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製品に関するご注意
●本製品をお買い上げの際、各製品に同梱の取扱説明書を必ずお受け取りになり、内容をご熟読く
ださい。
●お客様ご自身の取り付けサポートは行っておりません。お客様ご自身が取り付けをされる場合に
は、自己責任の範囲内で行ってください。万一、取り付けによるトラブルが発生しましても一切責任
は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本製品は電波を使用している性質上、周囲に強力な電波が発生している箇所では、混信を受ける
可能性があります。

●本製品の警告音、サイレン音は、防犯上非常に効果的な大音量で発報するため騒音などにならな
いよう、周囲の環境を考慮した上で、適切な感度にてご利用ください。
●本製品のお取り扱いは、各製品に同梱の取扱説明書の内容に従ってください。
●一部取付困難な車両があるためご購入前に必ず車両との適合を確認の上お買い求めください。
●当社では本製品の動作の有無にかかわらず、万一盗難等が発生しても責任は一切負いかねます。
●ご不明な点がありましたら、お買い求め前あるいはお取り付け、ご使用前にセキュリティラウンジ、
VIPERプロショップ、正規販売店までお問い合わせください。

このカタログの内容、お買い求め・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記の販売店または
「お客様サポートセンター」へお気軽にご相談ください。

警告

注意

安全に関するご注意
●本製品はDC12V車専用です。
●製品を水、湿気、熱、湯気、ほこり、油などの多い場所に保管、設置

しないでください。火災、感電、故障などにより死亡や大けがをす
る可能性があります。本製品は防水構造ではありません。

●本製品の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。
必ず車両電装に関する詳しい知識と技術のあるセキュリティラウ
ンジ、VIPERプロショップ、正規販売店にて行ってください。知識
のない方が取り付けを行うと車両、本製品の故障・損傷のみなら
ず、人体にも危険が及ぶ可能性があります。

●車両整備上不備がある場合には、本製品の取り付け、ご使用はお
やめください。

●エンジンルーム内で本製品に過度の熱が加えられた場合には、内
部の電子回路に異常をきたす恐れがあります。

●セキュリティラウンジ、VIPERプロショップ、正規販売店以外での
取り付けをされた場合には、製品の保証のみならず、その他一切
の事項について免責といたします。

防犯のプロがいる専門店
セキュリティラウンジ
防犯のプロがいる専門店
セキュリティラウンジ

安全をつくる。安心をつなぐ。

■防犯設備士が診断、施工
「防犯設備士」の資格を有したスタッフが的確な設置を行っています。

※防犯設備士…警察庁の指導の下で公益社団法人 日本防犯設備協会が認定する資格のこと 

■防犯アドバイザーとしての役割
お客様の不安なことや心配なことをお気軽にご相談いただけます。
防犯のプロが親身にお話を伺い、アドバイスいたします。 

■お客様にあったサービスのご提案
お客様一人ひとりの心配ごと、不安なことを親身にお聞きし、
環境やライフスタイルに合わせたサービスをご提案いたします。

トータルセキュリティ・プロショップとして犯罪の抑制、撲滅に貢献します。車、バイク、人、家の防犯機器、
サービスを通して「安心と安全」を提供します。

信頼と実績のある製品と、技術と知識を持ったお店がネットワークを組み、
確かな安心できるサービスを提供します。

技術・知識 情報・環境

トータルライフの安心をプロデュースするネットワーク

製品カーセキュリティ

ヒューマンセキュリティ

バイクセキュリティ

ホームセキュリティ

セキュリティラウンジの統一サービス

■全国一律のサービス、メンテナンスの提供
フランチャイズネットワークにより全国一律のサービス、メンテナンス、
アフターサポートをお約束します。

■アフターサポートの充実
セキュリティラウンジは、アフターサポート・サービスも充実しています。
メンテナンスを定期的に実施し、永く安心してご利用いただけるように努めています。

■確かなサービスと技術
最新の犯罪手口、取付技術、知識の習得、
さらにはオンラインによる情報共有により
常にサービスと技術の向上に努めています。



VIPER is the strongest secur ity

草薙剣
くさなぎのつるぎ

汚れを断つ剣
邪気＝犯罪を払い、常に汚れのない最高の状態を保つ

今動き出す受け継がれし新たな力

太古より「神の使い」などとして信仰されていた蛇の姿は強さの象徴であった。
そして神話の記述では、蛇の姿をしたヤマタノオロチの尾から剣が出てきたとされ
「蛇」と「剣」は密接な関係であった。
そして今、長き時を経て二つの力を宿し、新たな領域へ進化を遂げようとしている。
すべてを断ち切る剣、守る為の剣、偉大な力を持つ剣。
すべての力が揃う時、増え続ける車両犯罪の巧妙化や
進化し続けるITテクノロジーに対応する新たな究極の力を得る事ができる。
今、VIPERは安心・安全を守り抜く、唯一無二の最強のセキュリティとなる。
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タイヤ・ホイール盗難

デジタル傾斜センサー
Digital Tilt

エンジン始動

トランク開け
トランクの中のゴルフバッグなど
の積載物を盗難する犯行に非常
に有効です。トランクをこじ開け
られた時点で音と光で威嚇する
ことができます。

インスタントトリガー
トランクトリガー

Instant

OP

Trunk Trigger

エアロパーツ盗難
エアロパーツはエクステリアのた
め、犯人から部品取りのターゲッ
トにされやすいパーツです。ルー
プセンサーにより物品盗難時に
確実に異常をキャッチし、音と光
で威嚇することができます。

ループセンサー

Loop

乗り逃げガラス割り・ボディへのいたずら
2段階衝撃センサー
ダブルガードショックセンサー
音感センサー
超音波センサー

❶
❷

Two Stage

Impact

Sense of Sound

noise

Ultrasonic

ドアのこじ開け

ボンネットのこじ開け

不正なエンジン始動を防ぐことができるのがイモビラ
イザー機能です。VIPERをリモコンで解除しない限り
本人でもエンジン始動することはできません。防犯性
を考慮した取付を施せば解除することは非常に困難
でしょう。VIPERのイモビライザー機能は乗り逃げ防
止に非常に有効です。

イモビライザー機能

Immobilizer

STARTER KILL

車両盗難の手口としてバッテリー電
源の切断があります。バールなどでボ
ンネットをこじ開けてバッテリー切断
する手口です。バッテリー付近やボン
ネットスイッチにピンスイッチを設置
し、異常を確実に検出できるようにす
ることが大切です。

各種スイッチ
ボンネットトリガー

Bonnet

ナンバープレート盗難

異常時にライトで威嚇
Light Flash Hazard Flash

ライトフラッシュ

ナンバープレートを盗まれ、ナンバー
を偽装され犯罪に使われるケースも
あります。ループセンサーにより盗難
時に異常を確実にキャッチし、音と光
で威嚇することができます。

ループセンサー・ボルトロック

Loop

ドアトリガー®は、車両がもっているすべてのドア
のこじ開けをキャッチすることができます。現金
輸送車にも採用されている仕組みを使ってい
るため確実に異常を検出することができます。

ドアトリガー・カギ穴シール

Door Trigger

サイレンSiren

不正なエンジン始動をキャッチし、
音と光で威嚇することができます。

イグニッショントリガー

Ignition ON
ON

カーナビ・カーオーディオ盗難

ループセンサー・ナビロック
Loop

セキュリティステッカー

装着車アピール

光で威嚇

音で威嚇声で威嚇

スキャナーズ

アクリルスキャナー

フラッシングLED

スキャニングLED

高輝度LED

Scanner

ボイスシステム

デジタル傾斜®センサー

デジタル傾斜®センサーは、2つの
手口に対応したセンサーです。1つ
はタイヤ・ホイール盗難です。車両が

傾きタイヤが浮いたことをキャッチすることができま
す。最低検出角度が0.6度の633Mと0.8度の633Pの
2種類あります。足回りなどを固めている場合は、タイ
ヤが浮きやすいため633Mがお奨めです。2つ目は、
レッカー・クレーン盗難です。レッカー車などで強引に
牽引したり積込したりする手口に有効です。両方の手
口に対応させるにはセンサーが2つ必要です。

VIPERにはいずれも2段階衝撃セ
ンサーが標準で装備されています。
軽自動車・小型自動車などは1つの

衝撃センサーですべての窓のガラス割をキャッチす
ることができますが、ミニバンやSUV車など大きな車
両では、リアガラスなどのガラス割りによる衝撃（振
動）をキャッチするのが困難です。そのような大きな
車種の増設用にお奨めなのがダブルガードショック
センサー504Dです。ハイエースなどはリアハッチか
ら割られる事例もあります。

ガラス割り専用のセンサーです。ガ
ラスが割れる音をキャッチします。
衝撃センサーはガラスが割れる際

に発生する衝撃（振動）を検出するのに対し、音を
キャッチするため、特殊な器具で衝撃を発生させな
いガラス割りにも対応します。車上ねらい対策として
導入することをお奨めします。

VIPERのオプションセンサー
Digital Tilt 2段階衝撃センサー

❶
❷

Two Stage

Impact

音感センサーSense of Sound

noise

超音波センサー

車上狙い対策の決定版です。車内に
超音波を張り巡らせ、人の動きや空
間の変動をすばやくキャッチしま

す。衝撃、音とは違った観点からガラス割りやドアのこ
じ開けをキャッチすることができます。特殊な器具で
衝撃や音を発生させないガラス割りにも対応します。
車上狙い対策として導入することをお奨めします。

車載物（カーナビやオーディオ）や
マフラーなどの部品の盗難を
キャッチすることができるセン

サーです。守りたいものが犯人により車両から取り外
された時点で異常を検出し、音と光で威嚇すること
ができます。守りたいものの数だけ搭載することをお
奨めします。車上狙い対策には非常に有効なセン
サーです。

車両盗難の手口としてバッテリー
電源の切断があります。バールなど
でボンネットをこじ開けてバッテ

リー切断する手口です。バッテリー付近やボンネット
にピンスイッチを設置し、異常を確実に検出できるよ
うにすることが大切です。

Ultrasonic ループセンサーLoop ピンスイッチ
マグネットスイッチ

Bonnet

あらゆる犯罪パターンを検出する
業界最多のセンサーで守る

HPで試聴できる！
http://www.kato-denki.com/carsecurity/siren/index.html

位置検索機能
愛車の現在位置を地図
表示で確認できます。
GPS採用で位置精度が
向上しました。

自動通報機能
センサーが異常をキャ
ッチするとあらかじめ
設定したメール（最大５
箇所）へ通知します。

システムコントロール機能
iPhoneからセキュリティシステムの作動/解
除（ロック/アンロック）はもちろん、システム
の組み合わせによりエンジンをかけること
も可能です。

車両監視機能
愛車の異常がないか確認できます。

※愛車、スマートフォンが共にサービスエリ
　ア内の時
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STS200
¥9,975

Ⓡ

スマートフォン専用通信サービス

クルマとあなたを結ぶ
新しいコミュニケーションシステム

施錠したかな？と心配に
なった時にスマホから状
態確認

状態確認／システムコントロール

万が一の車両盗難の際、盗難ルートを確認。愛車
発見に大活躍！！

センサーが警報異常をキャッチすると、5分おきに
最大50回自動的に位置情報を取得します。

（１セット：1,000円）

警報後の位置検索サービス

セキュリティが異常をキャッチするとあらかじめ指定された
メール（最大５箇所）へ通知（位置情報添付）します。

自動通報機能

スマートフォン以外にもインターネット環境のある機器からの操作・確認が可能です。

詳しくはWEBをご覧ください。 URL http://www.kato-denki.com/products/viper/new_iviper/index.html

■位置検索サービス（標準） STS100 STS200
月額基本料 700円 1,900円
STS端末代金 0円（レンタル） 9,500円
位置検索料（アンテナ住所表示）
ポイント使用可能 最大30円/回または3ポイント/回

位置検索料（アンテナ地図表示）
ポイント使用可能 最大50円/回または5ポイント/回

アルゴリズム位置検索料（地図表示）
ポイント使用可能 最大80円/回または8ポイント/回

電源OFFの設定 最大50円/回または5ポイント/回

無料ポイント ━ 毎月100ポイント
（1,000円分相当）

緊急通報料
（ポイント使用はできません） ━ 50円～/回（1箇所）

緊急通報先の変更 ━ 最大50円/回または
5ポイント/回

■スケジュール検索サービス（オプション） STS100 STS200
月額基本料 100円
スケジュール検索料（地図表示）
ポイント使用可能 最大20円/回または2ポイント/回

■エリアサーチサービス（オプション） STS100 STS200
月額基本料 100円
エリアサーチ料（地図表示）
ポイント使用可能 最大30円/回または3ポイント/回

ステルス トラッキングシステム

※通信サービスの契約は1年契約となります。※STEALTHの途中解約は解約手数料10,000円が発生します。また、
STS100の端末を紛失した場合は、端末代として15,000円が発生します。※ウェブアクセスにかかる通信料はお客様負担
となります。※別途取付工賃が必要になります。※通信機能は、（株）ウィルコムの通信エリア内で有効となります。※詳しくは、
申し込み時の通信契約約款を熟読ください。

