
世界で認められたカーセキュリティの最高峰ブランド、
クリフォードシリーズ。

Your Authorized Clifford Dealer

製品・安全に関する関するご注意

●クリフォードセキュリティシステムはDC12V車両専用です。●クリフォードセキュリティシステムおよびオプション類の

取り付けには、正しい車両電装、セキュリティシステム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、弊社が認めたクリフォードオフィシャルディーラーで取り付けを行ってください。クリフォードオフィシャル

ディーラー以外で取り付けをされた場合、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します。●クリフォー

ド製品は電装を利用している性質上、周囲に強力な電波が発生している状況では電波障害を受け混信する可能性がありま

す。●取り付けに関して技術的なサポートはクリフォードオフィシャルディーラー以外では行っておりません。お客様ご自

身がお取り付けされる場合は、自己責任の範囲内で行ってください。万一トラブルが発生しましても、一切責任は負いかね

ますのでご了承ください。

●本パンフレット掲載写真の色調は、印刷物ですので実際の製品とは多少異なります。●本パンフレット掲載製品の仕様・性

能・デザイン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、予めご了承ください。●製品にご不明な点がござ

いましたら、ご購入前、もしくはお取り付け、ご使用前に、クリフォードオフィシャルディーラーまでお問い合せください。

　クリフォードは自動車盗難の本場とも言われる米国

で世界に先駆けて開発された、世界トップクラスのカー

セキュリティブランドです。

　現在、数多くリリースされているカーセキュリティ

製品が持つ機能の多くは、このクリフォードが先駆け

であり、また、現在もなおクリフォードのみが持つこ

とのできる特別な機能もあります。

　かつて米国では「全米で 1 台も乗り逃げされたこと

がない」というキャッチコピーを掲げて宣伝されてい

たほど、クリフォードの機能と信頼性は自他共に認め

る、最高峰のセキュリティトップブランドです。

本社／〒632-0046 奈良県天理市三昧田町 3-3
石川支社／〒921-8844 石川県野々市市堀内 4-171

クリフォード日本総代理店 / アーマーテック株式会社

および、関連する製品名は 米国 の登録商標または商標です。

はアーマーテック株式会社の登録商標または商標です。

http://www.cl i f ford.co. jp 全国のオフィシャル
ディーラーはこちらから。

RA-01-0000719

World Class Auto Security

1810811_CLIFFORD製品カタロ�.indd   1-2 2019/07/04   10:40



クリフォードについて語らせてください。

ご存じですか？

世界で初めてカーセキュリティという概念を築き、

それをつくったことを。

ご存じですか？

カーセキュリティの信頼性を高めると共に、

その使いやすさを求め、世界で初めてリモコンを

導入したことを。

ご存じですか？

クリフォードが日本で初めてのカーセキュリティであることを。

ご存じですか？

クリフォードは盗難の状況・環境を常に把握し、

最新の対応策を講じるシステムアップを行っていることを。

すでに、第6世代「G6」。

あなたの愛車を「触らせない・入らせない・動かせない」。

世の中でもっとも信頼できる、カーセキュリティ

それは、クリフォードだけです。

The Best Of The Best Car Security.
I Speak CLIFFORD. サイレントアーム／サイレントディスアームボタン

このボタンを1秒間押すと、システムが消音モードのアーム（警戒
モード）に移行し、再度ボタンを1秒間押すと、消音モードのディス
アーム（非警戒モード）に移行します。

リモートスタートボタン
オプションのエンジンスターターをコントロールするためのボ
タンです。

AUXボタン
様々なオプション機能（トランクオープンなど）をコントロールす
るためのボタンです。

アーム／ディスアームボタン
このボタンを1秒間押すと、システムがアーム（警戒モード）に移
行し、再度ボタンを1秒間押すと、ディスアーム（非警戒モード）
に移行します。

※リモコンボタンの機能割当は任意に変更が可能です。
　詳しくはオフィシャルディーラーにご相談ください。

5個のボタンでセキュリティの基本操作のほか、
多くの便利な機能を操作することができます。

5 Button Remote Control

全米で＊1台も
乗り逃げされたことがない。

＊かつての米国においての広告のキャッチコピー

PERFORMANCE  OVERVIEW

ダブルイモビライザー &ノーマリー オープン システム 

クリフォードはイモビライザー（スターターキル機能）において「ノーマリーオープンシステム」を採用しています。
これは製品が何者かによって取り外された、もしくは破壊された場合に、スターターラインが直結されずにイモビライザー機能のみが
残るシステムを意味します。つまりはクリフォードが搭載されている車両は、たとえレッカーなど「チカラ技」で持ち去ったとしても、その
後セキュリティを取り外したところでエンジンを掛けることは不可能ということです。したがってその車両を使うこと、転売することなど
ができないために、窃盗グループなどからは忌み嫌われるわけです。また、全機種で採用するダブルイモビライザーは2カ所（デュアル
ポイント）で電源をカットすることで、エンジンの再始動を防御。マニュアルトランスミッション車の押し掛けも防止する強固なシステム
です。高い信頼性を誇るクリフォードはこの機能を長く搭載し続けてきました。これが我々の製品に対するこだわりと自信の表れです。
最強のイモビライザーシステムを搭載したセキュリティシステムならクリフォードです。（IntelliGuard880J、Concept480Jに標準装備）

Double Immobilizer & Normally Open System

ブラック ジャックス

クリフォードは、カージャックに対しエンジンを自ら止めて愛車を確保することができる唯一のカーセキュリティです。
カージャックなどセキュリティリモコンやキーとともに車両が乗り逃げされてしまった場合、バレイスイッチにて任意設定の暗証を
入力しない場合、安全にエンジンを停止させ、再始動ができないようにします。
この機能を搭載するには製品に絶対の信頼性がなくてはならないのです。全ての条件で愛車を守ることができるのはクリフォード
しかありません。（IntelliGuard880Jに標準装備）

Black Jax

スマートセルフパワードサイレン ー バッテリーバックアップシステムは、サイレン本体内にバッテリーを内蔵し、万が一セキュリ
ティシステムもしくはスマートセルフパワードサイレンへの電力の供給が絶たれた場合、即座に警報を発し、内蔵のバッテリーが尽
きるまでサイレンが鳴り続けます。
また、デジタルネットワークの採用により、システムは警戒状態を自動認識し、バッテリー交換時も警報を鳴らさずにスムーズに作
業を完了できます。　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　    （G6シリーズにオプションで装備可能）

