カーオーディオがさらに楽しくなる
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イコライザーを使用せずにクオリティーを求める、OSCAR防振を
目的に合わせ企画した基本セットです。
オスカー防振の基本的な考え方は、ドアスピーカーを「ストレス無く」鳴らす為の環境を造る事に目的を置いています。
振動を殺すのではなく、コントロールする方向で考え目的に合わせた基本セットに、最高のパフォーマンスを求めました。
オスカー防振にしかない「振動制御・タイプ」の防振セットをご提案致します。

OPB‑TR1

New!

内容 ドア2枚用防振キット
小売価格 ￥16.800円（税込）
OSCAR防振提案トライアルセット

OPB‑ST3

New!

内容 プロ用ドア防振キット
小売価格 ￥29.400円（税込）
OSCAR防振提案プロセット

ドア防振シリーズ
従来の業務用製品を小口販売を希望されるお客様に対応する
ために、小口パッケージ品を御用意させて頂きました

ONR‑M
内容 ノイズレス(遮音）マット
入数
1枚 （500×1.000×4.0mm）
小売価格 ￥6.300円（税込）
使用箇所 内張り遮音用/フロアー
外部ノイズの侵入を防ぐ優れた防音効果。ダ
イポルギーの発泡体による新設計。カッター
ハサミで簡単加工。フロアーカーペット下に
敷くと驚異的な静寂感を体感できます。

ODP‑211
内容
液体塗料
入数
1個 （500g）
小売価格
￥3.990円（税込）
使用箇所 内張り裏、鉄板、木部等
水性塗料タイプの制振材。鉄板部対応内
張りからバッフル、FRPやプラスチックの
防振まで幅広く使えます。

OY‑100
内容
制震シート
入数 8枚 （240×480×1.0mm）
小売価格 ￥6.300円（税込）
使用箇所 インナー側鉄板制震
樹脂系拘束型で制振性能が高い。・
引き裂き強度が強く、裂けにくい。
難燃基準をクリアーした信頼性設計。
(UL‑94規格)振動を素直に減衰させます。

OFD‑C25
内容
防振シート
入数
25枚 （100×150×1.8mm）
小売価格 ￥5.250円（税込）
使用箇所
アウター側鉄板制震
非拘束型の制振材で優れた制振性能を持つ。
アルミプレートとブチルの2層構造。柔軟性
も制振効果も高い。大変強力な防振効果なた
め、使いすぎは、音質を損なう可能性があ
ります。

OAT−10
内容
アルミガラスクロステープ
小売価格
￥1.260円（税込）5cm×10ｍ
使用箇所
マット、配線等の固定
熱に強く難燃特性を持つ本品は、非常に強い
切断強度、ねじれ強度に優れ防振効果も大変
期待できます。アルミガラステープは、テー
プ自体にも防振効果があり、ノイズレスマット
等の固定に最高のポテンシャルを発揮します。

New!

ONR‑5P

内容 車を静かにする遮音セット
小売価格 ￥26.250円（税込）
車を静かにするノイズレスマット5枚と固定用の
アルミガラスクロステープ（50×1.000mm）の
セットです。

ハニカム･ウエーバー
内容 全周波数型・吸音拡散材
入数 （500×160ｍｍ・２本入り）
小売価格 ￥2.940円(税込)
使用箇所 ドア鉄板内、BOX内、

New!

ハニカム状の繊維は高音域の拡散効果に優れ、
底面は吸音率を調整したシートの2層構造です。
定在波を緩和し音を濁らさない理想の拡散の
新素材です。

NewウエーブキャンセラーNew!
内容 定在波打消し型シール材
入数 （600×30ｍｍ・２本入り）
小売価格 ￥2.625円(税込)
使用箇所 インナーバッフルと内張りの間
高密度低反発連続気泡ポリウレタン素材でスピ
ーカー周りの回りこみ音が、不要振動を生む場
合などの吸音及びキャンセル材として最高のパ
フォーマンスを発揮します。

OEV−10
OEV−05

価格 ￥3.150円（税込）
価格 ￥2.100円（税込）

入数
2枚 300×190(10mm/5mm）
使用箇所 ドア内張り裏や天井裏
高い吸音効果に加え質量も軽く、なおかつ水
をはじきます。吸音周波数は、人の耳の感度
が高い、１KHZ〜4KHZを最も吸音します。
音響用吸音材として使用できます。

