HL-4IB
HL-4S

HL-8IB
HL-8S

アイスブルー
シルバー

￥43,500（税込）

50m巻き ￥1,505（1mにつき）

75m巻き ￥580（1mにつき）
仕様：8ゲージパワーケーブル
●75mスプール
●線径φ4.5mm
●ケーブル外径φ7mm

SHL 212BS

SHL 216BS

￥42,000（税込）

￥36,750（税込）

100m巻き ￥420（1mにつき）

175m巻き ￥210（1mにつき）

仕様：12ゲージスピーカーケーブル
●100mスプール
●線径φ2.2mm
●ケーブル外径φ4.5mm×2

RHC 408-P

RHC 808-P

￥2,625（税込）

￥1,575（税込）

●4ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●リング外径φ16.5mm
●リング内径φ8mm
●5ペア入り

シルバー

￥75,250（税込）
仕様：4ゲージパワーケーブル
●50mスプール
●線径φ6mm
●ケーブル外径φ9.5mm

パワーケーブル接続の必需品 リングターミナル
圧着式はリーズナブル
何度も再利用ができ便利なネジ止め式

アイスブルー

仕様：16ゲージスピーカーケーブル
●175mスプール
●線径φ1.5mm
●ケーブル外径φ3.2mm×2

PS-RT01

PS-RT02

PS-RT04

PS-RT08

￥4,725（税込）

￥3,675（税込）

￥2,625（税込）

￥1,575（税込）

●1/0ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●リング外径φ22mm
●リング内径φ10.5mm
●5ペア入り

●8ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●リング外径φ14mm
●リング内径φ8.5mm
●5ペア入り

●2ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●リング外径φ16mm
●リング内径φ10.5mm
●5ペア入り

●4ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●リング外径φ18mm
●リング内径φ10.5mm
●5ペア入り

●8ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●リング外径φ15mm
●リング内径φ10.5mm
●5ペア入り

RHL 1/0-P

RHL 04-P

RHL 08-P

￥3,360（税込）

￥2,940（税込）

￥2,520（税込）

●1/0ゲージに適合
●ネジ止め式 シルバー
●リング外径φ20mm
●リング内径φ9mm
●2個入り

●4ゲージに適合
●ネジ止め式 シルバー
●リング外径φ15mm
●リング内径φ8.5mm
●2個入り

●8ゲージに適合
●ネジ止め式 シルバー
●リング外径φ15mm
●リング内径φ8.5mm
●2個入り

PSTG 02

PSTG 04

PSTG 08

PSTS 1/0

PSTS L2

PS 278

￥3,150（税込）

￥2,940（税込）

￥2,520（税込）

￥3,360（税込）

￥3,570（税込）

￥2,940（税込）

●2ゲージに適合
●ネジ止め式 ゴールド
●リング外径φ18mm
●リング内径φ8mm
●2個入り

●4ゲージに適合
●ネジ止め式 ゴールド
●リング外径φ14mm
●リング内径φ8mm
●2個入り

●8ゲージに適合
●ネジ止め式 ゴールド
●リング外径φ14mm
●リング内径φ8mm
●2個入り

●1/0ゲージに適合
●ネジ止め式 シルバー
●リング外径φ19.5mm
●リング内径φ8.5mm
●2個入り

●1/0～4ゲージに適合
●ネジ止め式 シルバー
●リング外径φ19.5mm
●リング内径φ8mm
●2個入り

●2ゲージに適合
●ネジ止め式 ゴールド
●リング外径φ17mm
●リング内径φ8.5mm
●2個入り

RHB 01-P

RHB 04-P

RHB 08-P

RHB 10-P

RHB 16-P

PTM 08

￥3,150（税込）

￥3,150（税込）

￥1,575（税込）

￥1,365（税込）

￥1,365（税込）

￥1,575（税込）

●1/0ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●Ｙ部外径φ9.2mm
●Ｙ部内径φ5.5mm
●5ペア入り

●4ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●Ｙ部外径φ9mm
●Ｙ部内径φ5.5mm
●5ペア入り

●8ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●Ｙ部外径φ9mm
●Ｙ部内径φ5mm
●5ペア入り

●10ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●Ｙ部外径φ8mm
●Ｙ部内径φ5mm
●5ペア入り

●16ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●Ｙ部外径φ6.5mm
●Ｙ部内径φ4.5mm
●5ペア入り

●8ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●Ｙ部外径φ8mm
●Ｙ部内径φ3.8mm
●2ペア入り

PTQ 08L
￥2,100（税込）
●8ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●Ｙ部外径φ8mm
●Ｙ部内径φ3.8mm
●2ペア入り

ケーブルの導体を傷めずに
ブロックなどに接続でき、
伝送ロスも低減できます。
導線にかぶせブロック等の
イモネジで締め込めます。

HSC 160-P

GFD 12

GFD 16

MHC 01-P

MHC 04-P

MHC 08-P

￥735（税込）

￥840（税込）

￥735（税込）

￥2,100（税込）

￥3,675（税込）

￥3,675（税込）

●14～16ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●端子幅φ6.4mm
（#205相当）
●10個入り

