
この度は 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
末永くご使用いただくためにも、ご使用前にこの操作マニュアルをご一読ください。

注意事項

付属品

保証書 マニュアル
　（本書）

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうござい

ました。この製品は当社の厳密な品質管理の元で製造し、

製品検査に合格したものです。

お買い上げ日から１年以内に万一故障が発生いたした場合

は、本書の保証規定に基づき無料修理いたします。

本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

１．取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに基づく、お客様の正常なご使用状態のもとで保証期

　　間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店、

　　または当社に本保証書を添えてご依頼ください。

２．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、当社はその責任を負

　　わないものとします。

３．次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。

　　(1 ) 本保証書のご提示がない場合。

　　(2 ) 本保証書に保証期間、モデル名/型名およびシリアルナンバーの記入が無い場合、または字句

　　　　を書き換えられた場合。

　　(3)  お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損

　　　　傷の場合。

　　 (4) お客様によるご使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。

　　 (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外

　　　　部要因に起因する故障および損傷。

　　 (6) 製品に使用している当社指定以外の消耗品に起因する故障および損傷。

　　 (7) 正常なご使用法でも消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化した場合。

４．ご不明の点は、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

５．本保証書は日本国内においてのみ有効です。

　　 This  wa rr an ty is va lid on ly in  J ap an .

保証規定

製 品 保 証 書

注）保証書は再発行いたしませんので大切に保存ください。

　　紛失した場合は保証いたしかねる場合がございますのでご了承ください。
モデル/ 型名 シリアルNo.保証期間 取扱販売店/住所/電話番号　　    年　　　月　　　日 より1年間お客様名住所　〒電話番号フリガナ Nve03

・電源フィルタに高性能、高信頼性フィルムコンデンサを採用。

・聴感上から決定されたフィルタ（減衰）特性。

・大電流対応ブスバー配線および端子台

・「BODY アース強化 BOX」増設による更なる音質向上

   裸圧着端子
（CB225S）×4 個

IK016Z01
Kojo Technology Co.,Ltd.

各部の名称とはたらき

①端子台：入力配線の端子台です。

②入力 端子：カーバッテリのプラス極接続端子です。

③入力 端子：カーバッテリのボディアース（マイナス極）接続端子です。　

④端子台：出力配線の端子台です。

⑤出力 端子：出力のプラス極接続端子です。　　

⑥出力 端子：出力のマイナス極接続端子です。

⑦固定部：設置固定するための取付穴です。

仕様

仕様
端子台：入出力共に 　 端子（推奨電源ケーブル： ）
入出力電圧：
入出力電流： （ ）
外形寸法： （端子台含む）
重量：約

※入出力電源ケーブルおよびアースケーブル (VE01、ve-02 増設用 )は付属されておりません。

外観図

　　製造元・問合せ先　株式会社光城精工　電源事業部
  　〒036-0164 青森県平川市松崎西田43-4
     TEL　0172-43-0050　　E-mail　ｓales@kojo-seiko.co.jp

本操作マニュアルの裏面を参照ください。

・本製品は、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・製品マニュアルに従い、正しい配線を行ってください。誤配線は機器の破損や人的傷害を負う危険
　性があります。
・本製品はカーオーディオ専用アクセサリです。他の用途には絶対に使用しないでください。
・定格容量を守ってご使用ください。定格を超えての使用は装置の火災や破損の原因となります。
・製品に異常発熱や異臭がある場合は、直ちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用
　を続けると変色変形、煤の発生、焼損の恐れがあります。

単位〔ｍｍ〕

※仕様および外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

接続方法例
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この度は 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
末永くご使用いただくためにも、ご使用前にこの操作マニュアルをご一読ください。

注意事項

付属品

保証書 マニュアル
　（本書）

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうござい
ました。この製品は当社の厳密な品質管理の元で製造し、製品検査に合格したものです。お買い上げ日から１年以内に万一故障が発生いたした場合
は、本書の保証規定に基づき無料修理いたします。本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

１．取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに基づく、お客様の正常なご使用状態のもとで保証期　　間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店、　　または当社に本保証書を添えてご依頼ください。
２．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、当社はその責任を負　　わないものとします。
３．次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。　　(1) 本保証書のご提示がない場合。
　　(2)  本保証書に保証期間、モデル名/型名およびシリアルナンバーの記入が無い場合、または字句　　　　を書き換えられた場合。　　(3)  お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損
　　　　傷の場合。　　(4 )  お客様によるご使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。　　(5 )  火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外
　　　　部要因に起因する故障および損傷。　　(6 )  製品に使用している当社指定以外の消耗品に起因する故障および損傷。　　(7 )  正常なご使用法でも消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化した場合。
４．ご不明の点は、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
５．本保証書は日本国内においてのみ有効です。　　T his  w ar ran ty  is va lid  on ly i n J ap an.