Smart Self -Powered Siren スマートセルフ パワードサイレン 

オプションの「KL777」を組み合わせることで、純正キーレスはもちろん、スマートキー、インテリジェンスキー等の最新キーシステム
にも対応可能です。

Adapt To Smart Key スマートキー対応

CAN-BUS 対応 

欧州車・国産車に幅広く採用されている、車内LAN「CAN-BUS」に対応します。

Adapt To CAN-BUS 

Omni Sensor オムニ センサ

カーセキュリティの使用上、最も大きな不安要素としてしばしば挙げられるのがセンサの誤作動によるシステムの誤報ですが、その
ほとんどが衝撃センサを原因とするものです。つまり、衝撃センサの誤作動をできる限り抑えることで、不安要素の大きな部分を取
り除くことができることになります。G6シリーズの上位3機種に標準装備されるオムニセンサは、クリフォードのセキュリティシステ
ムを構成するコアパーツとして熟成が重ねられた、世界でもトップレベルの精度を誇る最高水準のデジタル衝撃センサです。この
性能に加え、クリフォードに精通したオフィシャルディーラーによる正確な取り付けと確実な調整がなされることで、誤作動は皆無と
いっても過言ではありません。
他のセキュリティシステムが誤作動を起こしている環境下でも誤作動せず、しかし車両への衝撃に対しては確実に反応する。この安
心感がオムニセンサの最も誇る性能です。（IntelliGuard880Jに標準装備）

■5ボタンデジタルリモコン(特定小電力対応)
米Directed社の「Xr Plus Super Heterodyne Extreme Long Range Receiver 
Technology」を使用し、見通し100mの通信距離を可能としました。さらに、リモコンが使用
される度に2の66乗のローリング（暗号）コードの変更を行い、コードのコピーやリモコンの
複製などを不可能にしています。
また、手に馴染みやすいエルゴノミクスデザイン、直感的な操作が可能なボタン配置の採
用で確実なリモコン操作を提供します。マット調ブラックとクロームの高級感あふれるデザ

インは、欧州車を始め洗練された純正イグニションキーと
の組み合わせも違和感がありません。
さらに、ショックセンサや傾斜センサを状況に応じてOFF
にできるマルチ警戒モードも備えており、タワーパーキン
グ等の誤作動の多い移動式駐車場にも万全に対応してい
ます。

＊リモコンの通信距離は環境条件により変わります。

Featur ing Xr Plus
Super Heterodyne

Extreme Long Range
Receiver Technology

■国内電波法対応：特定小電力適合品
クリフォード付属の5ボタンデジタルリモコンは、総務省特定小電
力の認可を取得しており、混信の少ないクリアな電波と安定した
信号によるロングレンジ通信を可能にしています。

■アンチコードグラビング
　（暗号解読防止技術）
アンテナとリモコンは数学的なアルゴリズムを用いて、通信が行
われる度に2の66乗（7378京6976兆2948億3820万通り）のロー
リング（暗号）コードを変更して通信します。これはコードのコピー
やリモコン自体の複製を不可能にし、システムのセキュリティ性能
をさらに向上させるために開発されました。コントロールユニット
は次のコードが何であるか常に識別しています。これにより、たと
え圏外でリモコンを使用したとしても、常にアンテナとリモコンは
同期されています。

01 02

シフトボタン
他のボタンと組み合わせて押すことにより、様々な機能やオプ
ション機器のコントロールを可能とします。

1810811_CLIFFORD製品カタロ�.indd   3-4 2019/07/04   10:40



PRODUCT LINEUP

誤作動を極力排除するための衝撃学習機能付きオムニセンサでボディへの衝撃も完璧に検知。
ジャッキアップ時の車両の傾きを感知するデジタルチルトセンサ、カージャックを防止するブラックジャックスシステムを標準で装備。
過去8回分のセキュリティレポートを記憶するトータルリコール。
新開発のNEWデザイン5ボタンデジタルリモコン（特定小電力対応）を2個標準で装備。

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ ループセンサ ダブル　　　   
イモビライザー オムニセンサ デジタル　　

チルトセンサ
ブラック　
ジャックス

5ボタンリモコン ブルーLED　
インジケータ

スマートキー対応

標   準   機　能

標   準   装   備

オプション設定 CAN-BUS 対応

暗証番号式  
バレイスイッチ 15トーンサイレン トータル

リコール
ドアロック  
リレー内蔵

車検対応

03 04

オンボードダブルイモビライザーを標準装備。リモコンで感度調整が可能なダブルゾーンショックセンサや、
高級感あふれるNEWデザイン5ボタンデジタルリモコン（特定小電力対応）を2個標準で装備。

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ ループセンサ ダブル　　　   
イモビライザー

ダブルゾーンショックセンサ
（リモート感度調整）

ダブルゾーン  
ショックセンサ

5ボタンリモコン ブルーLED　
インジケータ

スマートキー対応

標   準   機　能

標   準   装   備

オプション設定 CAN-BUS 対応

暗証番号式  
バレイスイッチ 15トーンサイレン トータル

リコール

車検対応

オンボードシングルイモビライザーを標準装備。感度調整可能なダブルゾーンショックセンサや
高級感あふれるNEWデザイン5ボタンデジタルリモコン（特定小電力対応）を2個標準で装備。

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ シングル　　   
イモビライザー

5ボタンリモコン ブルーLED　
インジケータ

スマートキー対応

標   準   機　能

標   準   装   備

オプション設定 CAN-BUS 対応

暗証番号式  
バレイスイッチ 6トーンサイレン トータル

リコール

車検対応
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OPTIONAL ITEMSPRODUCT FUNCTION TABLE

●／標準装備　option／オプション設定　－ ／取付不可　　IGN＝イグニッション　　RPM＝エンジン回転数
※1）「リモート感度調整式ダブルゾーンデジタルショックセンサ」および「プロキシミティセンサ」は同時使用できません。
　　また、車種により一部使用できない機能や、取付が困難な場合もございます。ご購入にあたってはオフィシャルディーラーへご相談ください。