STEALTH料金表

世界最小・最軽量※

※2008年4月1日現在　当社調べ（ウィルコム通信ネットワークシステムを利用した位置情報システムにおいて世界最小・最軽量）

ワイヤレス

ステルス機能
寸法：35mm×58mm×14.4mm　　重さ：約31g

連続作動時間：約250時間

STS 100

位置検索サービス
エリアサーチサービス

監視機能
標準機能

オプション

STS200STS 100

スケジュール検索サービス
追跡機能

オプション

STS200STS 100

緊急通報サービス
バックアップシステム

通報機能
通報までの時間：約5秒　通報先：3ヶ所

STS200

STS200
¥9,500

STSサービス契約のお申し込み
携帯サイトにてお申し込みください。
STS200はお店にて製品をお取付け後にお申し込みください。

パソコンの方 ＞ http://www.kato-denki.com/products/stealth/m/entry/

●STSサービスの通信機能をご利用いただくには別途通信サービス契約が必要です。詳
細は上記携帯サイトまたは加藤電機Webサイトをご覧ください。

●毎月の料金、契約事務手数料、通信ユニット代等のお支払方法は、クレジットカ－
ド（VISA、Master、JCB、UC、DC、UFJ、ニコス、AMERICAN EXPRESS）から引
き落としとなります。

月額基本使用料

検索サービス料

3,000円

100円（最大50回検索できます）※6

オプション［スケジュール検索］

※1　無料サービス料は、位置検索サービス料、自動通報サービス料、警報後の位置検索サービス料に適用できます。
　　　また、翌月への繰り越しはできません。
※2　あらかじめ設定することで、1回の確認につき、最大50ヶ所、位置履歴が確認できます。
※3　通信サービス契約は２年以上となります。万一2年未満で解約の場合、解約手数料10,000円が発生します。
※4　通信サービスの契約は3年以上となります。3年未満で解約の場合、契約解除料はご利用月数により請求いたします。
　　  （例：契約月12ケ月の場合解約手数料48,000円）詳しくはホームページをご覧ください。
※５　法人様は対象外とさせていただきます。
※６　無料サービス料からの充当はできません。有料サービスとなります。

※別途ユニバーサル料（1回線あたり3円／月）が発生します。
※取付工賃とNEW iVIPER対応のVIPER本体が別途必要となります。
※ご契約の初月と最終月は月額基本使用料を日割り計算致します。（無料サービス料も日割り計算となります。）

料金コース

本体価格

回線事務手数料（初回のみ）

通信開通手数料(初回のみ）

サーバー登録料(初回のみ）

月額基本使用料

位置検索サービス料（１回）

自動通報サービス料（１回）

警報後の位置検索サービス料

無料サービス料※1

契約期間

シルバー ゴールド

3,000円

100円

30円

1,000円※2

2年以上※3 3年以上※4

9,800円

3,000円

49,800円

0円

0円

0円

0円

ー

0円

0円

プラチナ

いざという時に安心を
ベーシックコース

スマートクイックで安心
オススメコース

無料サービスたくさん
安心コース

いつでも安心
お得コース

980円 1,980円 2,980円

３年定額コース※５

2,000円

1,000円相当
（位置検索：約10回分）

5,000円相当
（位置検索：約50回分）

10,000円相当
（位置検索：約100回分）

NEW iVIPER料金表

⑤ お客さま 開通のご連絡
※加藤電機よりメールにてご連絡致します。

⑦ ご利用開始

③ 加藤電機 審査

④ 加藤電機 合否の判定
※審査確認事項がある場合にはメールにて
　 ご連絡致します。

⑥ 販売店 販売店にて取付

① お客さま 製品を購入

② お客さま
オンライン申し込みサイト
より契約の申し込み
※クレジットカードをご用意ください。

契約の流れ

●毎月の料金等のお支払方法は、クレジット
カード（VISA、Master、JCB、UC、DC、UFJ、ニコス、
AMERICAN　EXPRESS）から引き落としとな
ります。

毎月のお支払い方法

施錠し忘れの際も、スマホから
セキュリティONを可能にします。

1
2

3
4 5 6

7

8

9

101112
13

14
1516

17

18

19

業界初!

安心の３年定額コース
本コースなら上記内容も使いたい放題！！

オススメ
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車両純正
キーレスリモコン

車両純正
キーレスリモコン

掲載ページ

リモコン数

標準搭載センサー

オプションセンサー

音

791Vi 5000V/VB/VSL 3000V 1000V 330V
3901V
3902V
3903V

1 0 0

2 1 1

4 4 6

Siren HONE Siren HONESiren HONE

P.11

1※ 1 2 2

外部コントロール 4 5 5 5

ゾーンID数

通信サービス対応

6 7 7 7

P.9 P.10 P.11

Siren HONE

2段階
衝撃センサー

❶
❷

Two Stage

Impact

トランク
トリガー

Trunk Trigger ループ
センサー

Loopボンネット
トリガー

Bonnet 音感
センサー

Sense of Sound

noise

デジタル
傾斜センサー

Digital Tiltドア
トリガー

Door Trigger 超音波
センサー

Ultrasonicイグニッション
トリガー

Ignition ON
ON サイレンSirenイモビ

ライザー
Immobilizer

STARTER KILL

ホーンHONE

Siren HONE Siren HONESiren HONE

350V 350VII

2 2

2 2

5 5

SirenSiren

3300V

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Bonnet

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Bonnet

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Bonnet

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Immobilizer

STARTER KILL

Immobilizer

STARTER KILL

Immobilizer

STARTER KILL

Immobilizer

STARTER KILL

Bonnet

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Immobilizer

STARTER KILL

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Immobilizer

STARTER KILL

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Immobilizer

STARTER KILL

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Immobilizer

STARTER KILL

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

❶
❷

Two Stage

Impact

Trunk Trigger

Door Trigger Ignition ON
ON

Immobilizer

STARTER KILL

Bonnet

Loop Sense of Sound

noise

UltrasonicDigital Tilt

※各センサーには施工が伴います。お取付の
際に、販売店へご確認ください。

iVIPER対応 ステルス対応

※液晶アンサーバックリモコン１個標準。iPhone,Android,PC,携帯電話から操作できます。

VIPER 製品ラインアップ

エンジン
スターター付
モデル

ハイエンドモデル エントリーモデル純正キーレス連動モデル

エキストラモデル
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High-end Security

オープン価格

コンパクトリモコン ハイエンドモデル

小さくて使いやすい小型のコンパクトリモコンを採用したモデル。リモコ
ンにはコードコピーを防止するコードホッピング機能を搭載し、ＩＤコード
は7378京以上。

001 006

Model

1000V

オープン価格

アンサーバックリモコン ハイエンドモデル

アンサーバックによる車両監視が可能な双方向LCDリモコンを採用
したモデル。リモコンにはコードコピーを防止するコードホッピング機
能を搭載し、電波到達距離およそ500mを実現。アイコン表示がわ
かりやすい。

001 006

Model

5000V

オープン価格

セキュリティラウンジオリジナル
アンサーバックリモコン ハイエンドモデル

VIPER 5000Vのセキュリティラウンジオリジナルモデル。ピアノブラックのリモコンカ
ラーに加え、裏面にはVIPERとセキュリティラウンジのコラボマークが施され、さらには
セキュリティラウンジ限定ステッカー、LED専用VIPERカッティングシール、セキュリティ
ラウンジオリジナル専用ファイルを標準装備。

001 006

Model

5000VSL セキュリティラウンジ限定モデル

オープン価格

5ボタンスマートリモコン ハイエンドモデル

ＶＩＰＥＲのコンセプトカラーであるブラックを主な配色とし、薄型でフラット
な新型リモコンを採用。リモコンは誤操作を防止するボタンロック機能を搭
載し、電波到達距離はおよそ３０ｍを実現。

001 006

Model

3000V

オープン価格

プロショップ限定
アンサーバックリモコン ハイエンドモデル

VIPER 5000Vのプロショップ限定カラーモデル。メタルブラックのリモコ
ンカラーに加え、LED専用VIPERカッティングシール、VIPERオリジナル
専用ファイルを標準装備。

001 006

Model

5000VB VIPER取付士合格証書

リモコン操作範囲 約10m

リモコン操作範囲 約30m

リモコン操作範囲 約500m

リモコン操作範囲 約500m

リモコン操作範囲 約500m

Keyless Entry Integration with Security

リモコン操作範囲　約500m

純正キーレスエントリー &スマートキーに連動できるCAN-BUS対応モデル。車両純正のキーレスエントリー
やスマートキーによるロック／アンロック操作によりVIPERの作動／解除が可能。
※インテリジェントキー、キーフリーシステムなどにも対応

001 014

Model

3901V
Model

3902V
Model

3903V オープン価格

CAN-BUS対応純正キーレス連動モデル
外国車向け（CAN-BUSタイプ）

純正キーレスエントリー＆スマートキーに連動した３３０Ｖにアンサーバックができる双方向ＬＣＤリモコン
を採用したモデル。車両純正のキーレスエントリーやスマートキーによるロック／アンロック操作によりＶＩＰ
ＥＲの作動／解除が可能。異常時には手元に異常通知が届く優れもの。
※インテリジェントキー、キーフリーシステムなどにも対応

001 012

Model

3300V オープン価格

アンサーバックリモコン&純正キーレス連動の
ハイブリッドモデル

純正キーレスエントリー＆スマートキーに連動したモデル。車両純正のキーレスエントリーやスマートキーに
よるロック／アンロック操作によりVIPERの作動／解除が可能。
※インテリジェントキー、キーフリーシステムなどにも対応
※VIPERリモコンとアンテナを増設することができます。（詳しくはP.15参照）

001 005

Model

330V オープン価格

純正キーレス連動モデル
国産車向け（アナログタイプ）
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Security for Entry New Products

小さくて使いやすい小型のコンパクトリモコンを採用したモデル。リモコンにはコードコピーを防止するコー
ドホッピング機能を搭載し、ＩＤコードは7378京以上。

001 010

Mode l

350VII オープン価格

コンパクトリモコンエントリーモデル

ＶＩＰＥＲの最高峰791Ｖとスマートフォンの利便性を最大限利用したNEW iVIPERがセットになったモデル。
スマートフォンからのエンジン始動、システムコントロール機能を装備。

Set Model

791Vi オープン価格

スマートフォンからのエンジン始動を可能としたiVIPERセットモデル！！

使いやすい丸型のスマートリモコンを採用し、使いやすさとリモコン飛距離を実現したハイエンドモデル。
オーナーごとに設定を登録できるオーナーレコグニッション機能により、幅広いニーズに対応している。

001 010

Model

350V オープン価格

スマートリモコンエントリーモデル

リモコン操作範囲　約10m

リモコン操作範囲　約200m

iVIPER and 2-Way Security and Remote Start System

001 011
エキストラモデル

リモコン操作範囲は、見通し最大の数値にて記載しています。

Ⓡ

iPhone用アプリ

ver.Kusanagi

お手持ちのiPhoneを、簡単セキュリティとして利用できます！

衝撃感知
衝撃を感知し警報を鳴らします。

カメラ撮影機能
異常が発生した際にカメラで撮影をし
証拠を残します。

傾斜感知
傾きを感知し警報を鳴らします。

カウントダウンタイマー
異常が発生した際に、すぐに警報が
鳴るのではなく、カウントダウン後に
警報を鳴らします。

※iPhoneがWi-Fi環境下にあることが条件となります。
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Engine Starter

◆セキュリティシステムを作動しました。
◆セキュリティシステムを解除しました。
◆VIPERを作動しました。
◆VIPERを解除しました。

■半ドアを検知しました、確認してください。
▲エマージェンシーエマージェンシードアが

開けられました。
●ドアからの侵入がありました。

■トランクまたはボンネットを確認してください。
▲エマージェンシーエマージェンシートランク

またはボンネットが開けられました。
●トランクまたはボンネットへの侵入がありました。

◆エンジンを始動します。クルマから離れてください。
◆アイドリング中です、注意してください。
◆マニュアルモードに切り替えました。
◆エンジンが停止されました。
◆ターボタイマーモードに切り替えました。

◆System armed
◆System disarmed
◆VIPER armed
◆VIPER  disarmed

■Check Doors
▲Intruder Alert,Door Access

●Door violation

■Check Hood or Trunk
▲Intruder Alert, Hood or Trunk Access

●Hood or Trunk violation

◆Valet now starting engine,stand clear
◆Caution,Valet operating vehicle
◆Engine control manual
◆Valet engine shutdown
◆engine control Valet 

VIPERの作動／解除メッセージ

ドア関連メッセージ

トランク関連メッセージ

エンジンスターター関連メッセージ

カスタム・ボイスメッセージ
録音時確認メッセージ

■チェックメッセージ　▲警告メッセージ　●メモリーメッセージ

※791V、VIPER専用エンジンスターター561T連動時に対応。

日
本
語（
女
性
の
声
）

英
語（
男
性
の
声
）

ボイスメッセージはホームページで試聴できます。516Jボイス一覧516J
スーパーボイスモジュール
¥39,800
日本語・英語 50メッセージ搭載、さらにオ
リジナルのボイスメッセージを録音できるレ
コーディング機能搭載。
VIPERの作動／解除時のメッセージや
センサー反応時のメッセージを含めて全
50メッセージを搭載。日本語／英語の選
択はもちろん、センサー系のオプションと
連動させることにより、センサー反応時に
は、多彩なメッセージで警告・威嚇ができ
ます。また、レコーディング機能は、最大９
メモリー分（１メモリー約５秒）までの音声
を録音できます。