OKR−120
内容
入数
小売価格
使用箇所

拡散材/カールロック
2枚 （120×480×35mm）
￥3.675円（税込）
ドア内吸音/ウーファーBOX

水対策にも万全ですで、奥行の取れないエン
クロージャーやフロントドアなどの低域エネ
ルギーの拡散に最適です。中域に与える影響
はほとんど無く、背圧エネルギーの干渉のみ
に効果が期待できます。

OSL−120
内容
入数
小売価格
使用箇所

拡散材/サランロック
2枚 （125×500×20mm）
￥2.625円（税込）
ドア内吸音

高い難燃性に加え強い薬品性に優れた弾性回
復そして吸水性が皆無と車環境の使用に最適
な素材です。

OSR‑20
内容 シンサレート
700×500×20mm
小売価格 ￥2.625円（税込）
繊維径の空気層に振動エネルギーが伝わり
効果的に、熱エネルギーへと変換されます。
特に中高域の吸音効果が高く調整用に最適。
厚さ20ｍｍの高性能です。

オーディオの醍醐味！
チューニングデバイスを提案します。
High Performance Earth KIT
EA‑1

EA‑D1

小売価格 税込￥25.000円
音響用アーシングキット

希望小売価格
税込¥8.925円
帯電防止アンテナ

カーオーディオの音質を高次元で安定させることを目的
としたアーシングキットです。ミュージック･アースは、
車に乗ることが又楽しくなるチューニングパーツです。
サウンドのSN感が良くなり、音の立ち上がり立ち下りが
鋭くなりリズム感や音楽性が出てきます。ノイズの少ない
ピュアな音色に倍音が乗りだします。

オーディオシステムの帯電は、知らず知らずの
うちにシステムを蝕みます。脅威の帯電防止ア
ンテナで、システムを常にクリーンに保ちます。
目的により取り付け場所が変わりますが、基本
はグランド（車のボディーフレーム）に接続す
るだけです。

HIGH PERFORMANCE CAPACITOY & ACC RELAY FOR HEAD UNITS
New!

ヘッドユニット用

New!

CAP‑H2

小売価格
税込¥16.800円
H/Uバッテリー直電源強化セット

ヘッドユニット用キャパシター＆ACCリレー
ナビゲーションや純正オーディオにも大変有効な
アイテムです。デッキ裏の配線に割り込ませるだ
けの配線から本格的なバッ直接続まで楽しめます。
ノイズの少ないドキッとするボーカルが魅力的。

CAP‑H2をさらに充実させるための配線セットです。
■CAP‑H2 HU用キャパシター＆ACCリレー
■テフロン14G電源ケーブル2.5m(プラス&マイナス）
■ヒューズホルダー配線セット■ATOタイプ・15A
クライオヒューズ■コルゲートチューブ2m

3.0m/15A・電源ワイヤーセット

New!

CAP‑B2

小売価格 税込¥8.925円
ヘッドユニット電源強化フィルター

座席下アンプ用

B‑14G
小売価格
税込¥8.400円
H/Uバッテリー直電源ケーブルセット
電源コードは、14ゲージのテフロン皮膜線を採用
。ケーブルの長さは2.5mで、プラス線とマイナス
線をツイスト。ATOヒューズホルダー（50cm）を
セット。DCTクライオ処理15Aヒューズ添付。

New!

4.0m/20A・電源ワイヤーセット

B‑12G
小売価格
税込¥12.600円
座席下アンプ用直電源ケーブルセット
電源コードは、12ゲージより少し太いテフロン皮膜
のスズメッキ銅線を使用。ケーブルの長さは3.5mで、
プラス線とマイナス線をツイストしています。コル
ゲートチューブを2m使用し、50cmヒューズホルダー、
DCTクライオ20Aヒューズ添付。