さらなるセキュリティの強化を求めるユーザーのニーズに合わせ、
多数のオプショナル・アイテムをご用意しました。

純正キーレスやスマー
トキー、インテリジェ
ントキーなどの最新
キーシステムに対応を
可能にするアダプタで
す。純正キーでクリ
フォードの警戒、解除
をコントロール可能。

KL777
スマートコントロールアダプタ

CAN-BUS 採用車に対
応させるためのアダプ
タです。

DBALL2
クリフォードCAN-BUSアダプタ

車両の窓ガラスが割ら
れた時の音を感知する
センサです。

506T
ガラス割りセンサ

超音波の反射特性を利
用し、車内への侵入行
為を感知するセンサで
す。

509U
ウルトラソニックセンサ

ジャッキアップによる車
両の持ち上げや、積載
での盗難に対する角度
感知センサです。
ホイールの盗難にも有
効です。

507M
デジタルチルトセンサ

32 段階のリモコン感
度調整が可能。車両へ
の接近や侵入を感知す
るセンサです。

905311
プロキシミティセンサ

ボタン式エンジン始動
車両専用スターターモ
ジュール。リモコンの
遠隔操作により、車両
のエンジン始動ができ
ます。

KL301
プッシュスターターモジュール

バックアップバッテ
リー内蔵のサイレン。
配線を切断されても警
報音を発します。

515型
スマートセルフパワードサイレン

プッシュスタート車専
用の追加イモビライ
ザ。警戒中はエンジン
始動不可にします。

RU101
追加イモビライザ

セキュリティと連動し
5 個の青色 LED が左右
に流れて点滅します。

629L
スキャニングLED（青）

セキュリティと連動し
CLIFFORDロゴがブルー
に浮かび上がります。

AT-APC2
イルミネーションロゴスキャナー

車両に対する弱い衝撃
は警告、強い衝撃には
警報音を発します。

504D
ダブルゾーンショックセンサ

車両のメインバッテ
リーを外されても、セ
キュリティシステムや
イモビライザーへの電
源を供給し続けます。

520T
バックアップバッテリーシステム

セキュリティと連動し
G6 ロゴがブルーに浮
かび上がります。

AT-APG6
イルミネーションロゴスキャナー

05 06

機能項目 機能詳細 IntelliGuard 880J Concept 480J Arrow 6J

オムニセンサ 誤作動が極めて少ない、衝撃や振動レベルの学習機能を持つ最高峰のショックセンサです。 ● ̶ ̶

ダブルゾーンデジタルショックセンサ
（リモート感度調整式）

16段階のリモコン感度調整可能。車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃に対しては
警報音を発します。 ̶ ● ̶

ダブルゾーンショックセンサ 車両に対する弱い衝撃は警告、強い衝撃には警報音を発します。 ̶ ̶ ●

プロキシミティセンサ 32段階のリモコン感度調整可能。車両への接近や侵入を感知するレーダーセンサ。 option option option※1

アンチコードグラビング リモコンが使用される度に、2の66乗（7378京6979兆2948億3820万）の
ローリングコード(暗号）を変更し、リモコンの複製を防止します。 ● ● ●

ガラス割りセンサ 車両の窓ガラスが割られたときの音を感知するセンサです。 option option option

ループセンサ 内装品及び外装品を外されたことを検知するセンサです。 ● ● option

ウルトラソニックセンサ 超音波の反射特性を利用し、車内への侵入行為を感知するセンサです。 option option option

デジタルチルトセンサ ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。 ● option option

リモートセンサバイパス リモコン操作により一時的にセンサの警告・警報をそれぞれ解除する機能です。 ● ● ●

ドア開検知機能 ドアオープンを検知し、警報音を発します。 ● ● ●

ボンネット開検知機能 ボンネットオープンを検知し、警報音を発します。 ● ● ●

ボンネット（開検知)スイッチ 不正なボンネットオープンを検知するスイッチです。 option option option

トランク開検知機能 トランクオープンを検知し、警報音を発します。 ● ● ●

イグニションON開検知機能 イグニションキーONを検知し、警報音を発します。 ● ● ●

5ボタンデジタルリモコン（特定小電力対応） クリフォードの各機能をコントロールできます。特定小電力取得。 5ボタン×2 5ボタン×2 5ボタン×2

サイレン 音量や音色を変更することができます。最大音量128dB。 518型 518型 514型

スマートセルフパワードサイレン
（バッテリーバックアップサイレン） バックアップバッテリー内蔵サイレン。配線を切断されても警報音を発します。 option option option

ドアロックコントロール 警戒開始/解除の操作に連動して、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 +／－ +／－

セカンドアンロック出力 警戒解除後　10秒以内にリモコン操作するとセカンドアンロック信号が出力されます。 ● ● ̶

FACT2（誤作動防止機能） 環境的な要因により、繰り返し引き起こされる迷惑な誤報を防ぎます。 ● ● ●

ダブルイモビライザー
（スターター＆イグニション） 警戒中、いかなる操作からもエンジン始動を阻む機能です。 ● ● シングル

オートマティックイモビライザー 警戒を開始しなくても、自動的にダブルイモビライザーだけを作動させる機能です。 ● ● ̶

ワイヤレスイモビライザー 無線で交信しているイモビライザー。本体が配線と繋がっていないため
発見することが困難です。 option option option

ブラックジャックス カージャック（乗り逃げ）対策の機能。ドアを開閉後、警告音が鳴りブレーキランプが
点滅しイモビライザー機能が作動しエンジンを停止します。 ● ̶ ̶

IntelliStart IV（リモートエンジンスタート） リモコンの遠隔操作により、エンジンを始動することができます。 option option option

外部オプションチャンネル数 リモコンの操作により、車両の電装機能（パワースライドドアの開閉など）を
コントロールすることができます。 3 2 1

CliffNetWizard対応 専用ソフトにより、クリフォードの様々な設定変更ができます。
（設定変更はオフィシャルディーラーへご相談ください） ● ● ●

リモートサイレンオフ 警報音が鳴った場合、警戒解除することなくサイレンの警報音を停止させる機能です。 ● ● ●

リモートパニック（カーファインダー） リモコン操作により、強制的にサイレンを鳴らすことができる機能です。 ● ● ●

オートロック／アンロック エンジンを始動/停止すると、自動的にドアロック/アンロックする機能です。 IGN/RPM IGN IGN

暗証式バレースイッチ リモコンを紛失した場合、暗証番号を入力することによりセキュリティを
緊急解除することができます。（4ケタの暗証番号を任意に設定可能です） ● ● ●