Voice

i8030
NEW iVIPER
¥49,800
iPhone、Android、ＰＣ、携帯電話からＶＩＰＥＲをコン
トロールすることができるオプション通信インターフェー
スです。
通信サービス(iVIPER、Smart Quick）をご利用になる
ことでシステムコントロール、位置検索、自動通報などさ
まざまな機能をご利用いただけます。
※通信サービスをご利用になるには別途契約が必要
です。（Ｐ6参照）

コントローラー部サイズ／約70×95×25mm
スピーカー部サイズ／約72×62×73mm

レコーディング機能

メッセージ切替（VIPER／セキュリティシステム）

半ドアメッセージ

ドア、トランクへの侵入メッセージ

516U
ボイスモジュール
¥18,000
VIPERの作動／解除をボイスで確認！
不動の人気オプション。

環境に合わせてボイス音量を調整できます。コントローラー部サイズ
　／約30×65×80mm
スピーカー部サイズ
　／約72×62×73mm

556U
イモビライザーバイパスキット
オープン価格
トランスポンダタイプのイモビライザー装着車に、エンジンスターター
561Vを取り付けする際に必要なオプションです。

1101T
キーフリーイモビライザーバイパスキット
オープン価格
スマートキーなどの装着車に、エンジンスターター561Vを取り付ける際
に必要なオプションです。

サイズ／約31×82×118mmサイズ／約63×65×25mm

サイズ／約74×94×28mm サイズ／約73×110×28mm

純正キーレスエントリーやスマートキーの
信号を読み取り、VIPERを作動・解除で
きるオプション。3000Vの利便性もさら
にアップ。

455V
ESPスマート
インターフェース
オープン価格

VIPERのリモコンでエンジンを始動でき
る専用エンジンスターター。

561V
エンジンスターターキット
¥27,000

Sencer

633M
デジタル傾斜センサー
¥18,800

急増する車両盗難ホイール盗難に絶大な効果を発揮するデ
ジタル傾斜センサー。
4段階の検出角度設定可能。

8600
リード付きドアスイッチ
¥5,000

※ドアスイッチ用マグネットスイッチ

8601
マグネットスイッチ
¥2,500

※ドアスイッチ用マグネットスイッチ

8607
ピンスイッチ
¥1,000
※ボンネット開放検出用スイッチ
※791Vi、561V標準装備

Switch

サイズ／約45×60×13mm

633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み
検出方向
デジタル傾斜センサ－では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定
角度を超えた場合に警報を鳴らします。

40度の坂まで対応可能
デジタル傾斜センサ－は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、車両の傾きを検出します。取付角度
を水平にした場合に約40度まで検出可能です。

検出角度
検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階です。

最大40度までの傾斜に対応

0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の4段階の設定が可能
設定角度を超えた場合に警報します。

633P
デジタル傾斜センサー
¥9,800

最高レベルの防塵・防水構造をもつデジタル傾斜センサー。
最高レベルの防塵・防水構造（IP67）により信頼性が大幅
に向上しました。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの
坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から
選択ができます。

サイズ／約45×70×14mm

防塵
防水
仕様

IP67

509U
超音波センサー
¥12,800

車内の移動物体やドア開けに反応するセンサー。
超音波センサーは車内にバリアを張り、モノ（ドア開けなど）や人
の動きをキャッチすることができるセンサーです。センサー反応時、
警報を鳴らします。

サイズ／約50×35×14mm 車両に取り付けした際の
バリア範囲のイメージ図

センサーの仕組み
Txから超音波を発信し、反
射してきた超音波をRxにて
受信します。

反射波が変化した場合に感知します。

約
3
〜
4
m

Tx Rx

502T
ループセンサー
¥2,800

内外装品の盗難対策に。
カーナビ、カーオーディオ、エアロパーツ等の守りたい物に使
用することで防犯効果が上がります。

520T
12Vバックアップバッテリー
¥19,800

メイン電源を切断されても安心のバックアップバッテリー。
万一車両のバッテリーが外されても、VIPERの電源をバック
アップし断線警報を鳴らします。

サイズ／約15×36×45mm

※外装品への取り付けでは、設置および接続が困難なことがあり
ます。

504D
ダブルガードショックセンサー
¥9,800

衝撃を2段階でキャッチ！増設用センサーに最適！
車両に加えられる衝撃の強弱を判別して、弱い衝撃では警
告を、強い衝撃では警報を鳴らすことができます。衝撃セン
サーの感度バランスが悪い場合やさらに高感度に車両への
衝撃をキャッチしたい場合に有効です。見えない部分への設
置によって、セキュリティ性の高いシステムが構築可能です。

サイズ／約25×42×35mm
※330V、3300V標準装備

特許

506T
音感センサー
¥9,800

ガラス割り対策の決定版。
ガラス破損時に発生する高周波音をキャッチします。

※音感センサーでボディの傷つけを防ぐことはできません。
※音感センサーは高周波音（金属音など）を検出するセンサーの

ため、周囲で特定の高い音がするような環境ではセンサーが
反応する場合があります（工事現場周辺、線路沿い、自転車／
バイクのブレーキ音などにより発生する高周波音）。

サイズ／約64×65×27mm

サイズ／本体：約51×41×21mm
　　　  バッテリー：約62×96×25mm

サイズ／約10×45×10mm サイズ／約12×55×13mm サイズ／約70×14×14mm

IT Security

※画像はイメージです。
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Ⓡ

あなたの愛車をLEDでドレスアップ
VARADシリーズ

インストールに不可欠な各種オプション品です。

Installation Status Display

防犯性を高めるなら、まずはサイレンから。

515S
コンパクトバックアップサイレン ¥16,800

サイズが小さくなり幅広いお車に対応できます。

※鍵は2個付属しています。鍵の複製は行っておりませんので大切に保管ください。

8604
トグルスイッチ ¥1,600

センサー、オプションの増設時に便利なON/OFFスイッチ。各種センサーや
オプションのON/OFF切り替えにご利用ください。

528T
パルスタイマーリレー ¥5,500

タイマー設定可能なリレー。

コンパクトサイズの128dB 6音色サイレン

514J
128dB 6音色 セレクタブルサイレン オープン価格

サイレンの音量を4段階（113dB、118dB、123dB、128dB）、サイレン音
色を6種類の設定から選べる最新型6音色ミニサイレン。

サイズ／約72×62×73mm　　DC12V専用

514N
6音色ミニサイレン ¥8,800

サイズ／約72×62×73mm　　DC12V専用

Siren

Other Parts

451M
ソレノイドリレー ¥6,800

VIPERのリモコンでキーレスエントリーを連動する場合に、極性反転方式や
5ワイヤ方式、アクチュエーター追加方式を採用する車両に対応するための
専用リレーです。

サイズ／約47×38×24mm

525T
ライトフラッシュリレー ¥4,500

VIPERのリモコンでキーレスエントリーを連動する場合に、単線方式を採用
する車両に対応するための専用リレーです。
その他、各種特殊な取り付けを行う場合にも使用することができます。

サイズ／約68×32×27mm

524N
2ワイヤードアロックモーター ¥8,000

VIPERのリモコンでキーレスエントリーを連動する場合に、アクチュエーター
追加方式を採用する車両に対応するための専用モーターです。

サイズ／約43×145（伸び時）×22mm　  約43×126（縮み時）×22mm

526T
スタータ停止リレー ¥4,500

VIPER標準のイモビライザー機能を使用する場合、車種により必要になる場
合があります。

サイズ／約67×32×30mm

サイズ／約60×60×69mm

518N
スピーカー［補修部品］ ¥8,800

サイズ／約72×62×73mm

サイズ／約42×82×26mm

527H
ハザードフラッシュリレー ¥4,500

VIPERの作動／解除、警告音／警報音が鳴る際にハザードを点滅し、視覚
的に確認・威嚇ができます。
※スモールライトとハザードは同時に点滅させることはできません。

サイズ／約51×31×31mm

522T
トランクリリースソレノイド ¥7,000

電動制御ではないトランクをVIPERの外部機器コントロール機能により制
御。VIPERのリモコンでトランクリリースを実現します。

サイズ／約70×106×41mm

529T
ウィンドウコントローラー ¥10,000

VIPER作動と同時にウィンドウをクローズします。

※製品一つにつき２枚のウィンドウを同時制御可能です。

サイズ／約72×114×31mm

530T
ウィンドウコントローラー ¥18,000

VIPER作動と同時にウィンドウをクローズします。また、VIPERのリモコン操
作によりオープンすることも可能です。
※製品一つにつき２枚のウィンドウを同時制御可能です。

サイズ／約87×102×28mm

KS500 R KS500 L

サイズ／約57×30×10mm
消費電流／KS500L：約6mA～11mA
　　　　　KS500R：約6mA～13mA

KS500 L/ R ¥6,800

サイズ／約19.5×13.0×7.2mm
消費電流／約350ｍＡ

セキュリティON・OFF時、センサー作動時に
ライトフラッシュします。

SLL101
オープン価格

サイズ／約38.0×38.0×27.0mm
消費電流／約210mA～750ｍＡ

ＳＬＫ300ＷＷ
（ストロボライト）

オープン価格

予備として追加したい増設リモコン

475VJ
3000Ｖ用増設リモコン
オープン価格

475VJ

7641VJK
350Ｖ／2000V用
増設リモコン

オープン価格

7641VJK

474VJ/474VJB/474VJSL
330V／350VII／1000Ｖ用増設リモコン オープン価格

474VJ 474VJSL
セキュリティラウンジ

限定

474VJB
プロショップ限定

7741VJK7742VJK 7741VJKB
プロショップ限定

7741VJKSL
セキュリティラウンジ限定

7742VJK 
791V用増設リモコン オープン価格
7741VJK 
5000Ｖ/3300V用増設リモコン オープン価格

7741VJKB 
5000VB用増設リモコン オープン価格
7741VJKSL 
5000ＶSL用増設リモコン オープン価格

AntennaAdditional Transmitter

6701JK1 
対応機種：5000V/VB/VSL、
　　　　  791V
オープン価格

6601JK 
対応機種：350V、2000V
オープン価格

547DV
対応機種：3000V
オープン価格

543DV
対応機種：330V、350VII、
　　　　  1000V
オープン価格

サイズ／約106×18×10mm
消費電流／約6mA～38mA

KS700 I
¥9,800

NEW

サイズ／約107.5×22.5×29.0mm
消費電流／約190mA～370ｍＡ

ＳＬX600BB/ＷＷ
（グリルライト）

オープン価格

NEW

サイズ／約57×30×10mm
消費電流／約6mA～38mA

KS700D
¥9,800
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LED Series Security Recorder

Internet Camera

夜のVIPER動作確認に加えて犯人を視覚的に威嚇する人気オプション

Accessories & Goods

VIPERマニアなら、愛車を自分流にコーディネイトしてみたい。

06

01 02

03

04

05

VIPER シートベルトクリップ：BC01 ¥1,20001

VIPER ドアガード：DG01 ¥1,20002

VIPER LEDキーホルダー：KL02 ¥1,20003

VIPER キーホルダー：VK101 ¥1,20006

VIPER ナンバープレート
ボルトカバー：SC01 ¥1,200

04

VIPER バルブキャップ：VC01 ¥1,20005

VIPER Tシャツ（紺）　　 　¥4,30007

VIPER ポロシャツ　　　 　¥7,80008

07 08

カーナビの盗難対策に！（ステッカー4枚付）

NL-5V M5×15mm　タッピング オープン価格
NL-6V M6×15mm　ボルト オープン価格

特殊なネジを使用している為、
簡単には外せません。

※ご購入前に車両の標準ビスサイズをご確認ください。

電源とLAN接続の簡単配線！

スマホから簡単チェック！

夜間撮影にも対応

ネットワーク対応カメラ

事務所セキュリティとしてもご利用いただけます

Model:IC-001
NEW

NEW

640V
VIPERアクリルスキャナー
オープン価格
サイズ／約80×47×25.5ｍｍ（土台含む）
消費電流約15ｍA～25ｍA　DC12V車専用

630V
フラッシングLED（VIPERロゴ）
¥9,800

サイズ／約74×24×7mm
消費電流平均約3mA　DC 12V専用

バックライトの赤と青の切替スイッチ付き

630SL
フラッシングLED（SLロゴ）
¥9,800

サイズ／約74×24×7mm
消費電流平均約3mA　DC 12V専用

セキュリティラウンジ限定モデル

バックライトの赤と青の切替スイッチ付き

8633
高輝度LED（赤）
¥1,000

8634
高輝度LED（青）
¥1,500

サイズ／約11×33×34mm
消費電流最大約8mA　DC 12V専用

629T
スキャニングLED（赤） ¥5,000

629L
スキャニングLED（青） ¥5,800
サイズ／約11×33×34mm
消費電流最大約6mA　DC 12V専用

googleマップ採用!