CD SOFT MAINTENANCE
Phono

ＭＦ‑1

SEAT

小売価格 税込￥2.500円
商品名
CDソフトスタビライザー
商品サイズ
直径33mm
（内穴16mm）の丸型/数量8枚入り

小売価格 税込¥1.260
商品名 帯電除去クロス
商品サイズ100×150ｍｍ(3枚入り）

CDスタビライザー「フォノ・シート」は、CDソフトの
読み取り性能を向上させ、情報の安定化を促進します。

超極細繊維は、髪の毛の100分の1以下の細さの繊維
でほこりや汚れよりも細いので効果的にクリーニン
グできます。又スエード状にする事によりCDソフト
の保護面を傷つけることなくクリーニングできます。

project‑1

project‑1

TUNING DEVICE
hard

soft

小売価格 税込￥3.129円
商品名 音質改善インシュレーター
商品サイズ 厚み3.5mm：40×25mm粘着材付き

小売価格 税込￥3.129円
商品名 音質改善インシュレーター
商品サイズ 厚み3.5mm：40×25mm粘着材付き

「ハードタイプ」
■温度変化に強く振動を確実に吸収し制御します。
■中高域に透明感のある抜けの良いサウンドが狙えます。
■S/Nが大幅に改善し、引き締まった中低域が魅力です。

「ソフトタイプ」
■振動吸収性能は、「HARDタイプ」より高いスペック。
■中低音域にエネルギーが乗り、厚みの音が狙えます。
■S/Nが大幅に改善し、空気感を感じることが出来ます。

T‑ｱﾝｶｰ真鍮or銅

イオンロック
小売価格 ￥1,575円
商品サイズ 160×70×20mm
吸震材/吸音材

（2個入り）

歪んだ磁界を整える性能を持ちます。光触媒の作用により、
紫外線と反応し半永久的に効果を持続させます。

OSW‑5
小売価格

(5m/26g)
税込￥¥4.410円

OSW‑1

(1m/5,2g)
小売価格
税込￥¥1.260円
商品名 デュアルクライオ銀ハンダ
添加物を一切含まない、高純度４Ｎ純銀に長時間ＤＣＴ
処理を施す事で、完璧なエネルギー伝送を可能としました。

小売価格 税込￥2.625円
商品名 チューニング・アンカー真鍮 or銅
28mm（内穴10mm）の丸型･厚さ1,5mm １枚
直径46mm（内穴29mm）の丸型･厚さ1,5mm ：１枚
使用箇所は、ｽﾋﾟｰｶｰのマグネット裏に貼り付けます。
素材による音質の変化。マグネットの磁束の変化
が音響を変えます。概略傾向 真鍮・シマリ感が良く、
レスポンスの高揚。銅 ローエンドが伸び低重心に。

SUPER FIRM X
内容量
税込価格
50ml
￥4.179
250ml
￥16.800
500ml
￥29.400
商品名
MDF専用含浸強化塗料
MDF専用硬化塗料 音の響きが向上し共振周波数
が上がります。

OKS‑15,2
210mm×210mm×15mm （2枚入り）
標準価格 税込￥5.040円

OKS‑12,2
210mm×210mm×12mm （2枚入り）
標準価格 税込￥4.620円
樺桜音響用ボード インナーバッフルボード素材と
して、とても美しい響きが魅力的です。

GT‑25P

New!

小売価格 税込￥1.470円
商品サイズ 14G オスメス各25ペアー
高音質仕様ギボシセット
全ての端子に特殊洗浄を施し､さらに伝導率を高め
る加工を施しています。インピーダンスの上昇を
抑え高音質を保ちます。

チューニング用DCT‑CRYOヒューズ
ヒューズの目的は製品の保護や安全性と言えますが、電気的･音響的に考えればインピーダンスを上昇させ電気的抵抗を与えるもの
と言えます。ヒューズを無くすと音質が飛躍的に向上する事があります。しかし安全性を考えるとその選択肢は無いと、諦めていた
領域に新たな提案をさせていただきます。DCT−CRYOは、現在最も優れたCRYO処理でナノレベルでのストレスフリーを実現しています。
●オーディオ機器のヒューズをDCT‑CRYOに交換することで、電流の安定化がはかれ脅威的な音質改善が狙えます。
NEW！
Ｃ−ＴＥＩヒューズ
¥1,000円(税抜）／1個