スマートトランクオープナー 外部チャンネルを使用し、パワートランクを開けることができます。
(車種により別途パーツが必要になる場合があります） ● ● ●

オートセンサテスト機能 セキュリティ作動時に全てのセンサが正常に機能しているか自己診断を行う機能です。 ● ● ●

オートセンサバイパス機能 何れかのセンサが正常に動作しない場合、そのセンサをバイパスし、他のセンサを
正常に動作させる機能です。 ● ● ●

オートアーミング リモコン操作をせずに、自動的に警戒を開始する機能です。 ● ● ●

スマートキー車対応 スマートキー、インテリジェントキー、コンフォートアクセスなどに連動させる機能です。 option option option

CAN-BUS車対応 CAN-BUS車にもクリフォードCAN-BUSアダプターにより対応します。 option option option

過去8回分のセキュリティ動作レポート機能 警報履歴が過去8回分にさかのぼり確認できます。 ● ● ●

ダイアグノスティックゾーン 警報が鳴った原因を特定することができます。 10 8 6

SmartPowerup2（電源遮断復元機能） 車両の電源を遮断された場合、電源を遮断される直前の設定状態に復帰します。 ● ● ●
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PERFORMANCE  OVERVIEW

730XJ/720XJ

Gシリーズの開発思想を踏襲し、
MATRIXの使いやすさを継承。
The Most Convenience. The Newest Model

5個のボタンでセキュリティの基本操作の他、多くの便利な機能を操作することができます。
5 Button Remote Control

セキュリティシステムの動作状況等をリモコンの液晶ディスプレイと音で通知＊1
Answer Back Display

リモコンが使用される度に2の66乗通りのコードを使用し、IDコードの複製を徹底防止
Super Code Hopping

お手持ちのスマートフォンでクリフォードのコントロールが可能＊2
With SMARTSTART Bluetooth

＊1）730XJ　　＊2）オプションの SMART START モジュールが必要です。

■液晶表示・音・振動（バイブレータ機能）で車両状況を通知。マナーモードも搭載。
アーム（警戒）中、車両の状況をリアルタイムでリモコンに通知（ビープ音のみ、バイブのみ、ビープ音及びバイブ両方、ビープ音及びバイブ共に無し、を任意に選択可能）、状
況を液晶画面に表示します。また、液晶画面のバックライトのオン・オフも任意に設定が可能です。　　　　　　以下はアンサーバック液晶リモコン通知画面及び操作画面の一例です。

Text and Icons are Easy to Understand

SMART
START

凡例（全表示）＊実際には全表示はできません。

ステータス表示

テキスト表示

警戒中に車両のトランク
（ハッチ）を開けられたこと
を感知し、リモコンに通知
した場合の画面です。

トランク開検知警報通知

警戒中に車両に強い衝撃
が発生し、ショックセンサ
が感知しリモコンに通知し
た場合の画面です。

ショックセンサ警報通知

警戒中に車両のドアを開
けられたことを感知し、リ
モコンに通知した場合の
画面です。

ドア開検知警報通知

警戒中に車両のボンネッ
トを開けられたことを感知
し、リモコンに通知した場
合の画面です。

ボンネット開検知警報通知

リモコン操作により、車両
のエンジンを始動させるこ
とができます。ターボタイ
マーやタイマーモードなど
様々な機能が使用できま
す。
※別途スターターモジュー
ルが必要です。

リモートエンジンスタート（オプション）

730XJ

アーム（警戒）中、車両の異常をリアルタイムでリモコンにブザー音とLEDで通知します。
警報時はLEDが目まぐるしく点滅して、視覚的にも緊迫状態を知らせます。
右はアンサーバック2WAYリモコンのLED表示の一例です。

LED is Easy to Understand Visually720XJ
■LED表示・音で車両の異常を通知。

ス
テ
ー
タ
ス
表
示

リモコン操作時点灯
またはステータス表示

凡　例

点滅

警報時（各センサ/トリガー）

4
回
点
滅

上
下
に

目
ま
ぐ
る
し
く
点
滅

警報の報告
＊セキュリティ解除時、
　警報があったことを
　知らせます。

＊LEDの点滅と同期して
　音でも知らせます。

07 08

オンボードスターターイモビライザーを標準装備。リモコンで感度調整が可能なダブルゾーンショックセンサや、
高級感あふれるNEWデザイン5ボタンデジタル液晶リモコンを装備。愛車に異常があると音とリモコン液晶画面に通知します。
また、オプションのSMARTSTARTモジュールを追加することによりスマートフォンでクリフォードをコントロールすることが可能です。

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ イモビライザー ダブルゾーン  
ショックセンサ

ブルーLED　
インジケータ

2way液晶
リモコン    

スマートキー対応

標   準   機　能

標   準   装   備

オプション設定 CAN-BUS 対応 Smartphone 対応

バレイスイッチ 128dBサイレン マルチーカー
コントロール 

ドアロック   
リレー内蔵

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ イモビライザー ダブルゾーン  
ショックセンサ

ブルーLED　
インジケータ

2way LED
リモコン    

スマートキー対応 CAN-BUS 対応 Smartphone 対応

バレイスイッチ 128dBサイレン マルチーカー
コントロール 

ドアロック   
リレー内蔵

車検対応

730XJ

オンボードスターターイモビライザーを標準装備。リモコンで感度調整が可能なダブルゾーンショックセンサや、
スタイリッシュなNEWデザイン5ボタンデジタルリモコンを装備。愛車に異常があると音とLED点滅でリモコンに通知します。
また、オプションのSMARTSTARTモジュールを追加することによりスマートフォンでクリフォードをコントロールすることが可能です。

標   準   機　能

標   準   装   備

オプション設定

車検対応

720XJ
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PRODUCT LINEUP

クリフォード製品のお買い求め、お取り付けは、
確かな技術と安心のオフィシャルディーラーへ。
クリフォード製品、オプション類の取り付けおよびアフターサポートには、正しい車両電装の知識と技術が必要となります。

