
BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS

令和4年8月17日　発行

vol.16vol.16 - 1- 1

セキュリティセキュリティ関連関連アイテムアイテム

Vol.16-2 に続く
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ハンドル回転防止シャフトハンドル回転防止シャフト

ハンドルロックシャフト

ハンドル切断防止プレート

ホーンシャフト

ABLOY社製ダブルキーシリンダー

ハンドルを切らせないように邪魔をする
シャフトです。

ロック取り付け時などハンドル周
りを保護するため、シャフト全て
にカバーをしています。

ホーンカバーを外しハンドルごと
交換させないようにガード。

ABLOY 社製 SENTRY キーシリンダーがピッキング
やバンピングなどの不正解錠テクニックから守りま
す。

ABLOY とは
世界で認められたフィンランドのセキュリ
ティメーカーで、世界の重要施設（原子力発
電所、美術館など）の保全に採用されています。

少しの角度でインパネ下部にあたりハンド
ルを切らせないように邪魔をするシャフト

ハンドル切断を防止するプレートです。

ランクル300/LX専用

全てのハンドルロックのキーシリンダー全てのハンドルロックのキーシリンダー
ははABLOYABLOY 社製 社製 SENTRYSENTRYを採用。を採用。

ABLOY SENTRY シリアルカード
シリアルカードには鍵のシリアルコードが記入されています
紛失せず大切に保管してください。

シャフトカバー
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アンダーブラケット

アッパーブラケット

ハンドルロックシャフト

ハンドル切断防止
プレート

ハンドル回転防止シャフト

スチール合金アタッチメント
（25ｍｍ・50ｍｍ）

切断防止用超高硬度合金鋼カラー

ハンドル回転防止シャフト

ホーンシャフト

ハンドル回転防止シャフトφ30
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Vol.16-3 に続く

●アッパーブラケット：ジュラルミン製レッドアルマイト仕上げ
●アンダーブラケット：特殊合金鋼製
●ハンドル回転防止／ホーンシャフト：φ20ジュラルミン製アルマイト仕上げ
●ハンドルロックシャフト：φ20ステンレス製
●ハンドル切断防止プレート：スチール製メッキ仕上げ　厚み：3ｍｍ　
●可変パターン：幅4パターン※（約70/90/115/138mm）　　　　　　
　　厚み7パターン※（約 60/70/80/90/100/110/120mm）
●スチール合金アタッチメント：25mm（LX570/600 用）・50mm（ランクル300用）
●切断防止用超高硬度合金鋼カラー装備
●キーシリンダー：ABLOY社製SENTRY× 2（シリアルカード1枚付属）
●キー：4本付属（スペア含む）　●重量：約 7.0kg
●シャフトカバー付属　●3/4ｍｍ六角レンチ付属

ハンドルロック　KML-ハンドルロック　KML-極極（KIWAMI）（KIWAMI）

●サイズ（ｍｍ）

※使用車種用アタッチメント（25/50ｍｍ）により使用できない可変パターンがあります。
※可変パターンの表記寸法はシャフトカバー組み込み時の寸法になります。
〇シリアルカードには鍵のシリアルコードが記入されています紛失せず大切に保管してください。

120～ 60ｍｍ※（10mm間隔）
7パターン設定可能

138～ 70ｍｍ
4パターン設定可能

80（70）
102（90）
125（115）
148（138）

※ (〇〇）はシャフトカバーを取付けた時のおおよその寸法です。

ハンドルロックKML- 極の増産、同スペックでの再リリースの予定は現在の
所ございません。大変生産数が少量の為、受注受付順で生産数をオーバーし
た分に関しましては大変申し訳ございませんがキャンセル扱いとさせていた
だきますので予めご了承下さい。

お詫びお詫び

ステンレス合金アタッチメント25mm 組み込み済

LEXUS　LX570/600　ランドクルーザー300/GR
取付確認済車種

881-1100500

税込価格商品コード

（本体価格 ￥160,000）
￥176,000
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Vol.16-4 に続く

ハンドルロック　KML-SSハンドルロック　KML-SS

●サイズ（ｍｍ）

●アッパーブラケット：ジュラルミン製レッドアルマイト仕上げ
●アンダーブラケット：特殊合金鋼製
●ハンドル回転防止／ホーンシャフト：φ20ジュラルミン製アルマイト仕上げ
●ハンドルロックシャフト：φ22/φ25ステンレス製
●ハンドル切断防止プレート：スチール製メッキ仕上げ　厚み：3ｍｍ　
●可変パターン：幅4パターン※（約71/95/119/143mm）
　厚み10パターン※（約 46/55/64/73/82/91/100/109/118/127mm）
●キーシリンダー：ABLOY社製SENTRY×2（シリアルカード1枚付属）
●キー：4本付属（スペア含む）　●重量：約 6.8kg
●シャフトカバー付属　●3/4ｍｍ六角レンチ付属

