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カーセキュリティ製品カタログvol.8.0

土、日、祝祭日、当社休業日を除く
AM10：00～12：00 ・ PM1：00～4：00

製造元  株式会社キラメック
〒475-0936 愛知県半田市板山町9丁目183の1

このカタログの記載内容は2020年10月現在のものです。
●カタログに掲載されている写真の色は実際の商品とは異なって見える場合があります。
●カタログに記載されている製品の仕様、外観及び性能は予告なく変更されることがあります。
●カタログに記載の製品価格には消費税、取付工賃等は含まれておりません。
●本製品の動作の有無に関わらず、万一盗難、事故が発生しても責任は負いかねます。
●誤った取り付け、もしくは使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。

製品に関するお問合せは： 0569-20-55860569-20-5585

https://k i ramek.com

リレーアタック対策機能

車両オーナー
スマートキーを保持

犯人Ａ
スマートキー信号を中継する

犯人B
スマートキー信号でドアをアンロック

ドアがアンロック!

A
B

　リレーアタックとはスマートキー装備車を狙った
車両盗難の犯罪手口です。犯人Aがスマートキー
に近づき特殊な専用機器を利用してスマートキー
から常時発信している微弱な電波を中継（リレー）
します。犯人Bは車両の隣で待機し電波を受信しド
アをアンロック、エンジンを始動し乗り逃げする手
口です。
　本製品はリレーアタック対策モードを搭載しまし
た。本機能をON設定するとドアアンロックでもセ
キュリティは解除しないためリレーアタックに対抗
可能です。

ドラレコ　　　　　　　セキュリティシステム連動出力機能付き連動出力機能付き

本体価格  66,000円（税別）

本体価格  60,000円（税別）
1480B-DR
バックアップサイレン付

1480S-DR
スタンダードサイレン付

取付工賃等は別途必要

※ 監視機能も必要ありません。
　 ドラレコは別途ご購入ください。
※ ドラレコの機能やメーカーは問いません。

DIGI∞LINK

JAN: 4996327063933
本体価格  46,000円 (消費税別途)

取付工賃等は別途必要

盗難発生警報装置（特許取得済）

バックアップ
サイレン
標準装備

　　　　  スマートセキュリティ

1480S
DIGI∞LINK

JAN: 4996327063926
本体価格  40,000円 (消費税別途)

取付工賃等は別途必要

盗難発生警報装置（特許取得済）

BEEP
サイレン
標準装備

純正キーレスリモコン・スマートキー連動セキュリティ！！
ＣＡＮ-ＢＵＳ車専用・次世代型

　　　　  スマートセキュリティ・ハイグレードモデル

1480B

※本装置は車両CAN-BUS通信システムと通信を行うことで正常に機能します。
　装着対象車両に適合したデータを事前にダウンロードする必要があります。ダウンロードには専用ツールが必要です。

 ハイグレード・スマートセキュリティ

1460B
JAN: 4996327084396

本体価格  38,000円 (消費税別途)

取付工賃等は別途必要

盗難発生警報装置

バックアップ
サイレン
標準装備

 スマートセキュリティ

1460S
JAN: 4996327084402

本体価格  32,000円 (消費税別途)

取付工賃等は別途必要

盗難発生警報装置

BEEP
サイレン
標準装備

純正キーレスリモコン・スマートキーで
コントロールする新世代セキュリティ！

※純正キーレスリモコン操作時に純正機能でハザード点滅する車両のみ装着可能です。
※リモコン＆アンテナセット（別売）と組み合わせた場合は、純正キーレス非装備車へも装着可能です。
※ターボタイマーとの併用はリモコン＆アンテナセット（別売）が必要。