正規クリフォード製品のお買い求め・お取り付けは、下記オフィシャルディーラー証明書のある、クリフォードオフィシャルディーラー 

(プレミアムディーラー/オーサライズドディーラー）にて取り付けを行ってください。

お近くのオフィシャルディーラーは、クリフォードオフィシャルサイト（http://www.clifford.co.jp）にてご確認ください。

【 クリフォードオフィシャルディーラー（プレミアムディーラー）/証明書 】 【 クリフォードオフィシャルディーラー（オーサライズドディーラー）/証明書 】

MATRIX 330X1

■ MATRIX S330X SERIES メーカー対応一覧

Alfa Romeo / Audi / BMW / Chrysler / Citroen / Dodge / Fiat / Ford / Jeep / Lancia / Mercedes-Benz / Mini / Mitsubishi / Peugeot / Porsche / Seat / Skoda / Volkswagen

MATRIX 330X2
Acura / Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC /  Holden / Toyota / Honda / Opel / Pontiac / Saab / Saturn

MATRIX 330X3
Acura / Dodge / Ford / Honda / Jeep / Land Rover / Lincoln / Mazda / Mercedes-Benz / Nissan / Pontiac / Renault / Toyota / Volvo

プレミアムディーラーは、クリ
フォードオフィシャルディー
ラーの中でも、トップクラスの
技術を持ち、経験・知識・アフ
ターサポートなどのあらゆる
面で、クリフォードの性能を最
大限に発揮させることのでき
るディーラーです。

オーサライズドディーラーは
クリフォードの中核的なオ
フィシャルディーラーです。
取付け技術・知識・経験・アフ
ターサポートなど、クリフォー
ドの性能を十分に発揮させる
ことのできるディーラーです。

＊写真は 330X1 です

09 10

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ イモビライザー ダブルゾーン   
ショックセンサ

ドアセンサ ボンネットセンサ トランクセンサ イモビライザー ダブルゾーン   
ショックセンサ

純正　　　  
キーレス連動

ブルーLED　
インジケータ バレイスイッチ 128dBサイレン

純正　　　  
キーレス連動

レッドLED　
インジケータ バレイスイッチ 128dBサイレン

標   準   機　能

標   準   装   備

オプション設定 CAN-BUS 対応

国産車や欧州車を中心に採用される車内LAN「CAN-BUS」に対応。さらに純正キーレス連動で操作感なくセキュリティを使用できます。
乗り逃げを防ぐスターターイモビライザー機能も装備。幅広いオプションに対応しセキュリティ機能の追加も可能。

標   準   機　能

標   準   装   備 CAN-BUS 対応

車検対応

330X3
MATRIX
330X2
MATRIX
330X1
MATRIXカーメーカー別対応

純正キーレス連動で、操作感なくセキュリティ機能を使用できます。
ドアやトランクの開閉感知、2段階衝撃センサなどを備え、
簡単な操作とセキュリティ性を兼ねそろえたスマートなモデルとなっています。
＊スマートキーなど新型のキー各種にも対応しています。

車検対応MATRIX S330
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暗証番号入力タイプの
イモビライザーです。
正しい暗証番号を入力
しないとイモビライ
ザー機能が働き、エン
ジンの始動ができませ
ん。

103T
キーパッド式イモビライザー

セキュリティと連動し
EL スキャナーが点滅
します。

620C
クリフォードロゴELスキャナー

561C
リモートエンジンスターターキット

リモコンの遠隔操作に
より、エンジン始動が
できます。

OPTIONAL ITEMSPRODUCT FUNCTION TABLE

●／標準装備　option／オプション設定　－ ／取付不可
※1）ダブルゾーンショックセンサは、MATRIX S330および330Xシリーズにおいては「ダイヤル式」（手動調整式）になります。

さらなるセキュリティの強化を求めるユーザーのニーズに合わせ、
多数のオプショナル・アイテムをご用意しました。

純正キーレスやスマー
トキー、インテリジェ
ントキーなどの最新
キーシステムに対応を
可能にするアダプタで
す。純正キーでクリ
フォードの警戒、解除
をコントロール可能。

KL505
スマートコントロールアダプタ

CAN-BUS 採用車に対
応させるためのアダプ
タです。

DBALL2
クリフォードCAN-BUSアダプタ

車両の窓ガラスが割ら
れた時の音を感知する
センサです。

506T
ガラス割りセンサ

超音波の反射特性を利
用し、車内への侵入行
為を感知するセンサで
す。

509U
ウルトラソニックセンサ

ジャッキアップによる車
両の持ち上げや、積載
での盗難に対する角度
感知センサです。
ホイールの盗難にも有
効です。

507M
デジタルチルトセンサ

目に見えない保護ドー
ムを車両周辺に構築
し、エリア内に侵入が
あれば警告または警報
します。

508D
フィールドセンサ

ボタン式エンジン始動
車両専用スターターモ
ジュール。リモコンの
遠隔操作により、車両
のエンジン始動ができ
ます。

KL301
プッシュスターターモジュール

セキュリティと連動し
5 個の青色 LED が左右
に流れて点滅します。

629L
スキャニングLED（青）

セキュリティと連動し
CLIFFORDロゴがブルー
に浮かび上がります。

AT-APC2
イルミネーションロゴスキャナー

車両に対する弱い衝撃
は警告、強い衝撃に対
しては警報音を発しま
す。

504D
ダブルゾーンショックセンサ

車両のメインバッテ
リーを外されても、セ
キュリティシステムや
イモビライザーへの電
源を供給し続けます。

520T
バックアップバッテリーシステム

730XJ/720XJ 機能項目 機能詳細 730XJ 720XJ MATRIX
S330

MATRIX
330X-1/2/3

5ボタン液晶双方向通信
デジタルリモコン クリフォードの各機能をコントロールできます。車両異常をリモコンにて確認できます。 ● ─ ─ ─

5ボタン1Way
デジタルリモコン クリフォードの各機能をコントロールできます。 ● ● ─ ─

5ボタン2Way
デジタルリモコン クリフォードの各機能をコントロールできます。車両異常をリモコンにて確認できます。 ─ ● ─ ─

コードホッピング
（2の66乗）

リモコンが使用される度に、2の66乗（7378京6979兆2948億3820万）の
ローリングコード（暗号）を変更し、リモコンの複製を防止します。 ● ● ─ ─