SDカード4GB付属

業務用業務用
ドライブレコーダー

Model:SR-4 オープン価格 JANコード 4514825191844

オープン価格 JANコード 4514825930016

※スマートフォンは製品に含まれません

遠方の家族の
見守りや

家隣接の駐車場
見守りにも

※カメライメージ

そのほか仕様等はWEBサイトにてご覧いただくことができます。
http://www.kato-denki.com/products/drive_recorder/sr-4/index.html

そのほか仕様等はWEBサイトにてご覧いただくことができます。
http://www.kato-denki.com/personalsecurity/products/i_camera/ic-001/index.html

※イメージ画像

一般的なレコーダーとはココが違う！

特長 11 カメラの設置
カメラは本体から独立しています！
撮りたいものを的確に捕えることができます。

特長 22 カメラの増設
最大４カメに対応。
前方のみでなく、複数の角度からの記録が可能です。

特長 33 ハザード入力、車速入力、ブレーキ入力に対応
業務用だからこそ、映像のみではなく同時に速度表示、
ウインカー入力、ブレーキ利用状況も確認することが可能です。

17 18VIPER  2013-2014Optional Items / Security Recorder / Internet Camera



A
u

th
o

riz
e

d
 D

e
a

le
r o

f J
a

p
a

n

VIPER 2013年正規販売店リスト （2013年10月1日現在）

優れたインストーラーによる確かな技術。
安心のVIPER正規販売店がサポートします。

セキュリティラウンジ
セキュリティラウンジとは「防犯設備士」の管理のもと、お客様の家やクルマの「防犯診断」も可能な
防犯のプロがいるセキュリティ専門ショップです。
日頃から犯罪の手口を研究し、防犯診断・お客様のご要望に合わせた的確なご提案・設置・アフ
ターフォローを行っています。安心して取り付けをお任せください。

VIPERプロショップ
プロショップとは、KATO-DENKIが厳選したカリキュラムと試験に基づき行う「VIPER取付士認定
試験」に合格したプロのVIPER取付士がいる認定店です。安心して取り付けをお任せください。
VIPERの取り付けからアフターサービスまで行える全国各地のネットワークです。

VIPER正規販売店
VIPERの取り扱いを認められた販売店です。

正規販売店登録証明書

VIPERのお買い求め、取付工事、アフターサービスは、下記のバナーのある当社指定取付販売店にお任せください。
取付ミスは誤動作や車両の電装品に悪影響を与える原因となります。

安心の保安基準 Q & A

電波法 Q & A

Q 盗難発生警報装置とは？
「盗難発生警報装置」とは、国土交通省が設定した名称です。自動車への侵入ま
たは干渉があった場合に音、灯光等により車外へ異常を知らせ、警報を発してク
ルマの盗難を防止する装置です。法的技術基準を満たしていれば盗難発生警報
装置と呼ぶことができます。

Q 電波法にも適用しているの？
保安基準は、日本の法令に準拠したかたちで基準を定めているので保安基準適合品＝国内の電波法にも対応しています。
並行輸入品などは、電波法に対応していない可能性があります。
電波法に抵触した場合、１年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

Q 盗難発生警報装置の保安基準の主な内容は？
環境基準：製品が以下の基準をクリアした製品である必要があります。

Q なぜこの制度が始まったの？
自動車盗難は増え続けており、車両に影響のない優秀な機器を導入
しやすくするため、国として基準が設けられました。

Q 保安基準に適合した盗難発生警報装置にマークや目印はあるの？
国で定められたマークや目印は特にありません。
全国自動車用品工業会では新保安基準が制定されたことにより、「自主基準登録制度（VAS）」が制定され、登録品には適合マークの付いた登録証が発行されます。

Q 外国製品でもラージＥマークがあれば保安基準を満たしているの？
必ずしも保安基準を満たしているとは限りませんので、注意が必要です。
ラージEとは、国際連合/欧州経済委員会が中心となり策定した技術基準ECE規則（国際規制）のことをいいます。
この規則には、各国ごとに規制される電波法への適合が明記されているため、日本以外でラージE番号を取得していても日本で利用できる訳ではありません。
また、仮に日本以外の国でラージEマークを取得している製品でも、電波利用機器やその他構成部品を変更した場合にも通常は再度試験を行い、技術基準への適合試験を
行う必要があります。従って並行輸入品などは保安基準を満たしていない可能性があります。
日本は車両等の型式認定相互承認協定に基づいて、ECE規則　R116に承認していますが、R97は未承認です。

車外
車内

防塵防水性能
サイレン音の大きさ

サイレン発報時間
など

－40℃～＋125℃
－40℃～＋85℃
ＩＰ40
100dB以上
25秒以上～30秒以下

セキュリティラウンジ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住店2-1-9 023-645-6611
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339 
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十弾寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710

VIPERプロショップ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070

（株）オームテクニカ 大阪府大阪市城東区成育5-20-16 06-6933-7500
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007

VIPER正規販売店
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
イエローハット札幌里塚店 北海道札幌市清田区里塚二条7-1-1 011-883-3221
イエローハット岩見沢店内サウンドアート 北海道岩見沢市九条東5-1-10 0126-31-5090
オートクラフト 秋田県由利本荘市日役町13 0184-22-8770
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
BOLTジャパン 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘1-21-23 022-343-5801
RESPONSE 宮城県名取市上余田千刈田900-8 022-384-5667
HIDEOUT 宮城県仙台市若林区六丁の目東町2-8 022-390-9850
STREET MONKEY 宮城県大崎市古川穂波3丁目2-11 0229-24-5559
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住町2-1-9 023-645-6611
to be Style 群馬県伊勢崎市今泉町1-1389-1 0270-22-3766

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
オートハウス前橋店 群馬県前橋市田口町636-2 027-233-7626
株式会社セントラル 群馬県藤岡市本動堂422-1 0274-24-4541
CROSS　POINT 栃木県足利市大月町207-1 0284-42-5888
BRIDGE 栃木県宇都宮市インターパーク1丁目1-3 028-666-0691
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
ファーストステージ 埼玉県南埼玉郡白岡町西9-6-5 0480-93-0117

（株）オートウェーブ美女木店 埼玉県戸田市美女木1323-6 048-424-1111
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
イエローハット草加店 埼玉県草加市西町1225-1 048-921-1680
ファーストリーディング（株） 埼玉県越谷市東大沢5-14-6 048-972-5110
イエローハット越谷店 埼玉県越谷市七左町3-185-1 048-987-1680
ゼウスドライブ 埼玉県入間市東町4-1-74 04-2964-0039
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
株式会社フェニックス 千葉県千葉市花見川区内山町256-2 043-216-6072
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663
オートウェーブ宮野木ナビックセキュリティー館 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850 043-286-5561
TRINITY 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目2-3 043-308-5610
スーパーオートバックス千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区山王町307-2 043-424-8561
フランカー（株） 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘3-5-18 043-445-7505

（株）ジンガー 千葉県我孫子市柴崎台5-1-15 04-7165-5557
アクセスエボリューション　用賀店 東京都世田谷区用賀1-7-14 03-3708-7071
トレンドワークス 東京都大田区多摩川1-15-3 03-3756-0201
アース電機（株） 東京都大田区多摩川2-9-17 03-3758-7834

（株）村山商事 東京都府中市西府町3-31-1　パラッツォ西府1F 042-364-3111
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844

（有）トゥホット 東京都八王子市椚田町553-1 042-665-6511
CAR-Fi 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-11-19 044-978-0717
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
ライジングアーツ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-19-4-102 045-511-8768

（株）デュプリー・ユナイテッド・ファクトリー 神奈川県横浜市都筑区早渕1-41-33 045-534-9590
イエローハット横浜港南店 神奈川県横浜市港南区野庭町49-2 045-840-0222
ソニック横浜 神奈川県横浜市磯子区上中里町856 045-770-6186
K.Yオートサービス 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町711-6　フォレスト市ヶ尾1F 045-971-6506
トレジャーカンパニー 神奈川県海老名市中央3-4-3-111 046-233-9255

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
K.Yオートサービス東名厚木インター店 神奈川県厚木市船子252 046-280-4530
イエローハット綾瀬店 神奈川県綾瀬市早川城山5-10-25 0467-71-0737

（有）LIBERTY 神奈川県大和市福田6-9-17 0467-82-8407
オートセキュリティー SATO 神奈川県横須賀市長澤2-27-1-604 046-839-2082
イエローハット辻堂新町店 神奈川県藤沢市辻堂新町3-2-36 0466-30-1261
Sherman Oaks 静岡県浜松市新橋町866 053-415-0816
わかばオート。 静岡県静岡市駿河区西島877-1 054-202-8438

（有）カーフレンズケー 静岡県富士市伝法2519番地の1 0545-53-0238
エスプリ 静岡県藤枝市上青島409-10 054-645-3220
P.F.C. 静岡県三島市南二日町20-21 055-991-8180
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
FLAT 愛知県清須市春日砂賀東141 052-409-2160
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
Spirit 愛知県名古屋市昭和区吹上町2-3-3 052-745-2737
セキュリティラボ 愛知県名古屋市天白区荒池2-1216 052-800-2052
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
（株）ケーエスオート 愛知県岡崎市樫山町字八ツ田35-1 0564-82-3568
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
イエローハット春日井店 愛知県春日井市鳥居松町3-81 0568-82-2400

（有）青木電装 愛知県知多郡阿久比町大字萩字詩丹田20-2 0569-48-4350
株式会社アトミックオートサービス 岐阜県高山市石浦町5-229 0577-37-1471
株式会社信弘電機 岐阜県岐阜市瑞雲町5丁目7番地 058-245-0208
カーブティックアジア 岐阜県養老郡養老町三神町5-30 0584-32-0824
ヤマズストアー 三重県津市殿村596-1 059-237-5237
カーシステムニシオカ 三重県伊賀市服部町677-1 0595-21-1649
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
VIBES 石川県金沢市疋田1-23 076-213-3250
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
オートワールド大和郡山店 奈良県大和郡山市今国府町295-6 0743-56-8481
スピーカーズオーディオデザイン 奈良県磯城郡田原本町唐古528-1 0744-34-5000
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060

（株）洛東電機 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-592-4466
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
タイヤ館　甲賀 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目140 0748-65-6801
yos-core 大阪府守口市八雲東町1-4-4 06-4397-7959

（株）カイオートモービルクリエイト 大阪府東大阪市小若江1-2-15 06-6726-3628
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
アクアガレージ 大阪府東大阪市高井田西2-2-24 06-6788-4577
カーブティックイフ 大阪府池田市空港1-5-1 06-6858-8886

（有）松屋町電機 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-12 06-6942-0575
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
car.com 大阪府堺市北区長曾根町3000-8 072-240-3456
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
GTNET（株） 大阪府茨木市西豊川町4-18 072-644-7700 
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）AFFIX 大阪府枚方市茄子作2-29-2 072-860-1051
植木企画 大阪府八尾市太田新町1-209 0729-49-9988
ドライブマーケット東大阪店 大阪府東大阪市島之内1-8-24 072-960-2000
幸生電機工業（株） 大阪府柏原市本郷3丁目1-22 072-973-0777
ベルテックス 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目7-18-101号 06-6567-9367

（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577

（有）エム・イー・アイ 広島県広島市佐伯区五日市7-7-3 082-943-9696
サウンドマリーナ 岡山県岡山市北区青江4-23-9 086-231-8326
S:iz 岡山県岡山市南区藤田1420-4 086-296-0099
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
SCT-XWD　SHIFT SOUND STYLE 福岡県大野城市御笠川6丁目1番1号 092-503-0009
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
プロテクション福岡 福岡県筑紫郡那珂川町片縄西4-14-8 092-953-0044
Brain　Child 福岡県北九州市小倉北区青葉2-12-2 093-592-8089
JK's 福岡県北九州市小倉南区津田1-2-25 093-953-6953
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007
DEBUT 熊本県熊本市田迎4-4-41 096-285-3815
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十禅寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710
※詳しい情報はこちら（http://www.kato-denki.com/dealer/viper/shop.html）

セキュリティラウンジ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住店2-1-9 023-645-6611
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339 
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十弾寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710

VIPERプロショップ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070

（株）オームテクニカ 大阪府大阪市城東区成育5-20-16 06-6933-7500
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007

VIPER正規販売店
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
イエローハット札幌里塚店 北海道札幌市清田区里塚二条7-1-1 011-883-3221
イエローハット岩見沢店内サウンドアート 北海道岩見沢市九条東5-1-10 0126-31-5090
オートクラフト 秋田県由利本荘市日役町13 0184-22-8770
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
BOLTジャパン 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘1-21-23 022-343-5801
RESPONSE 宮城県名取市上余田千刈田900-8 022-384-5667
HIDEOUT 宮城県仙台市若林区六丁の目東町2-8 022-390-9850
STREET MONKEY 宮城県大崎市古川穂波3丁目2-11 0229-24-5559
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住町2-1-9 023-645-6611
to be Style 群馬県伊勢崎市今泉町1-1389-1 0270-22-3766

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
オートハウス前橋店 群馬県前橋市田口町636-2 027-233-7626
株式会社セントラル 群馬県藤岡市本動堂422-1 0274-24-4541
CROSS　POINT 栃木県足利市大月町207-1 0284-42-5888
BRIDGE 栃木県宇都宮市インターパーク1丁目1-3 028-666-0691
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
ファーストステージ 埼玉県南埼玉郡白岡町西9-6-5 0480-93-0117

