビ装着車 )
MB E-Class W211,CLS-Class W219(SDカードスロットのあるHDDナビ装着車)
MB SL-Class R230(SDカードスロットのあるハードディスクナビ装着車 )
MB ML-Class W164,CL-Class X164(SDカードスロットのあるHDDナビ装着車)
MB G-Class/W463(SDカードスロットのあるHDDナビ装着車 )
MB E-Class W211(DVDナビ装着車 )2002 ～ 2008/6
MB S-Class W220(DVDナビ装着車 )2003 ～
MB CLS-Class W219(DVDナビ装着車 )2004 ～ 2008/6
MB SLK-Class R171(DVDナビ装着車 )2005 ～ 2008
BENTLEY Continental GT,GTC
BENTLEY Continental Flying Spur
AV-AUX 映像&音声ケーブル
※外部接続した地デジチューナー、DVDプレイヤーなどの音声を純正システムに
　入力することができます。(入力できる音声はステレオ 1系統 )
RANGE ROVER VOGUE ( タッチパネル車 ) 2006 ～
RANGE ROVER SPORT ( タッチパネル車 ) 2006 ～
RANGE ROVER DISCOVERY3 ( タッチパネル車 ) 2006 ～

品番
AUDI VID HD 

AUDI LE

OPTION

BMW E90 VID

BMW E60 VID PLUS

BMW 02 VID

BMW E65 VID

BENZ W212 VID

BENZ VID SD

BENZ 02 VID

BENTLEY VID

OPTION

RANGE ROVER VID

AV INTERFACE
入力
映像入力 ３系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ２系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ３系統
バックカメラ入力 １系統
 
映像入力 ３系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ２系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ３系統
バックカメラ入力 １系統
映像入力 ３系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ２系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ２系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ２系統
バックカメラ入力 １系統

映像入力 ３系統
バックカメラ入力 １系統

税抜き価格
¥76,000

¥57,000

¥10,000

¥6,000

¥76,000

¥76,000

¥2,000
¥57,000

¥82,000

¥76,000

¥76,000

¥57,000

¥76,000

¥6,000

¥76,000

税込み価格
¥79,800

¥59,850

¥10,500

¥6,300

¥79,800

¥79,800

¥2,100
¥59,850

¥86,100

¥79,800

¥79,800

¥59,850

¥79,800

¥6,300

¥79,800

メーカー
AUDI

BMW

MERCEDES

BENTLEY

RANGE ROVER

備考
2010年以降のハードディスクナビ付き
車対応　A4　A5も対応
音声は、純正のAUXに入力AV－AUX
DVDナビ付き車対応
音声は、純正のAUXに入力AV－AUX

音声ステレオ1系統　映像1系統

音声は純正AUXに入力
ミニピンからRCA変換ケーブルが必要

音声は純正AUXに入力
AUXが、付いていない車両もありますの
で、確認が必要
ミニピンからRCA変換ケーブルが必要

音声は、FMモジュレーター使用
X3の08以降は、ミニピンのAUX付き
車が、有りますが、要確認

音声は、純正AUXが付いていない場合
は、FMモジュレーター使用
音声は、純正のAUXを使います。
要確認

音声は、純正AUXを使用します。
要確認

ミニピンからRCA変換ケーブルが必要

音声は、FMモジュレーター使用

純正アナログTVが付いていれば、
AV－AUXで、音声入力可能です。

音声は、FMモジュレーター使用
高年式は、AUX付き車もありますので
要確認

BMW

MERCEDES

AUDI   Option Parts

Other   

AV-AUX
¥6,300( 本体 ¥6,000)  
AUDI、 BENTLEY、 
MASERATI用

AVインターフェイス接続例
・純正AUXの有無は車両によって異なります。
・ 映像入力数は製品によって異なります。

外部入力

バックカメラ
映像入力

AV1 AV2

純正AUXもしくは純正AUXもしくは
FMモジュレーターFMモジュレーター

地デジチューナー地デジチューナーDVDチェンジャーDVDチェンジャー

純正AUXもしくは
FMモジュレーター

地デジチューナーDVDチェンジャー

純正システム
AVインターフェイスAVインターフェイスAVインターフェイス

1

2

1 2

RCA-ミニピン変換ケーブル
2ｍ ¥1,575( 本体 ¥1,500)  
5ｍ ¥2,100( 本体 ¥2,000)  

映像延長ケーブル
¥10,500( 本体 ¥10,000)  
ADUI-HD、AUDI-LE専用