●12ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●端子幅φ6.4mm
（#205相当）
●10個入り

●14～16ゲージに適合
●圧着式 ゴールド
●端子幅φ6.4mm
（#205相当）
●10個入り

●1/0ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●内径φ10.5mm
●外径φ12.5mm
●全長 24.5mm
●20個入り

●4ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●内径φ7.5mm
●外径φ9mm
●全長 16mm
●50個入り

●8ゲージに適合
●圧着式 シルバー
●内径φ4.5mm
●外径φ5.5mm
●全長 12mm
●50個入り

導線をエンドターミナルに入れそのままアンプ
等のブロック端子に差し込み、ネジで締める
だけで接続できます。

PS-RCA32

PRM 09

PS-RCA45

PS-JPA10

￥1,575（税込）

￥1,260（税込）

￥1,575（税込）

￥945（税込）

●外径6mm以内の
ケーブルに適合
●ハンダ付けタイプ
●ゴールド
●外径φ12.8mm
●全長 46.5mm
●2個1組

●外径6mm以内の
ケーブルに適合
●ハンダ付けタイプ
●ゴールド
●外径φ12mm
●全長 42.7mm
●2個1組

●RCAをL型に変換
●ゴールド
●外径12mm
●32.3×24.2mm（W×H）
●2個1組

●RCAを分配
●外径 24.2mm
●39.2×12.7mm（W×H）
●2又部間 5.3mm
●2個1組

12.2mm

42mm

HL 3505-P
￥1,155（税込）
●AGUヒューズ
●60アンペア
●5個入り

AFS 40/60/80/100/150/300-P

TM-20/40/60/80

￥1,575（税込）

￥1,050（税込）

AFS 40 40アンペア
AFS 60 60アンペア
AFS 80 80アンペア
厚み 8.5mm

●MIDI（AFS）ヒューズ
●3個入り

AFS 100 100アンペア
AFS 150 150アンペア
AFS 300 300アンペア

TM-20 20アンペア
TM-40 40アンペア
●MAXIヒューズ
●2個入り

TM-60 60アンペア
TM-80 80アンペア

PSF 301

HL 5005-P

FHL 04-P

FHE 48-P

￥8,400（税込）

￥1,050（税込）

￥3,360（税込）

￥3,150（税込）

仕様：AGUヒューズホルダー
●ボルトメーター付 ●ゴールド
●入力/出力 4・8ゲージ
●95×60×24mm（W×D×H）

仕様：AGUヒューズホルダー
●ゴールド
●入力/出力 4・8ゲージ
●84×42×31mm（W×D×H）

仕様：MIDIヒューズホルダー
●シルバー
●入力/出力 1・2・4ゲージ
●81×43×32mm（W×D×H）

仕様：MIDIヒューズホルダー
●シルバー
●入力/出力 2・4・8ゲージ
●86×50×31.5mm（W×D×H）

PSF 309

PSF 304

PSF 305

PSF 10

￥10,500（税込）

￥3,885（税込）

￥4,830（税込）

￥13,650（税込）

仕様：ANLﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●ボルトメーター付 ●シルバー
●入力 1×1/0ゲージ
●出力 2×4ゲージ
●110×93.5×39mm（W×D×H）

仕様：AGUﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●シルバー
●入力 3×4ゲージ
●出力 2×8ゲージ
●101×56×31mm（W×D×H）

仕様：AGUﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●シルバー
●入力 3×4ゲージ
●出力 3×8ゲージ
●101×72×31mm（W×D×H）

ディストリビューションブロック（プラス側）
とアースブロック（マイナス側）をひとつに
まとめる事ができます。

FBL 12-P

FBL 14-P

￥3,990（税込）

￥5,985（税込）

仕様：MIDIﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●シルバー
●入力 1×1/0ゲージ 1×4ゲージ
●出力 2×4ゲージ
●81×60×32mm（W×D×H）
※8ゲージアダプター2個付属

仕様：AGUﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●ボルトメーター付 ●シルバー
●入力 2×1/0ゲージ
●出力 8×4ゲージ
●159×104×45mm（W×D×H）

CD 11-P
￥9,975（税込）
仕様：MIDIｺﾝﾎﾞﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●シルバー
プラス側
●入力 2×1/0ゲージ
●出力 1×2ゲージ 3×4ゲージ
マイナス側
●入力 1×1/0ゲージ
●出力 1×2ゲージ 3×4ゲージ
●129×96×39mm（W×D×H）
※8ゲージアダプター2個付属

仕様：MIDIﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
●シルバー
●入力 1×1/0ゲージ 1×2ゲージ
1×4ゲージ
●出力 4×4ゲージ
●92×81×31mm（W×D×H）

DHL 13-P

PSB 302

PSB 303

PSB 03

￥3,990（税込）

￥3,990（税込）

￥2,310（税込）

￥9,975（税込）

仕様：アースブロック
●シルバー
●入力 1×1/0ゲージ 1×4ゲージ
●出力 3×4ゲージ
※8ゲージアダプター1個付属
●73×54×34mm（W×D×H）