通常配線
モデル

迷惑駐車対策にも使える！  ミニバン・ＲＶにも対応可能な車両盗難防止器具！！迷惑駐車対策にも使える！  ミニバン・ＲＶにも対応可能な車両盗難防止器具！！

JAN: 4571114022005本体価格 14,000円+税

自動車用タイヤロック

2000M

● 可動アームを広げ、タイヤを挟み込むようにして本体
　に差し込む。
● アームの幅を狭くして、タイヤを完全に挟み込んだ
　状態で付属の鍵でロックする。

■使い方
製品寸法：２７０mm×４３０mm、重量： 約3.0kg

最小値
保護部サイズ
A=60mm
B=130mm 最大値

■製品仕様（有効寸法）
335mm

420mm

190mm

165mm165mm

130mm

210mm

A

265mm

B

製品概要　タイヤをロックするタイプの車両盗難防止装置
です。タイヤをロックすることで車両自体の盗難をより困難
にするため、ハンドルロックタイプのものより防犯効果は絶大
です。また、視覚効果も抜群です。※キーの再発行不可

大好評！

本体価格  73,000円（税別）

本体価格  55,000円（税別）
1460H-B
セキュリティ充美セット

1460H-A
監視重点セット

取付工賃等は別途必要※期間限定、電波遮断ポーチ付き

※　   は、1480H-Bのみに付属

※　   は、1480Ｂ-DRのみに付属

電波遮断ポーチ付き

ドライブレコーダー起動用の出力を標準装備
センサーが反応すると警告時45秒、警報時
120秒の出力でドラレコを動作させます。
付属のレーダーセンサーで車周囲のうろつき、
覗き込みを録画することができます。
ドラレコの機能やメーカーは問いません。
監視機能も必要ありません。
ドラレコは別途ご購入ください。

凄い凄い

→
詳
し
く

ドラレコ連動について：●起動回数に制限があります。（警告10回、警報10回）  ●イベント録画ではありません。　　レーダーセンサーについて：●プライバシーガラス部分は検知できません。  ●雨等に反応します。

※1460H-Aのサイレン機能は純正ホーンを利用します。

JAN: 4571114024955

JAN: 4571114024962

JAN: 4571114024986

JAN: 4571114024993

VISIONセキュリテイシステムはリレーアタック、コードグラバーに対応しています。



ブルーLED ホワイトLED レッドLED グリーンLED

ブルーLED ホワイトLED レッドLED グリーンLED

LM801G
本体価格 7,000円

 セキュリティシステムとは
車両盗難や車上狙い、部品盗難の際、ガラスを割る等の
衝撃や、不正なドア開けを検知し、製品付属のサイレンを
発報、犯人を撃退します。オプションパーツを追加して目的
に応じたシステムアップが可能です。

適合＆必要
オプション検索→

システムＯＮ中に点滅し、セキュリティシステム装着車であることをアピールします。点滅パターン選択可能！

 誤報が極めて少ないシステム
アクティブＩＲ・２ステージショックセンサー搭載
カーセキュリティシステムは、衝撃検知能力が、その製品の良し悪しを大きく
左右します。他社の衝撃センサーの多くは、トラック等通過時の振動や、飛行機・ヘリコ
プターの音、落雷等に反応して誤報する場合があり、対策の為にセンサーの感度を落と
すと、実際のガラス割り等の衝撃を検知できない恐れがあります。VISIONに搭載する
センサーは、赤外線の反射光を解析する独自の方式で、車両の大きさを問わず、様々な
場所への衝撃をほぼ均等に検知しながら、誤報を防止、安心してご使用頂けます。
※誤報には予備警告は含みません。感度の上げ過ぎにご注意ください。

→
動
画

→
動
画

↓動画

※誤報には予備警告は含みません。

Quality
 No.1

基本的な使い方
●ドアロックで、セキュリティＯＮ、ドアアンロックでセキュリティＯＦＦ
　 ※必ず純正キーレスリモコンもしくはスマートエントリーシステムで操作してください。
　 ※専用リモコン（オプション）にて、システムの操作を行うことも可能です。