※可変パターンの表記寸法はシャフトカバー組み込み時の寸法になります。
〇シリアルカードには鍵のシリアルコードが記入されています紛失せず大切に保管してください。

35

300

320

245

210

20

170

35

170

81（71）

105（95）

129（119）

153（143）

アンダーブラケット

アッパーブラケット

ハンドル切断防止
プレート

ハンドル回転防止シャフト

ハンドル回転防止シャフト

ホーンシャフト

ハンドルロックシャフト

127～ 46ｍｍ※（9mm間隔）
10パターン設定可能

ABLOY 社 SENTRYABLOY 社 SENTRYダブルダブルキーシリンダー採用キーシリンダー採用
KML-01EVO より構成資材をグレードアップKML-01EVO より構成資材をグレードアップ

※ ( 〇〇）はシャフトカバーを取付けた時のおおよその寸法です。

ハードハードグレードグレード

KML-KML-SSSS ホーンシャフト

ABLOY社製ダブルキーシリンダー

ホーンカバーを外しハンドルごと
交換させないようにガード。

ABLOY 社製 SENTRY キーシリンダーがピッキング
やバンピングなどの不正解錠テクニックから守りま
す。

ハンドル回転防止シャフトハンドル回転防止シャフト

ハンドルロックシャフト

ハンドル切断防止プレート

ハンドルを切らせないように邪魔をする
シャフトです。

少しの角度でインパネ下部にあたりハンド
ルを切らせないように邪魔をするシャフト

乗用車全般用最強モデル

LEXUS　LX570/600・LC500・LS500シリーズ・RXシリーズ・NXシリーズ
　　　　　・ISシリーズ・ESシリーズ・CTシリーズ・UXシリーズ
TOYOTA　ランクル300・アルファード・ヴェルファイア・ランクルプラド

取付確認済車種

881-1100510

税込価格商品コード

（本体価格 ￥120,000）
￥132,000
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〒577-0015　東大阪市長田３-８-１３　TEL.06-6783-5311（代）FAX.06-6782-0740　URL httpｓ：//www.kitaco.co.jp
※商品・適合は令和 4 年 8 月 17 日現在のものです。それ以降のデータに関しては弊社ＨＰをご覧ください。

ハンドルロック　KML-01EVOハンドルロック　KML-01EVO

●サイズ（ｍｍ）

●アッパーブラケット：ジュラルミン製レッドアルマイト仕上げ
●アンダーブラケット：合金鋼製
●ハンドル回転防止／ホーンシャフト：φ20ジュラルミン製アルマイト仕上げ
●ハンドルロックシャフト：φ20/φ25スチール合金鋼
●ハンドル切断防止プレート：スチール製メッキ仕上げ　厚み：3ｍｍ　
●可変パターン：幅4パターン※（約73/92/119/142mm）
　厚み10パターン※（約 46/55/64/73/82/91/100/109/118/127mm）
●キーシリンダー：ABLOY社製SENTRY×1（シリアルカード1枚付属）
●キー：2本付属（スペア含む）●重量：約 5.8kg
●シャフトカバー付属　●3ｍｍ六角レンチ付属

※可変パターンの表記寸法はシャフトカバー組み込み時の寸法になります。
〇シリアルカードには鍵のシリアルコードが記入されています紛失せず大切に保管してください。
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ハンドルロックシャフト

ハンドル切断防止
プレート

ホーンシャフト

ハンドル回転防止シャフト

ハンドル回転防止シャフト

83（73）

106（92）

129（119）

152（142）
142～ 73ｍｍ
4パターン設定可能

127～ 46ｍｍ※（9mm間隔）
10パターン設定可能

※ ( 〇〇）はシャフトカバーを取付けた時のおおよその寸法です。

スタンダードスタンダードグレードグレード

KML-01KML-01EVOEVO ホーンシャフト

ABLOY社製シングルキーシリンダー

ホーンカバーを外しハンドルごと
交換させないようにガード。

ABLOY 社製 SENTRY キーシリンダーがピッキング
やバンピングなどの不正解錠テクニックから守りま
す。

ハンドル回転防止シャフトハンドル回転防止シャフト

ハンドルロックシャフト

ハンドル切断防止プレート

ハンドルを切らせないように邪魔をする
シャフトです。

少しの角度でインパネ下部にあたりハンド
ルを切らせないように邪魔をするシャフト

KML-01アップグレードモデル

LEXUS　LX570/600・LS500・RX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・NX シリー
　　　　　ズ・UX シリーズ・CT シリーズ・RC シリーズ 　※ LC 不可
TOYOTA　ランクル 300・アルファード・ヴェルファイア・ランドクルプラド・
　　　　　 ハリヤー 80・RAV-4 現行・CH-R・プリウス（グレードによる）

取付確認済車種

881-1000520

税込価格商品コード

（本体価格 ￥78,000）
￥85,800