レジューム機能 車両の電源を遮断された場合、電源を遮断される直前の設定状態に復帰します。 ● ● ● ●

ダブルゾーンデジタルショックセ
ンサー（リモート感度調整式）

16段階のリモコン感度調整可能。車両に対する弱い衝撃は警告、
強い衝撃に対しては警報音を発します。 ● ● ○

※1ダイヤル式
○

※1ダイヤル式

ウルトラソニックセンサ 超音波の反射特性を利用し、車両への侵入行為を感知するセンサです。 option option option option

デジタルチルトセンサ ジャッキアップによる車両の持ち上げや、積載での盗難に対する角度検知センサです。
ホイール盗難にも有効です。 option option option option

マルチレベルアーム リモコン操作により一時的にセンサの警戒を解除する機能です。（タワーパーキングなどで使用します） ● ● ─ ●

ドア開検知機能 ドアオープンを検知し、警報音を発します。 ● ● ● ●

ボンネット開検知機能 ボンネットオープンを検知し、警報音を発します。 ● ● ● ●

トランク開検知機能 トランクオープンを検知し、警報音を発します。 ● ● ● ●

イグニッションON検知 イグニッションキーONを検知し、警報音を発します。 ● ● ● ●

サイレン 最大音量128dbのハイパワーサイレンです。 514LN 514LN 514N 514N

バックアップバッテリー
システム

車両のバッテリーを外されたり、配線を切断されてもバックアップバッテリーにより
警報音が鳴り続けます。 option option option option

ドアロックコントロール 警戒開始/解除の操作に連動して、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 +／－ ─

イグニッション連動ドアロック エンジンを始動または停止すると、自動的にドアロック/アンロックする機能です。 ● ● ● ─

セカンドアンロック出力 警戒解除後、10秒以内にリモコン操作するとセカンドアンロック信号が出力されます。
（車種により対応できます） ● ● ─ ─

NPC（誤作動防止機能） 環境的な要因により、繰り返し引き起こされる迷惑な誤報を防ぎます。 ● ● ● ●

ダイアグノスティックゾーン 警報が鳴った原因をチャープ音とLEDの点滅により特定することができます。 7 7 5 6

オンボードスターター
イモビライザー 警戒中にスターターセルの始動を防ぎます。 ● ● ─ ─

スターターカットイモビライザー 警戒中にスターターセルの始動を防ぎます。 ─ ─ ● ●

デュアルセンサトリガー 複数のセンサが同時に反応したときにのみ警報を鳴らします。 ● ● ─ ─

オーナーレコグニッション 複数登録されているリモコンごとに機能内容設定を変更できます。（ビットライターにて変更可能） ● ● ─ ─

リモートエンジンスタート リモコンの遠隔操作により、エンジン始動ができます。 option option ─ ─

Bitwriter®対応 専用ハンディーコンピューター「ビットライター」により機能設定変更できます。
（設定変更はオフィシャルディーラーへご相談ください） ● ● ● ●

外部オプションチャンネル数 リモコン操作により、車両の電装機能（パワースライドドアの開閉など）をコントロールすることができます。 5 5 1 1

マルチプレックス 対応センサーと組み合わせることで、センサの反応内容に応じて警告と警報を判別できます。 ● ● ● ●

ホーン出力 警報時、純正ホーンを連動して鳴らすことができます。 ● ● ● ●

リモートパニック
（カーファインダー） リモコン操作により、強制的に警報サイレンを鳴らすことができます。 ● ● ● ●

コントロールセンター/
バレイスイッチ 緊急時にこのスイッチを使用してセキュリティを停止させることができます。 ● ● ─ ─

オートアーミング リモコン操作をせずに、自動的に警戒を開始する機能です。 ● ● ● ●

オートセンサテスト機能 セキュリティ作動時に全てのセンサが正常に機能しているか自己診断を行う機能です。 ● ● ● ●

オートセンサバイパス機能 何れかのセンサが正常に動作しない場合、そのセンサをバイパスし、
他のセンサを正常に動作させる機能です。 ● ● ● ●

スマートキー車対応 スマートキー、インテリジェントキー、コンフォートアクセスなどに連動させる機能です。 option option ● ●

CAN-BAS車機能 CAN-BUS車にもクリフォードCAN-BUSアダプターにより対応します。 option option option ●

フルサイレントモード 警報が作動してもサイレンを鳴らさずリモコンのみに通知します。 ● ● ─ ─

セキュリティレポート機能 各センサが作動して警報を発した場合、警報履歴を確認できます。 6回 6回 2回 2回

ルームライトコントロール 警戒開始/解除及びエンジン始動時のルームライトの点灯を設定によりコントロールできます。 ● ● ─ ─

バックアップバッテ
リー内蔵のサイレン。
配線を切断されても警
報音を発します。
＊S330 は非対応

515型
バッテリーバックアップサイレン

プッシュスタート車専
用の追加イモビライ
ザ。警戒中はエンジン
始動不可にします。

RU101
追加イモビライザ
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Official Dealer
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北海道
フィスト 北海道旭川市東七条 3-1-16 0166-29-1230
プロテクタ札幌 北海道札幌市東区丘珠町 755 011-299-8080

東北
ingraph 青森県八戸市川原木字五反田 17-4 0178-38-7213
GARAGE ZERO 宮城県仙台市太白区上野山 1 丁目 14-2 022-395-6653
コクピット西部 福島県福島市南中央 3-34-2 024-533-4500