保証規定
製 品 保 証 書

注）保証書は再発行いたしませんので大切に保存ください。　　紛失した場合は保証いたしかねる場合がございますのでご了承ください。モデル/ 型名 シリアルNo .保証期間 取扱販売店/住所/電話番号　　    年　　　月　　　日  より1年間お客様名住所　〒電話番号フリガナNv e0 3

・新発想、電源フィルタと仮想アースが融合した「 コンディメンタ」。

・電源フィルタに高性能、高信頼性フィルムコンデンサを採用。

・聴感上から決定されたフィルタ（減衰）特性。

・効果的パターンレイアウトと内部配線材。

・「 」増設端子付き大電流対応端子台。

・「 」と同様の仮想アースシステム搭載。

IK016Z01Kojo Tec hnology Co.,L td.

各部の名称とはた らき

①端子台：入出力配線の端子台です。

②入力 端子：カーバッテリのプラス極接続端子です。
③入力 端子：カーバッテリのボディアース（マイナス極）接続端子です。　
④出力 端子：出力のプラス極接続端子です。　　

⑤出力 端子：出力のマイナス極接続端子です。
⑥固定部：設置固定するための取付穴です。

仕様

仕様
端子台： 　 端子（推奨電源ケーブル： ）
入出力電圧：
入出力電流： （ ）

外形寸法： （端子台む）
重量：約

※入出力電源ケーブルおよびアースケーブルは付属されておりません。
なお、アースケーブルとして弊社製品の： （クローン ）および （クローン ）を

ご利用いただくことをお勧めいたします。

外観図

　　製造元・問合せ先　株式会社光城精工　電源事業部
  　〒0 36- 016 4 青森県平川市松崎西田4 3-4
     TEL　01 7 2-4 3-0 050 　　E-mai l　ｓales@ko jo -s ei ko. co .jp

本操作マニュアルの裏面を参照ください。

本製品について
注意事項
付属品

保証書 マニュアル　（本書）固定L 金具×2個 丸端子（M5- AWG 4）×4個

IK 00 7Z 01
.dtL,.oC ygolonhceT ojoK

各部の名称とはたらき

①　端子台
　　入出力配線の端子台です。②  車のバッテリ用プラス端子です。③　車のボディアース用マイナス端子です。　④　増設用のマイナス端子です。⑤　出力のプラス端子です。　⑥　出力のマイナス端子です。⑦　固定L 金具
　　設置固定するための固定L金具です。

TUPTUOTUPNIV21+ GN D+ GN DEV DDA
⑦

① ⑥④③⑤②

仕様
仕様端子台：M5　5端子（推奨ケーブル：AW G♯4）入出力電圧：DC 12 V入出力電流：10 0A （p eak ）重量：約1. 1K g
※入出力電源ケーブルおよび（VE -01 増設用）アースケーブルは付属されておりません。推奨アースケーブル：Cl on e1 （クローン1）およびCl on e2（クローン2）

  130     5.32    5.32    38  

  7    7    611  外観図

L金具取付ネジ（M3×8 ）×4 個

　　AD DV Eからの増設は、理論上表面積を増やす　　ことになるため、高周波に対するインピー
　　ダンスをより低減させることが可能です。

　 　製造元・問合せ先　 株式会社光城精工　 電源事業部
4-34田西崎松市川平県森青 4610-630〒　  pj.oc.okies-ojok@ofni　liam-E　　0500-34-2710　LET     

裏面に接続方法例記載

・本製品は、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

・製品マニュアルに従い、正しい配線を行ってください。誤配線は機器の破損や人的傷害を負う危険
　性があります。
・本製品はカーオーディオ専用アクセサリです。他の用途には絶対に使用しないでください。
・定格容量を守ってご使用ください。定格を超えての使用は装置の火災や破損の原因となります。
・製品に異常発熱や異臭がある場合は、直ちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用

　を続けると変色変形、煤の発生、焼損の恐れがあります。

単位〔ｍｍ〕

※仕様および外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

接続方法例
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N-04



「N‒04とレギュレータの複合接続方法」

「N‒04の基本接続方法」

「N‒04と大容量電解コンデンサの複合接続方法」

N‒04
POWER FILTER

配線作業は必ずバッテリを外して行ってください。

ヒューズはお使いになる接続機器メーカが推奨するヒューズ
をご使用ください。

各種接続機材の接続方法は、各製品の接続マニュアルを参照
ください。

配線作業は必ずバッテリを外して行ってください。

ヒューズはお使いになる接続機器メーカが推奨するヒューズ
をご使用ください。

各種接続機材の接続方法は、各製品の接続マニュアルを参照
ください。

配線作業は必ずバッテリを外して行ってください。

ヒューズはお使いになる接続機器メーカが推奨するヒューズ
をご使用ください。

各種接続機材の接続方法は、各製品の接続マニュアルを参照
ください。
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大容量コンデンサ
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ヒューズ 12V
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レギュレータ

INPUT OUTPUT

N‒04
POWER FILTER

N‒04
POWER FILTER

VE‒01
ve‒02　など

BODYアース強化BOX
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BODYアース強化BOX
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BODYアース強化BOX