●弱い衝撃を検知すると、「ビッビッビッ．．．」という予備警告音が鳴り、強い衝撃を検知する
と、「ビービービー」と３０秒間発報します。（立体駐車場等で便利なセンサーバイパス設定あり）
●ドアを開けられると、３０秒間発報し、発報後もドアが開いていた場合、繰り返します（5回）。
●警告、警報中はハザードランプ（1480）、スモールランプ（1460）が点滅します。
　（車種によりオプションが必要な場合、機能しない場合があります。）
●バックアップサイレンモデルは、車両バッテリーの断線を検知すると、
    内蔵電池が尽きるまで発報します。
  （内蔵電池の寿命は約２～３年です。内蔵電池の交換はできません。）

独立ドア配線キット（６分岐）

DSS-6
本体価格 1,200円＋税
JAN: 4996327057215

２段階・衝撃センサー

318-054
本体価格 9,500円＋税
JAN: 4996327059080

独立ドア配線キット（２分岐）

N-42W
本体価格 800円＋税
JAN: 4996327037897

ドアオープン検知 1460シリーズ

センサーオプション

イモビライザーリレー ５ポイント・ループセンサー

ライトフラッシュ 電源、CAN接続サポートパーツ

取付サポートパーツ

アース・ブースター

GAP-2
本体価格 1,600円＋税
JAN: 4571114023279

5極(20A/15A)汎用リレー

896H-1C-24
本体価格 2,500円＋税
JAN: 4996327063964

ハザードフラッシュリレー

896-2AH
本体価格 2,500円＋税
JAN: 4996327033974

マルチアダプター

KCM-1
本体価格 6,000円＋税
JAN: 4571114023729

電源補助ユニット

UPS-47
本体価格 2,000円＋税
JAN: 4571114024863

0.65~0.8mm線対応

ネジタップ（４個入り）

NT-4
本体価格 800円
JAN: 4571114022937
ネジロック（４個入り）

NL-4
本体価格 600円
JAN: 45711140229440.5~1.0mm線対応

ネジタップ（４個入り）

NS-4
本体価格 800円
JAN: 45711140238730.4~0.5mm線対応

ボンネットスイッチ

センサー分岐ユニット

SB-03
本体価格 3,000円＋税
JAN: 4996327074441

２段階・傾斜センサー

KST-24
本体価格 12,000円＋税
JAN: 4571114023262

ダブルブレイクタイマーリレー

KNR-2A
本体価格 6,000円＋税
JAN: 4571114024580

2ゾーン・レーダーセンサー

MMF-2
本体価格 12,000円＋税
JAN: 4996327057246

ピンスイッチ

S-113
本体価格 500円＋税
JAN: 4996327000082

防水ゴム付スイッチ

S-114R
本体価格 800円＋税
JAN: 4996327026716

ドアロック・インターフェイス

318-16R
本体価格 6,000円＋税
JAN: 4996327048633

ドアロック・コントロール

ドアロックモーター

316-12C
本体価格 6,000円＋税
JAN: 4996327093817

ループセンサー＆ドアトリガー

318-085
本体価格 3,500円＋税
JAN: 4996327044239

ダミー取付可能！

LM800R
本体価格 5,000円

LM800W
本体価格 6,000円

LM800B
本体価格 6,000円

LM800G
本体価格 6,000円

ピンクLED
LM800S

本体価格 6,000円

ブルーLED
LM700B

本体価格 6,000円
文字プレート3種つき

ホワイトLED

文字プレート3種つき

LM700W
本体価格 6,000円

レッドLED

文字プレート3種つき

LM700R
本体価格 6,000円

グリーンLED

文字プレート3種つき

LM700G
本体価格 6,000円

LM801R