（株）オートウェーブ美女木店 埼玉県戸田市美女木1323-6 048-424-1111
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
イエローハット草加店 埼玉県草加市西町1225-1 048-921-1680
ファーストリーディング（株） 埼玉県越谷市東大沢5-14-6 048-972-5110
イエローハット越谷店 埼玉県越谷市七左町3-185-1 048-987-1680
ゼウスドライブ 埼玉県入間市東町4-1-74 04-2964-0039
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
株式会社フェニックス 千葉県千葉市花見川区内山町256-2 043-216-6072
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663
オートウェーブ宮野木ナビックセキュリティー館 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850 043-286-5561
TRINITY 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目2-3 043-308-5610
スーパーオートバックス千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区山王町307-2 043-424-8561
フランカー（株） 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘3-5-18 043-445-7505

（株）ジンガー 千葉県我孫子市柴崎台5-1-15 04-7165-5557
アクセスエボリューション　用賀店 東京都世田谷区用賀1-7-14 03-3708-7071
トレンドワークス 東京都大田区多摩川1-15-3 03-3756-0201
アース電機（株） 東京都大田区多摩川2-9-17 03-3758-7834

（株）村山商事 東京都府中市西府町3-31-1　パラッツォ西府1F 042-364-3111
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844

（有）トゥホット 東京都八王子市椚田町553-1 042-665-6511
CAR-Fi 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-11-19 044-978-0717
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
ライジングアーツ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-19-4-102 045-511-8768

（株）デュプリー・ユナイテッド・ファクトリー 神奈川県横浜市都筑区早渕1-41-33 045-534-9590
イエローハット横浜港南店 神奈川県横浜市港南区野庭町49-2 045-840-0222
ソニック横浜 神奈川県横浜市磯子区上中里町856 045-770-6186
K.Yオートサービス 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町711-6　フォレスト市ヶ尾1F 045-971-6506
トレジャーカンパニー 神奈川県海老名市中央3-4-3-111 046-233-9255

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
K.Yオートサービス東名厚木インター店 神奈川県厚木市船子252 046-280-4530
イエローハット綾瀬店 神奈川県綾瀬市早川城山5-10-25 0467-71-0737

（有）LIBERTY 神奈川県大和市福田6-9-17 0467-82-8407
オートセキュリティー SATO 神奈川県横須賀市長澤2-27-1-604 046-839-2082
イエローハット辻堂新町店 神奈川県藤沢市辻堂新町3-2-36 0466-30-1261
Sherman Oaks 静岡県浜松市新橋町866 053-415-0816
わかばオート。 静岡県静岡市駿河区西島877-1 054-202-8438

（有）カーフレンズケー 静岡県富士市伝法2519番地の1 0545-53-0238
エスプリ 静岡県藤枝市上青島409-10 054-645-3220
P.F.C. 静岡県三島市南二日町20-21 055-991-8180
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
FLAT 愛知県清須市春日砂賀東141 052-409-2160
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
Spirit 愛知県名古屋市昭和区吹上町2-3-3 052-745-2737
セキュリティラボ 愛知県名古屋市天白区荒池2-1216 052-800-2052
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
（株）ケーエスオート 愛知県岡崎市樫山町字八ツ田35-1 0564-82-3568
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
イエローハット春日井店 愛知県春日井市鳥居松町3-81 0568-82-2400

（有）青木電装 愛知県知多郡阿久比町大字萩字詩丹田20-2 0569-48-4350
株式会社アトミックオートサービス 岐阜県高山市石浦町5-229 0577-37-1471
株式会社信弘電機 岐阜県岐阜市瑞雲町5丁目7番地 058-245-0208
カーブティックアジア 岐阜県養老郡養老町三神町5-30 0584-32-0824
ヤマズストアー 三重県津市殿村596-1 059-237-5237
カーシステムニシオカ 三重県伊賀市服部町677-1 0595-21-1649
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
VIBES 石川県金沢市疋田1-23 076-213-3250
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
オートワールド大和郡山店 奈良県大和郡山市今国府町295-6 0743-56-8481
スピーカーズオーディオデザイン 奈良県磯城郡田原本町唐古528-1 0744-34-5000
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060

（株）洛東電機 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-592-4466
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
タイヤ館　甲賀 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目140 0748-65-6801
yos-core 大阪府守口市八雲東町1-4-4 06-4397-7959

（株）カイオートモービルクリエイト 大阪府東大阪市小若江1-2-15 06-6726-3628
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
アクアガレージ 大阪府東大阪市高井田西2-2-24 06-6788-4577
カーブティックイフ 大阪府池田市空港1-5-1 06-6858-8886

（有）松屋町電機 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-12 06-6942-0575
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
car.com 大阪府堺市北区長曾根町3000-8 072-240-3456
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
GTNET（株） 大阪府茨木市西豊川町4-18 072-644-7700 
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）AFFIX 大阪府枚方市茄子作2-29-2 072-860-1051
植木企画 大阪府八尾市太田新町1-209 0729-49-9988
ドライブマーケット東大阪店 大阪府東大阪市島之内1-8-24 072-960-2000
幸生電機工業（株） 大阪府柏原市本郷3丁目1-22 072-973-0777
ベルテックス 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目7-18-101号 06-6567-9367

（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577

（有）エム・イー・アイ 広島県広島市佐伯区五日市7-7-3 082-943-9696
サウンドマリーナ 岡山県岡山市北区青江4-23-9 086-231-8326
S:iz 岡山県岡山市南区藤田1420-4 086-296-0099
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
SCT-XWD　SHIFT SOUND STYLE 福岡県大野城市御笠川6丁目1番1号 092-503-0009
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
プロテクション福岡 福岡県筑紫郡那珂川町片縄西4-14-8 092-953-0044
Brain　Child 福岡県北九州市小倉北区青葉2-12-2 093-592-8089
JK's 福岡県北九州市小倉南区津田1-2-25 093-953-6953
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007
DEBUT 熊本県熊本市田迎4-4-41 096-285-3815
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十禅寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710
※詳しい情報はこちら（http://www.kato-denki.com/dealer/viper/shop.html）

セキュリティラウンジ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住店2-1-9 023-645-6611
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339 
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十弾寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710

VIPERプロショップ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070

（株）オームテクニカ 大阪府大阪市城東区成育5-20-16 06-6933-7500
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007

VIPER正規販売店
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
イエローハット札幌里塚店 北海道札幌市清田区里塚二条7-1-1 011-883-3221
イエローハット岩見沢店内サウンドアート 北海道岩見沢市九条東5-1-10 0126-31-5090
オートクラフト 秋田県由利本荘市日役町13 0184-22-8770
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
BOLTジャパン 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘1-21-23 022-343-5801
RESPONSE 宮城県名取市上余田千刈田900-8 022-384-5667
HIDEOUT 宮城県仙台市若林区六丁の目東町2-8 022-390-9850
STREET MONKEY 宮城県大崎市古川穂波3丁目2-11 0229-24-5559
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住町2-1-9 023-645-6611
to be Style 群馬県伊勢崎市今泉町1-1389-1 0270-22-3766

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
オートハウス前橋店 群馬県前橋市田口町636-2 027-233-7626
株式会社セントラル 群馬県藤岡市本動堂422-1 0274-24-4541
CROSS　POINT 栃木県足利市大月町207-1 0284-42-5888
BRIDGE 栃木県宇都宮市インターパーク1丁目1-3 028-666-0691
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
ファーストステージ 埼玉県南埼玉郡白岡町西9-6-5 0480-93-0117

（株）オートウェーブ美女木店 埼玉県戸田市美女木1323-6 048-424-1111
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
イエローハット草加店 埼玉県草加市西町1225-1 048-921-1680
ファーストリーディング（株） 埼玉県越谷市東大沢5-14-6 048-972-5110
イエローハット越谷店 埼玉県越谷市七左町3-185-1 048-987-1680
ゼウスドライブ 埼玉県入間市東町4-1-74 04-2964-0039
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
株式会社フェニックス 千葉県千葉市花見川区内山町256-2 043-216-6072
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663
オートウェーブ宮野木ナビックセキュリティー館 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850 043-286-5561
TRINITY 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目2-3 043-308-5610
スーパーオートバックス千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区山王町307-2 043-424-8561
フランカー（株） 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘3-5-18 043-445-7505

（株）ジンガー 千葉県我孫子市柴崎台5-1-15 04-7165-5557
アクセスエボリューション　用賀店 東京都世田谷区用賀1-7-14 03-3708-7071
トレンドワークス 東京都大田区多摩川1-15-3 03-3756-0201
アース電機（株） 東京都大田区多摩川2-9-17 03-3758-7834

（株）村山商事 東京都府中市西府町3-31-1　パラッツォ西府1F 042-364-3111
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844

（有）トゥホット 東京都八王子市椚田町553-1 042-665-6511
CAR-Fi 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-11-19 044-978-0717
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
ライジングアーツ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-19-4-102 045-511-8768

（株）デュプリー・ユナイテッド・ファクトリー 神奈川県横浜市都筑区早渕1-41-33 045-534-9590
イエローハット横浜港南店 神奈川県横浜市港南区野庭町49-2 045-840-0222
ソニック横浜 神奈川県横浜市磯子区上中里町856 045-770-6186
K.Yオートサービス 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町711-6　フォレスト市ヶ尾1F 045-971-6506
トレジャーカンパニー 神奈川県海老名市中央3-4-3-111 046-233-9255

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
K.Yオートサービス東名厚木インター店 神奈川県厚木市船子252 046-280-4530
イエローハット綾瀬店 神奈川県綾瀬市早川城山5-10-25 0467-71-0737

（有）LIBERTY 神奈川県大和市福田6-9-17 0467-82-8407
オートセキュリティー SATO 神奈川県横須賀市長澤2-27-1-604 046-839-2082
イエローハット辻堂新町店 神奈川県藤沢市辻堂新町3-2-36 0466-30-1261
Sherman Oaks 静岡県浜松市新橋町866 053-415-0816
わかばオート。 静岡県静岡市駿河区西島877-1 054-202-8438

（有）カーフレンズケー 静岡県富士市伝法2519番地の1 0545-53-0238
エスプリ 静岡県藤枝市上青島409-10 054-645-3220
P.F.C. 静岡県三島市南二日町20-21 055-991-8180
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
FLAT 愛知県清須市春日砂賀東141 052-409-2160
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
Spirit 愛知県名古屋市昭和区吹上町2-3-3 052-745-2737
セキュリティラボ 愛知県名古屋市天白区荒池2-1216 052-800-2052
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
（株）ケーエスオート 愛知県岡崎市樫山町字八ツ田35-1 0564-82-3568
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
イエローハット春日井店 愛知県春日井市鳥居松町3-81 0568-82-2400

（有）青木電装 愛知県知多郡阿久比町大字萩字詩丹田20-2 0569-48-4350
株式会社アトミックオートサービス 岐阜県高山市石浦町5-229 0577-37-1471
株式会社信弘電機 岐阜県岐阜市瑞雲町5丁目7番地 058-245-0208
カーブティックアジア 岐阜県養老郡養老町三神町5-30 0584-32-0824
ヤマズストアー 三重県津市殿村596-1 059-237-5237
カーシステムニシオカ 三重県伊賀市服部町677-1 0595-21-1649
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
VIBES 石川県金沢市疋田1-23 076-213-3250
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
オートワールド大和郡山店 奈良県大和郡山市今国府町295-6 0743-56-8481
スピーカーズオーディオデザイン 奈良県磯城郡田原本町唐古528-1 0744-34-5000
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060

（株）洛東電機 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-592-4466
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
タイヤ館　甲賀 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目140 0748-65-6801
yos-core 大阪府守口市八雲東町1-4-4 06-4397-7959

（株）カイオートモービルクリエイト 大阪府東大阪市小若江1-2-15 06-6726-3628
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
アクアガレージ 大阪府東大阪市高井田西2-2-24 06-6788-4577
カーブティックイフ 大阪府池田市空港1-5-1 06-6858-8886

（有）松屋町電機 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-12 06-6942-0575
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
car.com 大阪府堺市北区長曾根町3000-8 072-240-3456
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
GTNET（株） 大阪府茨木市西豊川町4-18 072-644-7700 
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）AFFIX 大阪府枚方市茄子作2-29-2 072-860-1051
植木企画 大阪府八尾市太田新町1-209 0729-49-9988
ドライブマーケット東大阪店 大阪府東大阪市島之内1-8-24 072-960-2000
幸生電機工業（株） 大阪府柏原市本郷3丁目1-22 072-973-0777
ベルテックス 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目7-18-101号 06-6567-9367

（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577

（有）エム・イー・アイ 広島県広島市佐伯区五日市7-7-3 082-943-9696
サウンドマリーナ 岡山県岡山市北区青江4-23-9 086-231-8326
S:iz 岡山県岡山市南区藤田1420-4 086-296-0099
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
SCT-XWD　SHIFT SOUND STYLE 福岡県大野城市御笠川6丁目1番1号 092-503-0009
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
プロテクション福岡 福岡県筑紫郡那珂川町片縄西4-14-8 092-953-0044
Brain　Child 福岡県北九州市小倉北区青葉2-12-2 093-592-8089
JK's 福岡県北九州市小倉南区津田1-2-25 093-953-6953
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007
DEBUT 熊本県熊本市田迎4-4-41 096-285-3815
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十禅寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710
※詳しい情報はこちら（http://www.kato-denki.com/dealer/viper/shop.html）