MINI板ヒューズ
¥1,000円(税抜）／1個

¥2,500円(税抜）／1個

2A・5A・7,5A・10A・15A
20A・25A・30A

3A・5A・7,5A・10A・15A
20A・25A・30A

30A・40A・50A・60A・70A
80A・100A・125A・150A

低背ヒューズは、近頃、トヨタを
初め、国産自動車メーカーの新車
に装着されています。
サイズ：4×11×9mm

小型の板ヒューズで車両ヒュ
ーズにも採用されています。
サイズ：4×11×16mm

最近発売になった新しいタイプ
の小型ウエハーヒューズです。
サイズ：12×42×8mm

ガラス管(30mm)

AGUガラス管（GOLD）

¥1,000円(税抜）／1個

¥1,200円(税抜）／1個

1A・3A・5A・10A・15A・20A・30A

20A・30A・40A・50A・60A
70A・80A

一般的なガラス管ヒューズです。
デッキなどに多く使われています。
サイズ：直径６×30mm

ATOヒューズ
¥1,000円(税抜）／1個
3A・4A・5A・7,5A・10A・15A
20A・25A・30A・35A・40A
車両ヒューズからパワーアンプ
本体と多く使われているヒュー
ズです。
サイズ：5×19×19mm

Ｃ−ＭＩＮＩＡＮＬ(GOLD)

ANL板ヒューズ(GOLD)
¥4,500円(税抜）／1個
60A・80A・100A・125A
150A・200A・250A・300A

大型のガラス管ヒューズです。
ディストリビューションブロッ
クに多く使われています。
サイズ：直径10×38mm

ウエハー・大型電源ヒューズ
サイズ：19×81×9mm

MAXI板ヒューズ(GOLD)

ディスビブロック

¥2,000円(税抜）／1個

マキシーヒューズ3連用
24金ゴールドメッキ
100%真鍮素材 （限定品）
¥8.800円(税別）
サイズ：60×108×29mm

20A・30A・40A・50A・60A
70A・80A
オーディオ用として定番のヒュ
ーズで、ディストリビューショ
ンブロックに多く使用されます。
サイズ：9×30×35mm

AGU ヒューズホルダー

エンジンルーム内ヒューズBOXをDCT‑CRYOトリートメント
ヒューズに変えると何かが起こります。

4ゲージ/8ゲージ対応
24金ゴールドメッキ
¥4,800円(税別）
サイズ：42×80×33mm

●車輌側のヒューズを交換する事で、馬力やトルク感の向上、燃費の向上、走行フィーリングや
始動性の向上、各部ライトの照度向上、など多くの発見が期待できます。
PAL

293

20A 30A 40A 50A 60A
¥3.000円(税抜）/1個
サイズ：15×22×30mm

PAL

294

PAL

JCASE

PAL

PAL

30A 40A 50A 60A 70A
80A 100A 120A
¥4.500円(税抜）/1個
サイズ：15×22×21mm
ベースサイズ：48mm

295

30A 40A 50A 60A 70A
80A 100A 125A 150A
¥4.500円(税抜）/1個
サイズ：15×22×21mm
ベースサイズ：61mm

2935

MEGA

25A 30A
¥2.500円(税抜）/1個
サイズ：13×12×31mm
45A 65A 75A
¥4.500(税抜）/1個
サイズ：15×23×37mm

■価格及び仕様は変更する場合があります。■価格には、配送費や取り付け費は含まれておりません。
掲載の写真の色は印刷の条件により異なる場合があります。

株式会社オスカーインターナショナル
兵庫県西宮市山口町下山口1丁目9‑24
TEL:078‑904‑3533 FAX：078‑904‑3233
URL：http://www.oscar‑i.co.jp
MAIL：office@oscar‑i.co.jp

PAL

4950

20A 30A 40A 50A 60A
¥2.500円(税抜）/1個
サイズ：12×14×27mm

498

40A 50A 60A 70A
80A 100A 125A 150A
￥2.800円(税抜）/1個
サイズ：12×41×8mm

30A 40A
￥2.500円(税抜）/1個
サイズ：13×17×27mm

30A 40A 50A 60A 70A
80A 100A 120A
￥4.000円(税抜）/1個
サイズ：15×22×43mm

283

MID

2938

298

80A 100A 125A 150A
200A 225A 250A
￥4.000円(税抜）/1個
サイズ：16×68×9mm

商品の問い合わせは

175A