本体価格 6,000円

LM801W
本体価格 7,000円

LM801B
本体価格 7,000円

ピンクLED
LM801S

本体価格 7,000円

=or
ま た は

LM80xx
シリーズ

※318-054､KST-24､MMF-2を追加する場合SB-03が必要です。（最大数3）

※リモコン＆アンテナセットとの組み合わせが必要

※1460＆2460シリーズではスモールランプ点滅。（1480シリーズでは「ハザード」ランプ点滅。）

※本製品に防水機能はありません。

動作確認音リモコンボタン操作 ショック弱 ショック強 ドア開け ＩＧ・ＯＮ
通常モード ○

○

○ ○ ○ ○
サイレントモード

○
消音セットモード スモール点滅 ○ ○ ○

○
○

センサーバイパスモード ×（OPセンサー含） ×（OPセンサー含）
III

II
+ III

I

ワンタッチでモード選択OK!　扱いやすいリモコン ○=発報＆スモール

スモール点滅 スモール点滅 スモール点滅 スモール点滅 スモール点滅

１４６０Ｓ・Ｂ

２４６０Ｂ・Ｈも対応

１４８０Ｓ・B

1460、1480、2460 セキュリティ

+ =
リモコン品番：TX-36TR365Sは1個リモコン付

本体価格 15,000円＋税

TR365D リモコン＆アンテナセット

専用リモコンで
警戒モードを
ワンタッチで
選 択した い

キーレススマート
キーのない車

ハイブリッド・セキュリティ

ＶＩＳＩＯＮ 1480、1460、2460用
 オプション リモコン セット

↓↓↓

取付工賃等は別途必要
本体価格 10,000円＋税

TR365S リモコン１個＋ 
アンテナセット

JAN: 4996327084303

取付工賃等は別途必要
本体価格 15,000円＋税

TR365D リモコン２個＋ 
アンテナセット

JAN: 4996327084297

I

II

III

12V専用 お勧め！

お勧め！

お勧め！最大５００ｍＡ出力

24V専用 (+)ハザード信号ディレーユニット

KDS-3
本体価格 6,000円＋税
JAN: 4571114024849

1460専用

ON/OFFラッチスイッチ

PBS-20R
本体価格 1,200円＋税
JAN: 4996327000075

センサー信号ON/OFF専用

+
GAP-2 KCM-1

JAN: 4996327093718
本体価格 46,000円＋税

24V専用スマートセキュリティ

2460B

1. 純正キーレス操作のロック/アンロック
に連動してセット/解除

2. 衝撃（強・弱）検知でサイレン鳴動と
スモール点滅

3. バッテリー外しの断線でサイレン鳴動
4. ドアオープンでサイレン鳴動とスモー
ル点滅

5. 不正なエンジン始動でサイレン鳴動と
スモール点滅

6. 不正なエンジン始動を阻止

1. 純正キーレス操作のロック/アンロック
に連動してセット/解除

2. ドアオープンで車両ホーン鳴動とスモ
ール点滅

3. 不正なエンジン始動で車両ホーン鳴動
とスモール点滅

4. 不正なエンジン始動を阻止

※サイレン、衝撃センサーは別売り（追加可能）

JAN: 4996327093725
本体価格 32,000円＋税

24V専用イモビライザー

2460H

バックアップサイレンの専用キー
は再発行できません。大切に保管
してください。 またバックアップ用
電池の寿命は約２～３年程度で
す。（保証期間は１年。電池交換
はできません。）

バッテリー断線警報

■ 品番：SP001V
■ 価格：オープンプライス 
■ JAN：4571114024405
■ 素材：合成皮革 
■ 本体サイズ：約116×74×20mm 
■ ポケット数：2（電波遮断＋非電波遮断） 
■ 電波遮断ポケットサイズ：約85×58mm
    （カードキー83×53×4mm収納可能） 
■ チェーン長：約80mm 
■ クリップサイズ：約39×22×4mm 
■ VISION窓ステッカー：1シート付

 Japan
Design

→
動
画

各センサーの特徴、
注意事項は当社HPで
ご確認ください。 →