セキュリティラウンジ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住店2-1-9 023-645-6611
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339 
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十弾寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710

VIPERプロショップ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070

（株）オームテクニカ 大阪府大阪市城東区成育5-20-16 06-6933-7500
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007

VIPER正規販売店
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
イエローハット札幌里塚店 北海道札幌市清田区里塚二条7-1-1 011-883-3221
イエローハット岩見沢店内サウンドアート 北海道岩見沢市九条東5-1-10 0126-31-5090
オートクラフト 秋田県由利本荘市日役町13 0184-22-8770
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
BOLTジャパン 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘1-21-23 022-343-5801
RESPONSE 宮城県名取市上余田千刈田900-8 022-384-5667
HIDEOUT 宮城県仙台市若林区六丁の目東町2-8 022-390-9850
STREET MONKEY 宮城県大崎市古川穂波3丁目2-11 0229-24-5559
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住町2-1-9 023-645-6611
to be Style 群馬県伊勢崎市今泉町1-1389-1 0270-22-3766

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
オートハウス前橋店 群馬県前橋市田口町636-2 027-233-7626
株式会社セントラル 群馬県藤岡市本動堂422-1 0274-24-4541
CROSS　POINT 栃木県足利市大月町207-1 0284-42-5888
BRIDGE 栃木県宇都宮市インターパーク1丁目1-3 028-666-0691
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
ファーストステージ 埼玉県南埼玉郡白岡町西9-6-5 0480-93-0117

（株）オートウェーブ美女木店 埼玉県戸田市美女木1323-6 048-424-1111
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
イエローハット草加店 埼玉県草加市西町1225-1 048-921-1680
ファーストリーディング（株） 埼玉県越谷市東大沢5-14-6 048-972-5110
イエローハット越谷店 埼玉県越谷市七左町3-185-1 048-987-1680
ゼウスドライブ 埼玉県入間市東町4-1-74 04-2964-0039
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
株式会社フェニックス 千葉県千葉市花見川区内山町256-2 043-216-6072
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663
オートウェーブ宮野木ナビックセキュリティー館 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850 043-286-5561
TRINITY 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目2-3 043-308-5610
スーパーオートバックス千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区山王町307-2 043-424-8561
フランカー（株） 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘3-5-18 043-445-7505

（株）ジンガー 千葉県我孫子市柴崎台5-1-15 04-7165-5557
アクセスエボリューション　用賀店 東京都世田谷区用賀1-7-14 03-3708-7071
トレンドワークス 東京都大田区多摩川1-15-3 03-3756-0201
アース電機（株） 東京都大田区多摩川2-9-17 03-3758-7834

（株）村山商事 東京都府中市西府町3-31-1　パラッツォ西府1F 042-364-3111
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844

（有）トゥホット 東京都八王子市椚田町553-1 042-665-6511
CAR-Fi 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-11-19 044-978-0717
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
ライジングアーツ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-19-4-102 045-511-8768

（株）デュプリー・ユナイテッド・ファクトリー 神奈川県横浜市都筑区早渕1-41-33 045-534-9590
イエローハット横浜港南店 神奈川県横浜市港南区野庭町49-2 045-840-0222
ソニック横浜 神奈川県横浜市磯子区上中里町856 045-770-6186
K.Yオートサービス 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町711-6　フォレスト市ヶ尾1F 045-971-6506
トレジャーカンパニー 神奈川県海老名市中央3-4-3-111 046-233-9255

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
K.Yオートサービス東名厚木インター店 神奈川県厚木市船子252 046-280-4530
イエローハット綾瀬店 神奈川県綾瀬市早川城山5-10-25 0467-71-0737

（有）LIBERTY 神奈川県大和市福田6-9-17 0467-82-8407
オートセキュリティー SATO 神奈川県横須賀市長澤2-27-1-604 046-839-2082
イエローハット辻堂新町店 神奈川県藤沢市辻堂新町3-2-36 0466-30-1261
Sherman Oaks 静岡県浜松市新橋町866 053-415-0816
わかばオート。 静岡県静岡市駿河区西島877-1 054-202-8438

（有）カーフレンズケー 静岡県富士市伝法2519番地の1 0545-53-0238
エスプリ 静岡県藤枝市上青島409-10 054-645-3220
P.F.C. 静岡県三島市南二日町20-21 055-991-8180
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
FLAT 愛知県清須市春日砂賀東141 052-409-2160
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
Spirit 愛知県名古屋市昭和区吹上町2-3-3 052-745-2737
セキュリティラボ 愛知県名古屋市天白区荒池2-1216 052-800-2052
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
（株）ケーエスオート 愛知県岡崎市樫山町字八ツ田35-1 0564-82-3568
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
イエローハット春日井店 愛知県春日井市鳥居松町3-81 0568-82-2400

（有）青木電装 愛知県知多郡阿久比町大字萩字詩丹田20-2 0569-48-4350
株式会社アトミックオートサービス 岐阜県高山市石浦町5-229 0577-37-1471
株式会社信弘電機 岐阜県岐阜市瑞雲町5丁目7番地 058-245-0208
カーブティックアジア 岐阜県養老郡養老町三神町5-30 0584-32-0824
ヤマズストアー 三重県津市殿村596-1 059-237-5237
カーシステムニシオカ 三重県伊賀市服部町677-1 0595-21-1649
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
VIBES 石川県金沢市疋田1-23 076-213-3250
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
オートワールド大和郡山店 奈良県大和郡山市今国府町295-6 0743-56-8481
スピーカーズオーディオデザイン 奈良県磯城郡田原本町唐古528-1 0744-34-5000
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060

（株）洛東電機 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-592-4466
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
タイヤ館　甲賀 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目140 0748-65-6801
yos-core 大阪府守口市八雲東町1-4-4 06-4397-7959

（株）カイオートモービルクリエイト 大阪府東大阪市小若江1-2-15 06-6726-3628
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
アクアガレージ 大阪府東大阪市高井田西2-2-24 06-6788-4577
カーブティックイフ 大阪府池田市空港1-5-1 06-6858-8886

（有）松屋町電機 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-12 06-6942-0575
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
car.com 大阪府堺市北区長曾根町3000-8 072-240-3456
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
GTNET（株） 大阪府茨木市西豊川町4-18 072-644-7700 
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）AFFIX 大阪府枚方市茄子作2-29-2 072-860-1051
植木企画 大阪府八尾市太田新町1-209 0729-49-9988
ドライブマーケット東大阪店 大阪府東大阪市島之内1-8-24 072-960-2000
幸生電機工業（株） 大阪府柏原市本郷3丁目1-22 072-973-0777
ベルテックス 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目7-18-101号 06-6567-9367

（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577

（有）エム・イー・アイ 広島県広島市佐伯区五日市7-7-3 082-943-9696
サウンドマリーナ 岡山県岡山市北区青江4-23-9 086-231-8326
S:iz 岡山県岡山市南区藤田1420-4 086-296-0099
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
SCT-XWD　SHIFT SOUND STYLE 福岡県大野城市御笠川6丁目1番1号 092-503-0009
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
プロテクション福岡 福岡県筑紫郡那珂川町片縄西4-14-8 092-953-0044
Brain　Child 福岡県北九州市小倉北区青葉2-12-2 093-592-8089
JK's 福岡県北九州市小倉南区津田1-2-25 093-953-6953
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007
DEBUT 熊本県熊本市田迎4-4-41 096-285-3815
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十禅寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710
※詳しい情報はこちら（http://www.kato-denki.com/dealer/viper/shop.html）

セキュリティラウンジ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住店2-1-9 023-645-6611
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339 
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十弾寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710

VIPERプロショップ
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070

（株）オームテクニカ 大阪府大阪市城東区成育5-20-16 06-6933-7500
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007

VIPER正規販売店
セキュリティラウンジ札幌西 北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50 011-643-5656
セキュリティラウンジ札幌 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
サウンドウィット 北海道札幌市東区伏古11条1-1-38 011-786-1008
イエローハット札幌里塚店 北海道札幌市清田区里塚二条7-1-1 011-883-3221
イエローハット岩見沢店内サウンドアート 北海道岩見沢市九条東5-1-10 0126-31-5090
オートクラフト 秋田県由利本荘市日役町13 0184-22-8770
セキュリティラウンジ仙台 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1 022-238-9904
BOLTジャパン 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘1-21-23 022-343-5801
RESPONSE 宮城県名取市上余田千刈田900-8 022-384-5667
HIDEOUT 宮城県仙台市若林区六丁の目東町2-8 022-390-9850
STREET MONKEY 宮城県大崎市古川穂波3丁目2-11 0229-24-5559
セキュリティラウンジ山形 山形県山形市清住町2-1-9 023-645-6611
to be Style 群馬県伊勢崎市今泉町1-1389-1 0270-22-3766

（有）ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766
オートハウス前橋店 群馬県前橋市田口町636-2 027-233-7626
株式会社セントラル 群馬県藤岡市本動堂422-1 0274-24-4541
CROSS　POINT 栃木県足利市大月町207-1 0284-42-5888
BRIDGE 栃木県宇都宮市インターパーク1丁目1-3 028-666-0691
QUANTUM 茨城県守谷市けやき台3-12-7 0297-45-0099
ファーストステージ 埼玉県南埼玉郡白岡町西9-6-5 0480-93-0117

（株）オートウェーブ美女木店 埼玉県戸田市美女木1323-6 048-424-1111
CONCEPT AUDIO&ALARM 埼玉県さいたま市岩槻区城町2-5-10 048-749-8136
イエローハット草加店 埼玉県草加市西町1225-1 048-921-1680
ファーストリーディング（株） 埼玉県越谷市東大沢5-14-6 048-972-5110
イエローハット越谷店 埼玉県越谷市七左町3-185-1 048-987-1680
ゼウスドライブ 埼玉県入間市東町4-1-74 04-2964-0039
ライジング 埼玉県川越市天沼新田191-7 049-239-0400
株式会社フェニックス 千葉県千葉市花見川区内山町256-2 043-216-6072
キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町213-1 043-216-8663
オートウェーブ宮野木ナビックセキュリティー館 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850 043-286-5561
TRINITY 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目2-3 043-308-5610
スーパーオートバックス千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区山王町307-2 043-424-8561
フランカー（株） 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘3-5-18 043-445-7505

（株）ジンガー 千葉県我孫子市柴崎台5-1-15 04-7165-5557
アクセスエボリューション　用賀店 東京都世田谷区用賀1-7-14 03-3708-7071
トレンドワークス 東京都大田区多摩川1-15-3 03-3756-0201
アース電機（株） 東京都大田区多摩川2-9-17 03-3758-7834

（株）村山商事 東京都府中市西府町3-31-1　パラッツォ西府1F 042-364-3111
セキュリティラウンジ東京 東京都八王子市高倉町44-20 042-646-7844

（有）トゥホット 東京都八王子市椚田町553-1 042-665-6511
CAR-Fi 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-11-19 044-978-0717
セキュリティラウンジ横浜 神奈川県横浜市都筑区東方町340-1 045-470-2534
ライジングアーツ 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-19-4-102 045-511-8768

（株）デュプリー・ユナイテッド・ファクトリー 神奈川県横浜市都筑区早渕1-41-33 045-534-9590
イエローハット横浜港南店 神奈川県横浜市港南区野庭町49-2 045-840-0222
ソニック横浜 神奈川県横浜市磯子区上中里町856 045-770-6186
K.Yオートサービス 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町711-6　フォレスト市ヶ尾1F 045-971-6506
トレジャーカンパニー 神奈川県海老名市中央3-4-3-111 046-233-9255

（有）サウンドコネクション 神奈川県大和市深見496-5 046-263-5945
K.Yオートサービス東名厚木インター店 神奈川県厚木市船子252 046-280-4530
イエローハット綾瀬店 神奈川県綾瀬市早川城山5-10-25 0467-71-0737

（有）LIBERTY 神奈川県大和市福田6-9-17 0467-82-8407
オートセキュリティー SATO 神奈川県横須賀市長澤2-27-1-604 046-839-2082
イエローハット辻堂新町店 神奈川県藤沢市辻堂新町3-2-36 0466-30-1261
Sherman Oaks 静岡県浜松市新橋町866 053-415-0816
わかばオート。 静岡県静岡市駿河区西島877-1 054-202-8438

（有）カーフレンズケー 静岡県富士市伝法2519番地の1 0545-53-0238
エスプリ 静岡県藤枝市上青島409-10 054-645-3220
P.F.C. 静岡県三島市南二日町20-21 055-991-8180
セキュリティラウンジ長野 長野県長野市若穂綿内南條87-3 026-282-7345
セキュリティラウンジ松本 長野県松本市大字笹賀7112-4 0263-58-9622
セキュリティラウンジ名古屋 愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 052-389-2008
FLAT 愛知県清須市春日砂賀東141 052-409-2160
クレヴァーズ名古屋 愛知県名古屋市南区赤坪町180 052-693-7774
Spirit 愛知県名古屋市昭和区吹上町2-3-3 052-745-2737
セキュリティラボ 愛知県名古屋市天白区荒池2-1216 052-800-2052
クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1 0532-66-2323