関東
★ ミラージュ東京 東京都大田区矢口 2-28-9 03-5741-3111

EX CUBIC 東京都世田谷区玉川台 2-3-6 03-5717-6701
サウンドイン ゴーイング 東京都八王子市石川町 2082-1 042-660-5110
ATS-BM　八王子 東京都八王子市椚田町 553-1 042-665-6511
プロテクタ東京 東京都足立区鹿浜 4-4-4 03-3890-0004
ベストプランニング 神奈川県小田原市西大友 93-1 0465-39-5666
カーファッションヒロ 神奈川県小田原市鴨宮 630 0465-47-2380
アバント 神奈川県平塚市入野 872-10 0463-59-0991
サウンドコネクション 神奈川県大和市深見 496-5 046-263-5945
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
マイスターシャフト 神奈川県平塚市中里 47-35 0463-34-7823
JACK’S PLACE 神奈川県伊勢原市上粕屋 696-6 0463-97-4680
CAR-Fi 神奈川県川崎市宮前区潮見台 9-9 044-978-0717
タイヤテック ライズ 神奈川県愛甲郡愛川町中津 3387 046-285-0950
タイヤテック LET’S 神奈川県高座郡寒川町倉見 2882 046-774-0773
プロテクタ湘南 神奈川県大和市代官 4-18-7 046-267-3232
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
K.Y オートサービス 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 711-6 フォレスト市ヶ尾 1F 045-971-6506
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

★ キープライン 千葉県千葉市花見川区内山町 213-1 043-216-8663
カービューティ　アイアイシー 千葉県市川市田尻 1-3-9 047-378-9019
ZINGER 千葉県我孫子市柴崎台 5-1-15 04-7165-5557
PULSE SYSTEM CONTROL 千葉県松戸市上本郷 3771 石井ウェルズパークⅡ B 号室 047-366-0615
Sun Aiku Company 千葉県茂原市吉井下 549 0475-34-1888
オートウェーブ宮野木店 カーセキュリティ館 千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1850 043-286-5561
くるまや工房 千葉県東金市幸田 113-4 0475-58-1020
プロテクタイースト 千葉県市川市福栄四丁目 1番 13 号 047-701-1020
Bond Plus 埼玉県さいたま市桜区栄和 4-2-10 048-856-0123
ライジング 埼玉県川越市天沼新田 191-7 049-239-0400
CONCEPT 埼玉県さいたま市岩槻区城町 2-5-10 048-749-8136
Buzz factory 埼玉県川越市脇田新町 7-7 049-238-8110
Mudjayson 海王 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2 048-664-0188
ボディーショップハマナ自動車 埼玉県狭山市上赤坂 617-3 04-2950-6615
TCG 埼玉県本庄市沼和田 58-5 0495-71-6533
ツカサオートサービス 茨城県つくば市面野井 160-9 029-856-2200
サウンドウェーブ 茨城県ひたちなか市佐和 1619-2 029-285-7097
クアンタム 茨城県守谷市けやき台 3-12-7 0297-45-0099

★ ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町 3311-6 0270-30-3766
DropSoundFactory 群馬県前橋市天川大島町 3-11-1 027-224-5202
ソウルテック 群馬県太田市内ヶ島町 1430-4 0276-56-4178
A2M 群馬県太田市矢田堀町 759 0276-37-7665
オートハウス 群馬県渋川市北橘町下箱田 626-26 027-233-7626
to be style 群馬県伊勢崎市今泉町 1-1389-1 0270-22-3766
GARAGE-A. 群馬県高崎市江木町 1126-1 027-310-7474
メッツインプローブ 群馬県高崎市大八木町 1107-2 027-386-4930

北陸 ･信越
サウンド グレイス 富山県魚津市本江 905 番地の 1 0765-22-7570
ラ・ルース 福井県福井市木田 3-911 0776-35-7226
とにいわん 21 福井県福井市宝永 4-4-5 0776-28-5778
キーパーズオートアラーム 長野県松本市笹賀 5842-5 0263-24-3901
エーディーファクトリー 長野県長野市大字豆島 1052-12 026-222-5941
興和自動車興業 長野県諏訪市杉菜池 1918-3 0120-52-4004

東海
★ キッズガレージ 愛知県春日井市松河戸町 3丁目 2番地 6 0568-31-0823
★ マイスター 愛知県安城市横山町毛賀知 20-1 0566-77-8623
★ クレヴァーズ豊橋 愛知県豊橋市つつじが丘 3-17-1 0532-66-2323
★ 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
★ スピリット 愛知県名古屋市昭和区吹上町 2-3-3 052-745-2737

GLANZEAL　グランジール 愛知県豊橋市つつじが丘 2丁目 29-11 0532-35-7777
フォースクエア 愛知県豊橋市佐藤 1-3-17 0532-39-7444
プロショップ東名・名古屋インター店 愛知県名古屋市名東区勢子坊 1-102-1 052-439-6771
マイスター 一宮店 愛知県一宮市西島町 3丁目 37 0586-64-9852
SENS 愛知県名古屋市中川区荒子 2丁目 14-1 052-363-1100
セキュリティラボ 愛知県海部郡大治町大字西篠字笠見立 70-1 イエローハット大治店内 052-446-4611
AutoLoft 愛知県春日井市東野町 10-1-27 0568-86-3325
ジェイパッション 愛知県あま市篠田乙柳 67 の 11 052-445-1322
（株）MARUGO 愛知県稲沢市一色下方町 61-2 0587-36-3940
プロテクタ本店 愛知県岡崎市大樹寺 2-19-2 0564-65-8410
SOUND EVE 愛知県一宮市常願通 7-15-1 0586-28-7781
SIDEWINDER 愛知県豊田市小川町 1-23-5 0565-32-8735
SQUARE 愛知県名古屋市西区歌里町 112 番地 052-325-8965
トリガー 愛知県名古屋市昭和区川原通 1丁目 19 番地の 2 052-759-0170
M-LINE 山梨県中巨摩郡昭和町西条 5309-1 055-275-9611
ファニーガレージ 岐阜県瑞穂市宝江 598-1 058-322-5676
カスタムカープロデュース ゼロ 静岡県三島市平田 148-8 055-981-0001
GARAGE FLOW 静岡県伊豆の国市南条 698-43 055-957-0150