仕様：アースブロック
●シルバー
●入力 1×2ゲージ
●出力 3×4ゲージ 2×8ゲージ
●69×53×32mm（W×D×H）

仕様：アースブロック
●ゴールド
●入力 2×4ゲージ
●出力 8×8ゲージ
●89×53×30mm（W×D×H）

仕様：ボルトメーター
●シルバー
●ボルト/アンペアデジタルメーター付
●入力/出力 1/0・2ゲージ
●92×59×32mm（W×D×H）

PSE-1（100A/140A/200A）

PSE-S3（40A/60A/80A100A/140A/200A）

PSE-301（40A/60A）

￥3,990（税込）

￥5,250（税込）

￥7,980（税込）

PSE-1（100A）：仕様 100アンペア
PSE-1（140A）：仕様 140アンペア
PSE-1（200A）：仕様 200アンペア
●リングターミナル接続方式
●77.5×51×43mm（W×D×H）

PSE-S3（40A）：仕様 40アンペア
PSE-S3（100A）：仕様 100アンペア
PSE-S3（60A）：仕様 60アンペア
PSE-S3（140A）：仕様 140アンペア
PSE-S3（80A）：仕様 80アンペア
PSE-S3（200A）：仕様 200アンペア
●ヒューズホルダー型
●4・8ゲージ用
●108×42×40mm（W×D×H）

PSE-301（40A）：仕様 40アンペア
PSE-301（60A）：仕様 60アンペア
●ディストリビューション型
●入力 3×4ゲージ
●出力 2×8ゲージ
●91.4×80×35.4mm（W×D×H）

BHL 04P/N-P

PSB 307P/PSB 307N

PS-BT09PN

PST 17G

PST 18S

￥4,200（税込）

￥4,200（税込）

￥7,140（税込）

￥1,995（税込）

￥1,995（税込）

●D端子用 ＋/－兼用
●シルバー
●1×1/0・2ゲージ 1×4ゲージ
2×8ゲージ
●オリジナルカバー付
●42.4×59.3×33mm（W×D×H）
※1個（ペア売りではありません）

●D端子用
●PSB 307P ＋用 PSB 307N －用
●シルバー
●1×1/0・2ゲージ 1×4ゲージ
2×8ゲージ
●オリジナルカバー付
●42.4×59.3×33mm（W×D×H）
※1個（ペア売りではありません）

●D端子用 ＋/－ペア
●ゴールド
●1×1/0・2ゲージ 1×4ゲージ
2×8ゲージ
●47.3×59×20mm（W×D×H）
※ペア売り

●ｻｲﾄﾞﾏｳﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
●GM専用
●ゴールド
●外径φ18.5mm
●全長 33.5mm
●2個1組

●ｻｲﾄﾞﾏｳﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
●GM専用
●シルバー
●外径φ19mm
●全長 33mm
●2個1組

PS 612

PS 613

PS 614

PS 615

PS-BL08

￥945（税込）

￥840（税込）

￥1,050（税込）

￥945税込）

￥1,050（税込）

●ウーファーBOX用ターミナル
●丸型 ●ネジ〆式
●止め具部分 金メッキ
●外径φ105mm
●内径φ76.4mm
●奥行き 37mm

●ウーファーBOX用ターミナル
●丸型 ●ネジ〆式
●止め具部分 プラスチック
●外径φ105mm
●内径φ76.4mm
●奥行き 21mm

HCK 08
￥9,660（税込）

●ウーファーBOX用ターミナル
●角型 ●ネジ〆式
●止め具部分 金メッキ
●外径 93×79mm（W×H）
●内径 73×54mm（W×H）
●奥行き 21mm

●5.2m 8ゲージ パワーケーブル
アイスブルー リングターミナル付
●1.0m 8ゲージ グランドケーブル
シルバー リングターミナル付
●5.0m 2チャンネル RCAケーブル
●10.0m 16ゲージ スピーカーケーブル
●5.0m 18ゲージ リモートケーブル
●MIDIヒューズホルダー
●MIDI 60アンペアヒューズ
●1.5m コルゲートチューブ
●2×14～16ゲージ バッドコネクター
●5×14～16ゲージ ファストン端子
●1×リモートケーブル用Ｙ型端子
●2×8ゲージ用Ｙ型端子 ●10×タイラップ
●1×8ゲージ ケーブル用グロメット

●ウーファーBOX用ターミナル
●角型 ●ネジ〆式
●止め具部分 プラスチック
●外径 93×79mm（W×H）
●内径 73×54mm（W×H）
●奥行き 21mm

●8極中継ターミナル
●銅ネジ
●ゴールド
●端子幅 8mm
●97×23×10mm（W×D×H）

CAP10 PDV
￥21,000（税込）
●オーディオキャパシタ
●1.0ファラッド
●デジタルメーター付
●入出力 1/0ゲージ
4ゲージ
●外径φ76.4mm
●高さ 235mm
●ホルダー付属

PT-1
￥1,155（税込）
●ウーファーBOX用ポート
●外径φ80mm
●内径φ50mm
●取付径φ60mm
●全長 163mm