（有）クランクオート 愛知県岡崎市大平町字天神前9番地1 0564-25-9111
（株）ケーエスオート 愛知県岡崎市樫山町字八ツ田35-1 0564-82-3568
セキュリティラウンジ豊田 愛知県豊田市山之手8丁目1番地 0565-25-2808
イエローハット春日井店 愛知県春日井市鳥居松町3-81 0568-82-2400

（有）青木電装 愛知県知多郡阿久比町大字萩字詩丹田20-2 0569-48-4350
株式会社アトミックオートサービス 岐阜県高山市石浦町5-229 0577-37-1471
株式会社信弘電機 岐阜県岐阜市瑞雲町5丁目7番地 058-245-0208
カーブティックアジア 岐阜県養老郡養老町三神町5-30 0584-32-0824
ヤマズストアー 三重県津市殿村596-1 059-237-5237
カーシステムニシオカ 三重県伊賀市服部町677-1 0595-21-1649
ガッツトレード 三重県松阪市西野町653 0598-58-1058
VIBES 石川県金沢市疋田1-23 076-213-3250
セキュリティラウンジ奈良 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742-50-3339
オートワールド大和郡山店 奈良県大和郡山市今国府町295-6 0743-56-8481
スピーカーズオーディオデザイン 奈良県磯城郡田原本町唐古528-1 0744-34-5000
セキュリティラウンジ京都 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-501-6060

（株）洛東電機 京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 075-592-4466
GRACE 京都府宇治市小倉町天王9-2 0774-25-8060
タイヤ館　甲賀 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目140 0748-65-6801
yos-core 大阪府守口市八雲東町1-4-4 06-4397-7959

（株）カイオートモービルクリエイト 大阪府東大阪市小若江1-2-15 06-6726-3628
セキュリティラウンジ東大阪 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 06-6747-1070
アクアガレージ 大阪府東大阪市高井田西2-2-24 06-6788-4577
カーブティックイフ 大阪府池田市空港1-5-1 06-6858-8886

（有）松屋町電機 大阪府大阪市中央区東高麗橋3-12 06-6942-0575
Set-up 大阪府河内長野市栄町13-33-7 0721-52-1020
car.com 大阪府堺市北区長曾根町3000-8 072-240-3456
セキュリティラウンジ南大阪 大阪府松原市柴垣2-484-1 072-333-2088
GTNET（株） 大阪府茨木市西豊川町4-18 072-644-7700 
mirion 大阪府摂津市鳥飼中2丁目1-99 072-650-3818
スーパーオートバックス高槻 大阪府高槻市大塚町1-2-6 072-673-9377
セキュリティラウンジ大阪 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-0110

（有）ヒロイズム 大阪府箕面市如意谷4-3-9 072-720-7200
（株）AFFIX 大阪府枚方市茄子作2-29-2 072-860-1051
植木企画 大阪府八尾市太田新町1-209 0729-49-9988
ドライブマーケット東大阪店 大阪府東大阪市島之内1-8-24 072-960-2000
幸生電機工業（株） 大阪府柏原市本郷3丁目1-22 072-973-0777
ベルテックス 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目7-18-101号 06-6567-9367

（株）アシスト 兵庫県神戸市東灘区御影本町7丁目7-16 078-856-6003
XCEL AUDIO 兵庫県神戸市西区平野町芝崎343-1 078-961-0707

（有）オートセキュリティサイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目28-9 078-967-5232
Auto　Creation　M's 兵庫県神崎郡市川町西川辺525-1 0790-24-7100
ピースロード 兵庫県姫路市飾磨区御幸69 0792-34-8197
セキュリティラウンジ姫路 兵庫県姫路市中地41-3 079-299-0818

（株）キンキ 兵庫県高砂市曽根町758番地 079-447-1523
Accurate 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-555-3700
セキュリティラウンジ広島 広島県広島市安芸区中野東1-2-40 082-893-2577

（有）エム・イー・アイ 広島県広島市佐伯区五日市7-7-3 082-943-9696
サウンドマリーナ 岡山県岡山市北区青江4-23-9 086-231-8326
S:iz 岡山県岡山市南区藤田1420-4 086-296-0099
セキュリティラウンジ福岡 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1161
SCT-XWD　SHIFT SOUND STYLE 福岡県大野城市御笠川6丁目1番1号 092-503-0009
オートセキュリティーエナジー 福岡県大野城市御笠川5-4-6 092-503-5437
プロテクション福岡 福岡県筑紫郡那珂川町片縄西4-14-8 092-953-0044
Brain　Child 福岡県北九州市小倉北区青葉2-12-2 093-592-8089
JK's 福岡県北九州市小倉南区津田1-2-25 093-953-6953
SOUND SMC 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3040-1 0952-41-7007
DEBUT 熊本県熊本市田迎4-4-41 096-285-3815
セキュリティラウンジ熊本 熊本県熊本市十禅寺2-8-16 096-328-8300
セキュリティラウンジ沖縄 沖縄県浦添市字港川409番地 098-877-4710
※詳しい情報はこちら（http://www.kato-denki.com/dealer/viper/shop.html）
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VIPER 主要機能表

474VJ 475VJ 7741VJK/B/SL 7741VJK 474VJ 7641VJK ※イメージ

項　目 機能説明 1000V 3000V 5000V/VB/VSL 390xV 330V 3300V 350VII 350V 791Vi
JAAMA VAS登録番号 全国自動車用品工業会自主基準登録番号 001-006 001-006 001-006 001-014 001-005 001-012 001-010 001-010 001-011

純正キーレスエントリー連動 車両純正のキーレスエントリーによるドアのロック／アンロックに連動して作動します。 − − − ○ ○ ○ − − −

4ボタンコンパクトリモコン リモコンでVIPERの各種操作を行うことができます。（4ボタン） ○（2ケ） − − − − − ○（2ケ） − −

スマートリモコン 特定小電力リモコンでVIPERの各種操作を行う事ができます。（4ボタン） − − − − − − − ○（2ヶ） −

５ボタンスマートリモコン 特定小電力（微弱）リモコンでVIPERの各種操作を行う事ができます。ボタンロック機能付き（５ボタン） − ○（2ケ） − − − − − − −

アンサーバックリモコン 特定小電力リモコンでVIPERの各種操作やアンサーバックによる車両異常を確認することができます。（4ボタン） − − ○（1ヶ） − − ○（1ヶ） − − ○（1ヶ）

リモコンLED リモコンのボタンを押している時に点滅します。 赤 赤 − − − − 赤 青 −

ボタンロック機能 リモコンのボタンをロックすることができます。誤操作防止に非常に便利な機能です。 − ○ − − − − − − −

リモコンIDコード数 リモコンがもつIDコードの数を示します。 7378京以上 7378京以上 7378京以上 − − 7378京以上 7378京以上 7378京以上 7378京以上

コードホッピング® リモコンのIDコードをランダムに変更することで、リモコンのコピーを防止します。 ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○

動作確認LED LEDの点滅/点灯により、VIPERの動作確認および威嚇ができます。 青 青 青 青 青 青 青 青 青

ライトフラッシュ VIPERのアーム／ディスアームなどにスモールライト（またはハザード）を点滅させることで、VIPERの動作確認および威嚇ができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外部機器コントロール 車両の電装装置や専用のオプションを、VIPERのリモコンから操作することができます。（例：トランクリリース、パワースライドドア、パワーウィンドウ、専用エンジンスタータほか） ○ ○ ○ ○※1※２ ○※1※2 ○ ○ ○ ○

チャンネル出力（数） 外部機器コントロールを行うための出力数を示します。 5 5 5 1 1 2 2 2 4

ドアトリガー® ドア開けを検出し、警報を鳴らします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ドア開け時予備警告機能 ドアが開けられた場合に、即座に警報を鳴らすのではなく、初めに警告を鳴らして威嚇してから警報を鳴らすことができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ダブルガードショックセンサー 車両にガラス割りなどの衝撃が加えられたことを検出します。衝撃の強弱を判別し、弱い衝撃には警告を、強い衝撃には警報を鳴らして威嚇します。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リモート式（21段階） リモート式（21段階） リモート式（21段階） ボリューム式 ボリューム式（外付） ボリューム式（外付） ボリューム式 ボリューム式 ボリューム式（外付）

イグニッショントリガー イグニッションキーがONされたことを検出し、警報を鳴らします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

インスタントトリガー オプションセンサー（別売）を追加することができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボンネットトリガー ボンネット開けを検出し、警報を鳴らします。 ○ ○ ○ ○ − − − − ○

トランクトリガー トランク開けを検出し、警報を鳴らします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルチプレックス® 対応センサーと組み合わせることで、センサーの反応内容に応じて警告と警報を鳴り分けることができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

センサーバイパス機能 特定の電動機器が作動している間、いくつかのセンサーをスリープします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

セレクタブルサイレン 最大音量128dBのサイレンです。音量や音色を変更することができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ソフトチャープ 大音量で行われる警報に対して、アーム／ディスアーム時の音や警告の音が小さな音で行われます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホーン専用出力 標準装備のサイレンと併用して、車両のホーン（クラクション）を鳴らすことができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − ○

パニックモード（強制発報） 緊急時などに、強制的にVIPERの警報を鳴らすことができます。 ○ ○ ○ ○※1※２ ○※1※２ ○ ○ ○ ○

パッシブ機能 自動的にVIPERをアームさせることができます。 ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○

リアーム 誤ってキーレスエントリーリモコンを操作し、ディスアーム状態が続くことを防ぐ機能です。 − − − ○ − − − − −

強制解除 リモコン紛失時などの緊急時に、強制的にVIPERをディスアームすることができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルチレベルセキュリティ VIPERをアームさせる時の操作により、一時的に特定のセンサーを反応させないようにすることができます。 ○ ○ ○ ○※１※２ − ○ ○ ○ ○

デュアルセンサートリガー 複数のセンサーが同時に反応したときにのみ警報を鳴らします。 ○ ○ ○ − − − − − −

サイレントモード 環境に合わせて、VIPERのアーム／ディスアーム時の音や、警告音を消音することができます。 ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○

バレーモード 車検時や整備時などに、VIPERがアームして警報が鳴ってしまうことを防ぎます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バレーモード時GWA バレーモードに設定している最中でも、イモビライザー機能や特定のオプションを作動させ続けることができます。 ○ ○ ○ ○ − − − − −

VRS カージャック対策の機能です。万一乗車して逃走されても、一定時間経過後に警報などがなり、イモビライザー機能も作動します。 ○ ○ ○ − − − ○ ○ −

ダイアグノスティック™機能 警報が鳴った原因をある程度特定することができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ロングタームイベントヒストリー 過去にさかのぼって警報履歴の確認ができます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メモリー機能 警報が出たことを記憶し、レポートします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゾーンID数 ダイアグノスティック™機能によって特定できる場所です。 7 7 7 6 4 4 5 5 6

センサーレポート VIPERのアーム時にいずれかのセンサーが反応していた場所をレポートします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ドアトリガーエラー音 VIPERのアーム時に半ドアである場合にレポートします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ドアロック連動 VIPERのアーム／ディスアームの操作に連動して、車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ○（リレー内蔵） ○（リレー内蔵） ○（リレー内蔵） −
○ ○ ○ ○ ○

（＋/−） （＋/−） （＋/−） （＋/−） （＋/−）

イグニッション連動ドアロック イグニッションキーのON/OFFに合わせて、車両のドアをロック/アンロックすることができます。 ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○

ドームライトスーパービジョン VIPERを解除したときに一定時間車両のルームランプを点灯させます。また、警報時にはルームランプを点滅させます。 ○（リレー内蔵） ○（リレー内蔵） ○（リレー内蔵） −
○ ○ ○ ○ ○

（−） （−） （−） （−） （−）

IGコントロールルームランプ イグニッションキーをOFFしたときに、車両のルームランプを一定時間点灯させます。 ○（リレー内蔵） ○（リレー内蔵） ○（リレー内蔵） −
○ ○ ○ ○ ○

（−） （−） （−） （−） （−）

パーキングライトスーパービジョン エンジンを停止した場合やVIPERをディスアームしたときに、一定時間車両のスモールライト（またはハザード）を点灯させます。 ○ ○ ○ ○ − − − − −

迷惑防止回路（NPC） 特定のセンサーの作動により警報が頻発した場合、一定時間そのセンサーが反応しても警報を鳴らさなくなります。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イモビライザー機能 VIPERアーム中のエンジン始動を防ぎます。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動スターター停止機能 VIPERをアームさせなくても、イモビライザー機能だけを自動的に作動させることができます。 ○ ○ ○ − − − ○ ○ ○

ESP2デジタルネットワーク ＥＳＰ２／ＥＳＰ対応のオプション（455Ｖ、ＮＥＷiVIPERなど）を連動できます。 ○ ○ ○ − − − ○ ○ ○※3

リモートスタート機能 VIPERのリモコンから遠隔操作でエンジンを始動できます。 − − − − − − − − ○

リモートスタート使用時ライトフラッシュ リモートスタート機能使用中、スモールライトを点灯または点滅させることができます。 − − − − − − − − ○

エンジンチェック エンジンの状態を監視し、リモートスタート機能使用時に始動ミスを防止します。 − − − − − − − − ○

ステータス出力 リモートスタート機能使用中、信号出力することで各種対応オプションを連動させます。 − − − − − − − − ○

オーナーレコグニッション リモコン（オーナー）毎に各種機能内容を変更、設定することができます。（ビットライターからの設定変更が必要です。） ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○