掛川太田電機 静岡県掛川市細田 141-1 0537-23-1321
サウンドガレージ浜松 静岡県浜松市南区都盛町 120-1 053-427-0100
カービュティーボックス 静岡県浜名郡新居町中之郷 2324-1 053-594-7447
サウンド ガイア 静岡県静岡市葵区瀬名中央 1丁目 6-3 054-264-6162
プロテクタ静岡 静岡県静岡市葵区竜南 3丁目 3-43 054-209-5280
GARAGE ZERO Soundfactory 静岡県浜松市中区名塚町 348-2 053-411-3120
今尾電機 三重県鈴鹿市南玉垣町 5434-1 0593-82-1287
スタイルコクピット桑名 三重県員弁郡東員町穴太西之坪 2333-6 0594-86-1616
メルズドライブ 三重県鈴鹿市郡山町 2003-10 059-373-6789
ガレージバウム 三重県鈴鹿市野町西 1-3-2 059-380-1005

関西
★ ミラージュ オートアラーム 奈良県天理市三昧田町 3-4 0743-67-8181

ブリーズ 奈良県大和郡山市井戸野町 105-1 0743-85-5840
TNK エンジニアリング 滋賀県守山市今浜町 2624-180 077-585-5114
スカイロード長浜 滋賀県長浜市森町 366-1 077-568-3620
GRACE 京都府宇治市小倉町天王 9-2 0774-25-8060
COOL 京都府木津市相楽大徳 24-5 0774-26-5193
コクピット亀岡 京都府亀岡市三宅町 108-1 0771-24-3338
サウンドプライズ LINK 京都府木津川市木津八色 48 0774-73-8286
MACH－ 1 京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町 60-3 075-501-8050
プロテクタ京都 京都府久世郡久御山町森三丁 15-1-C 075-632-2801
アクシオス 京都久御山店 京都府久世郡久御山町東一口東島 87 0120-868-216
ダブルフォア 京都府京都市伏見区北寝小屋町 10 075-623-5581
GT NET 大阪 大阪府茨木市西豊川町 4-18 072-644-7700
ゴーストノート 大阪府岸和田市稲葉町 370-3 072-479-0366
SURE STYLE 大阪市浪速区下寺 1丁目 1-19 06-6634-0200
Set － up 大阪府河内長野市栄町 13-33-7 0721-52-1020
イージークラフト 大阪府吹田市山田東 1-1-6 06-6816-9711
EAST 大阪府高石市西取石 5-2-17 072-265-1184
Proud c.e.s. 大阪府摂津市鳥飼本町 1-3-9 090-9866-6956
カーオーディオクラブ 大阪府高槻市西町 16-1 072-697-4711
CRAFT SQUARE 大阪府大阪狭山市東野中 2-38-1 072-360-1230
AQA auto service 大阪府富田林市錦織南 2-6-2 0721-25-9889
lay － on co.,ltd. 大阪府堺市大野芝町 274-4 072-289-1689
カーオーディオ スタジアム 大阪府寝屋川市池田北町 22-9 072-827-0045
カーブティック イフ 大阪府池田市空港 1-5-1 06-6858-8886
アゲノブラザーズ 大阪府堺市南区高尾 2-402-5 072-350-1223
EAST WING 大阪府松原市南新町 4-48 072-982-1658
（有）シンクプロデュース 大阪府寝屋川市点野 2-17-2 072-830-6112
シュンエイ 兵庫県三田市上内神 80-2 079-567-2800
オートセキュリティ サイレンズ 兵庫県神戸市西区竜が丘 5-28-9 078-967-5232
芦屋ドライブショップ 兵庫県芦屋市楠町 7番 23 号 0797-23-0318
QUASAR 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋 743 0795-30-2075
キンキ 兵庫県高砂市曽根町 758 番地 079-447-1523
ZEROSUN西宮 兵庫県西宮市室川町 4-26 0798-70-6676
ティアラスタイル 兵庫県姫路市花田町 1本松 387 0792-52-3993
エクセルオーディオ 兵庫県神戸市西区平野町芝崎 343-1 078-961-0707

中国
アーバンロード 鳥取県倉吉市河北町 97-1 0858-26-7407
ウェイブ トゥ ポート 鳥取県米子市二本木 1130-1 0859-37-1678
ZIPANG 鳥取県倉吉市清谷町 1-55 0858-48-1365
car artist Ace 島根県松江市東津田町 804-3 0852-60-1451
Jclub 島根県出雲市平野町 555-1 0853-21-6725
エスイズ 岡山県岡山市藤田 1420-11 086-296-0099
オリジナルランデュース 岡山県倉敷市三田 118-1 086-464-0606
クラフトマン 岡山県岡山市北区下中野 701-107 086-245-0459
エム・イー・アイ 広島県広島市佐伯区五日市 7-7-3 082-943-9696
Bandai 山口県美祢市秋吉町別府 1717-1 0837-64-0547
Mdrive custom auto service 山口市小郡下郷 327-1 083-976-1114

四国
FATE 徳島県吉野川市山川町川田 1352 0883-42-4583
ピットハウスコスギ 香川県高松市林町 250-1 087-867-3633
（株）プリンス 愛媛県松山市余戸東 2丁目 1番 40 号 089-992-9191
プロショップ TOM 高知県高知市福井扇町 1095-1 088-824-4770
MIT GARAGE 高知県吾川郡いの町池ノ内 389-1 088-897-2170

九州
possible 福岡県北九州市八幡東区前田 1-8-15 093-234-2777
アースモータリング 福岡県福岡市東区原田 4-25-5 092-775-8395
オートセキュリティーエナジーフクオカ 福岡県大野城市御笠川 5-4-6 092-503-5437
ニューズ カーズ 福岡県福岡市東区下原 1-22-25 092-663-5460
ニューズカスタムズ 福岡県福岡市東区下原 1-22-24 092-663-8185
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
プロテクタ九州 福岡県飯塚市椿 139 0948-26-3120
RESPECT 福岡県大野城市御笠川１丁目 10-6 092-558-8406
オートサウンド フリーウェイ 長崎県諫早市津久葉町 6-72 0957-56-8500
Two Four Seven 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 3608-7 095-885-7444
（株）ロックボディ大分店 大分県大分市下郡北 1-4-25 097-569-8668
ノブ　カークラフト 大分県大分市古国府 1256-4 097-544-9700
イズム 大分県大分市下郡 3629 番地 1 097-569-7887
オートクラフト ツヴェック 鹿児島県鹿児島市下荒田 2-51-12 099-255-6630

沖縄
アサヒオーディオ 沖縄県那覇市辻 1丁目 10-2 098-868-1354

★=プレミアムディーラー
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