レジューム機能 電源を落とされた場合などでも、再度電源が戻されると電源を落される直前のVIPER設定状況に復帰します。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

専用エンジンスターター連動 VIPER専用のリモコンエンジンスタータの連動が可能です。 ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ 内蔵

※1：純正キーレスリモコンのロック／アンロックボタンが独立している場合　※２：マルチレベルセキュリティ／パニックモード／外部機器コントロールの併用はできません。　※3：455Vとの併用はできません。

車両純正
キーレスリモコン

車両純正
キーレスリモコン

Extra Model
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全国のセキュリティラウンジ店舗一覧
お客さま一人ひとりのセキュリティニーズに対して、

最適な製品を提供する日本初のトータルセキュリティショップ。

名古屋を起点に主要都市の基幹店を開設、

今後も全国的なフランチャイズ展開を目指します。
札幌西 札　幌

仙　台

東　京

名古屋

豊　田

奈　良

大　阪

東大阪

南大阪
横　浜

山　形

長　野

松　本

京　都

姫　路広　島
福　岡

熊　本

沖　縄

セキュリティラウンジ札幌
〒007-0871   北海道札幌市東区伏古１１条1-1-38
TEL：011-786-1008

セキュリティラウンジ南大阪
〒580-0017  大阪府松原市柴垣2-484-1
TEL：072-333-2088

セキュリティラウンジ東大阪
〒578-0965  大阪府東大阪市本庄西1-10-27
デンソーセールス関西支社東大阪サービスセンター内
TEL：06-6747-1070

セキュリティラウンジ姫路
〒670-0976  兵庫県姫路市中地41-3
TEL：0120-818-845

セキュリティラウンジ奈良
〒630-8451  奈良県奈良市北之庄町2-2
TEL：0742-50-3339

セキュリティラウンジ京都
〒607-8163  京都府京都市山科区椥辻東潰29-3
TEL：075-501-6060

セキュリティラウンジ広島
〒739-0323  広島県広島市安芸区中野東１-２-４０
TEL：082-893-2577

セキュリティラウンジ福岡
〒812-0015  福岡県福岡市博多区山王2-6-35
ダイアグステーション博多内
TEL：092-412-1161

セキュリティラウンジ熊本
〒860-0824  熊本県熊本市南区十禅寺2-8-16
㈱デンソーセールス熊本支店内
TEL：096-328-8300

セキュリティラウンジ沖縄
〒901-2134  沖縄県浦添市字港川409番地
デンソーサービス沖縄内
TEL：098-877-4710

セキュリティラウンジ札幌西
〒063-0850  北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50

（株）デンソーセールス西サービスセンター内
TEL：011-643-5656

セキュリティラウンジ仙台
〒983-0038  宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1
デンソーセールス東北支社内
TEL：022-238-9904

セキュリティラウンジ山形
〒990-0834  山形県山形市清住町2-1-9
デンソーセールス山形支店内
TEL：023-645-6611

セキュリティラウンジ東京
〒192-0033  東京都八王子市高倉町44-20
デンソーセールス多摩支店内
TEL：042-646-7844

セキュリティラウンジ横浜
〒224-0045  神奈川県横浜市都筑区東方町340-1
デンソーセールス 横浜支店内
TEL：045-470-2534

セキュリティラウンジ長野
〒381-0101  長野県長野市若穂綿内南條87-3
デンソーセールス長野支店内
TEL：026-282-7345

セキュリティラウンジ松本
〒399-0033  長野県松本市大字笹賀7112-4
デンソーセールス 松本営業所内
TEL：0263-58-9622

セキュリティラウンジ名古屋
〒455-0822  愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14
TEL：052-389-2008

セキュリティラウンジ豊田
〒471-0833  愛知県豊田市山之手8丁目1番地
株式会社愛豊電機内
TEL：0565-25-2808

セキュリティラウンジ大阪
〒562-0011  大阪府箕面市如意谷4-3-9
TEL：072-720-0110

【広告】 【広告】
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「VIPER取付士認定試験」に合格したプロのVIPER取付士がいる認定店です。
VIPERの取り付けからアフターサービスまで行える全国各地のネットワークです。

詳しくは ▶ http://www.kato-denki.com/dealer/viper/proshop.html

プロショップ
®

5000VSL-BP
セキュリティ専用のバックアップバッテリーを標準装備したセキュリティラウンジ専用パッケージです。
お客様の駐車環境、使用状況に合わせて選べる４つのラインナップをご用意しました。国産車、外国車問わず幅広く防犯できる安心のシリーズです。

VIPER専用リモコン
アンサーバックタイプ

001 006

3000VSL-BP
VIPER専用リモコン
スマートタイプ

001 006

1000VSL-BP
VIPER専用リモコン
コンパクトタイプ

001 006

330VSL-BP
純正リモコン
連動タイプ

001 005

専用パッケージ

九州の安心は私たちにお任せください！
福岡県・佐賀県・長崎県に

お住まいの方は

セキュリティラウンジ福岡

〒812-0015
福岡県福岡市
博多区山王2-6-35
ダイアグステーション博多内 
TEL 092-412-1161

熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
にお住まいの方は

セキュリティラウンジ熊本

〒860-0824 
熊本県熊本市
南区十禅寺2-8-16
㈱デンソーセールス熊本支店内 
TEL 096-328-8300

沖縄県に
お住まいの方は

セキュリティラウンジ沖縄

〒901-2134
沖縄県浦添市
字港川409番地
デンソーサービス沖縄内 
TEL 098-877-4710

奈良

施工後の
メンテナンスも
お任せ！

お客様のニーズに合わせた、セキュリティプランを
ご提案させていただきます。

〒630-8451 奈良県奈良市北之庄町2-2 TEL 0742-50-3339

セキュリティラウンジ南大阪
最大の防犯は意識を持つ事です。

あなたの安心・安全をご提案いたします！

〒580-0017  大阪府松原市柴垣2-484-1
TEL：072-333-2088

北海道は私たちにお任せ！

セキュリティラウンジ札幌

輸入車大歓迎！！

・カーセキュリティ
・エンジンスターター
・カーオーディオ
・アフターパーツ
〒007-0871
北海道札幌市
東区伏古１１条1-1-38（サウンドウィット内）
TEL 011-786-1008

セキュリティラウンジ東大阪
車のことなら何でもお気軽にご相談ください！

・カーセキュリティ
・カーナビ
・ETC

〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西1-10-27
デンソーセールス関西支社
東大阪サービスセンター内
TEL 06-6747-1070

セキュリティラウンジ札幌西
「車の総合病院」として、防犯設備士、
電装のプロスタッフがあなたの愛車をお守り
する手助けをいたします。些細な心配ごとも
お気軽にご相談ください。

〒063-0850
北海道札幌市西区八軒10条西11丁目1-50
㈱デンソーセールス西サービスセンター内　TEL：011-643-5656

〒607-8163
京都府京都市山科区椥辻東潰29-3 TEL 075-501-6060

京都
7/1

リニューアル
OPEN

カーセキュリティとカーナビの
お得なセットをご用意しています！

兵庫県は私たちにお任せ！

〒670-0976
兵庫県姫路市中地41-3
TEL 0120-818-845

姫路

セキュリティラウンジ名古屋
〒455-0822　愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-14 

TEL:052-389-2008

セキュリティラウンジ豊田
〒471-0833　愛知県豊田市山之手8-1 株式会社愛豊電機内 

TEL:0565-25-2808

クルマを守る！防犯専門店
愛知・岐阜・三重県にお住まいの方

私たちにお任せください！

【広告】 【広告】

防犯のプロとして
お客様のお車の
防犯対策は
私たちにお任せ
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VIPER Vシリーズ 総合カタログ　Vol.14.0

■お買い求めは信用のある当店へ

© 2013 KATO DENKI, Inc.  © 2013 DEI Headquarters, Inc.    All rights reserved.

®

2013-2014

VIPER®  コードホッピング®  は加藤電機株式会社およびDEI Headquarters, Inc. の登録商標です。
クリックトーン®  ドアトリガー® KATO-DENKI  iVIPERTM   ダイアグノスティックTM  STEALTH TRACKING SYSTEMTM  
マルチプレックスTM  ハイセキュリティ解除TM  は加藤電機株式会社の商標または登録商標です。
SCANNERS®  は加藤電機株式会社およびVARAD社の登録商標です。
WILLCOM は携帯電話・PHS通信サービス各社の商標または登録商標です。
Android は、Google Inc.の商標です。
iPhone はApple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
記載されている会社名、システム名、製品名は各社の商標または登録商標です。

このカタログの記載内容は、2013年10月1日現在のものです。

発売元
加藤電機株式会社　〒475-8574　愛知県半田市花園町6-28-10
ホームページアドレス　www.kato-denk i . com

●本カタログ掲載写真の色調は印刷物ですので実際の商品とは多少異なります。
●本カタログ記載の製品価格は、税抜価格です。
●本カタログ記載の製品の仕様、性能、デザイン、価格などの変更または販売終了を予告なく行う場合がありますのであ
らかじめご了承ください。

■お問い合わせ先

　　　　　　　　　　　お客様サポートセンター
TEL:0569-26-0088  FAX:0569-26-0089
営業時間：月～金　10：00～17：00（祝日、年末年始等は除く）

製品に関するご注意
●本製品をお買い上げの際、各製品に同梱の取扱説明書を必ずお受け取りになり、内容をご熟読く
ださい。
●お客様ご自身の取り付けサポートは行っておりません。お客様ご自身が取り付けをされる場合に
は、自己責任の範囲内で行ってください。万一、取り付けによるトラブルが発生しましても一切責任
は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本製品は電波を使用している性質上、周囲に強力な電波が発生している箇所では、混信を受ける
可能性があります。

●本製品の警告音、サイレン音は、防犯上非常に効果的な大音量で発報するため騒音などにならな
いよう、周囲の環境を考慮した上で、適切な感度にてご利用ください。
●本製品のお取り扱いは、各製品に同梱の取扱説明書の内容に従ってください。
●一部取付困難な車両があるためご購入前に必ず車両との適合を確認の上お買い求めください。
●当社では本製品の動作の有無にかかわらず、万一盗難等が発生しても責任は一切負いかねます。
●ご不明な点がありましたら、お買い求め前あるいはお取り付け、ご使用前にセキュリティラウンジ、
VIPERプロショップ、正規販売店までお問い合わせください。

このカタログの内容、お買い求め・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記の販売店または
「お客様サポートセンター」へお気軽にご相談ください。

警告

注意

安全に関するご注意
●本製品はDC12V車専用です。
●製品を水、湿気、熱、湯気、ほこり、油などの多い場所に保管、設置

しないでください。火災、感電、故障などにより死亡や大けがをす
る可能性があります。本製品は防水構造ではありません。

●本製品の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。
必ず車両電装に関する詳しい知識と技術のあるセキュリティラウ
ンジ、VIPERプロショップ、正規販売店にて行ってください。知識
のない方が取り付けを行うと車両、本製品の故障・損傷のみなら
ず、人体にも危険が及ぶ可能性があります。

●車両整備上不備がある場合には、本製品の取り付け、ご使用はお
やめください。

●エンジンルーム内で本製品に過度の熱が加えられた場合には、内
部の電子回路に異常をきたす恐れがあります。

●セキュリティラウンジ、VIPERプロショップ、正規販売店以外での
取り付けをされた場合には、製品の保証のみならず、その他一切
の事項について免責といたします。

防犯のプロがいる専門店
セキュリティラウンジ
防犯のプロがいる専門店
セキュリティラウンジ

安全をつくる。安心をつなぐ。

■防犯設備士が診断、施工
「防犯設備士」の資格を有したスタッフが的確な設置を行っています。

※防犯設備士…警察庁の指導の下で公益社団法人 日本防犯設備協会が認定する資格のこと 

■防犯アドバイザーとしての役割
お客様の不安なことや心配なことをお気軽にご相談いただけます。
防犯のプロが親身にお話を伺い、アドバイスいたします。 

■お客様にあったサービスのご提案
お客様一人ひとりの心配ごと、不安なことを親身にお聞きし、
環境やライフスタイルに合わせたサービスをご提案いたします。

トータルセキュリティ・プロショップとして犯罪の抑制、撲滅に貢献します。車、バイク、人、家の防犯機器、
サービスを通して「安心と安全」を提供します。

信頼と実績のある製品と、技術と知識を持ったお店がネットワークを組み、
確かな安心できるサービスを提供します。

技術・知識 情報・環境

トータルライフの安心をプロデュースするネットワーク

製品カーセキュリティ

ヒューマンセキュリティ

バイクセキュリティ

ホームセキュリティ

セキュリティラウンジの統一サービス

■全国一律のサービス、メンテナンスの提供
フランチャイズネットワークにより全国一律のサービス、メンテナンス、
アフターサポートをお約束します。

■アフターサポートの充実
セキュリティラウンジは、アフターサポート・サービスも充実しています。
メンテナンスを定期的に実施し、永く安心してご利用いただけるように努めています。

■確かなサービスと技術
最新の犯罪手口、取付技術、知識の習得、
さらにはオンラインによる情報共有により
常にサービスと技術の向上に努めています。


