防犯強化型セキュリティ輸送車

HSV-12
High Security Vehicle

「輸送効率の向上」と「貨物の安全」「乗務員の安全」の両立を目指す
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Customized Security VAN

セキュリテイ ハイエース HSV-12
標準 (改造) 価格

(車体・登録諸費用・輸送費・消費税等は別途)

107.8万円 〜 147.８万円

運送会社・警備輸送会社様で最も多く使用されている、１トン積載ベースのセキュリティ輸送車
です。基本的な保安装備を標準搭載しています。
金融機関の本・支店間現金輸送、日銀便、メール便、ならびにATM現金補充業務、売上金回収等
のハイレベルな輸送業務に適した特殊輸送車です。
セキュリティ対策が必要な、現金、貴重品、高額商品、機密書類、個人情報、磁気データ、有価
証券類などの配送に最適です。

HSV-12
防犯強化型現金輸送車

TOYOTA HIACE VAN

頑丈で使いやすい金庫室を装備
強力なセキュリティシステムで武装！
● 車載金庫システム
1) 特殊鋼製の軽量で頑丈な金庫室、覗き窓、閉じ込め防止装置付、金庫室：白色ウレタン
塗装 (標準)
2) 左サイド扉と後部観音扉(親子式)を採用、積み降ろしが２か所で出来ます
3) 金庫室は、全てオートロック。施錠の掛け忘れが皆無です
4) 鍵を回すと、デッドボルトが掛かります。オートロック+デッドボルトの二重錠が標準
錠前です
5) 金庫室の鍵は国産大手メーカー製セキュリィ錠、ピッキングに強い抵抗力が有ります
6) 作業灯、作業灯スイッチ２か所、非常押しボタン３か所、化粧板、ドアストッパー付
7) 床は、ボンデ鋼板：黒色耐水塗装仕上げ（標準）

● 金庫室オプション装備
1) 標準式錠前に追加して、テンキー (暗証番号) 式や「RFID」タグ方式、指紋認証方式等
のアクセスコントロールシステムを追加して高度なセキュリテイ対策が装備可能
2) 路上デリバリー対策や日銀便向け等のさらに高度なセキュリテイ対策が必要な、スリー
コンパートメント方式（後部座席、スライド扉等の設置）の特殊金庫の製作
3) 上記に伴う「とじ込め防止非常脱出装置」
4) 貨物室 床（耐水べニア アピトン合板 鉄縞板 アルミ縞板）
5) 金庫室内金庫BOX及びラッシングレール、ラック等の製作

● セキュリティシステム
1)
2)
3)
4)

ワイヤレスリモコンにより、警備システムのON/OFF簡単操作 赤色LEDインジケータ付
無人時にドアをこじ開けると大音量の電子サイレンが鳴動し、犯行を阻止します
車体の振動や衝撃、傾斜を与えると警告ブザー音が鳴り、車体の移動や破壊を防止します
運転席、予備室、金庫室の各部に非常押しボタンを設置
非常ボタンを押すと、電子サイレンが鳴動し周囲に異常発生を知らせます

● セキュリテイシステムオプション装備
1) スターターキル：警備「ON」にすると、エンジン始動回路を「遮断」しますので、乗り逃げされる心配がありません
2) アクセルインターロック：離れた場所 (約100m以内) からワイヤレスリモコンでアクセルをロック。乗り逃げを防止します
3) ドアロックの連動：により、警備「ON」で全ドアがロック、「OFF」でアンロックします
貨物を持ったまま片手でドアを開けることができ、大変便利です

● 車体の改造
1）ベース車体の選択
・S-Typeを希望される場合は、ハイエースバンDXルートバン(３人定員)をご発注ください
リアゲートの窓ガラスは、撤去して暗窓加工します。
・C-type / D-typeを希望される場合は、ハイエースバン DX/DX”GLパッケージ“ (3/6人乗4ドア)
ロングボデイ / 標準ルーフ / 標準フロア(2WD/4WD）デュアルエアコン装備車を推奨します。
この車体は、貨物室に窓ガラスが付いておりますので、D-typeのみ貨物室の窓ガラス2面とリアゲートの窓ガラスは暗窓加工
します。
2) ハイエースシリーズのルートバンには、各ドアにカギ穴が付いています。 オプションで、助手席、サイドドア、リアドアに
カギ穴がなく、専用リモコンでロック/アンロックできる車種が有ります。 いずれの車種もカスタマイズ可能です。

HSV-12 シリーズは全４タイプ
S type

スタンダードタイプ (金庫室 約8尺）

乗車定員３名、4ドア車ベース
最も容量の大きい金庫室を持つ標準型現金輸送車。
金庫室は、鋼製二重構造(特殊錠付)で、左側面片開き
扉及び後部観音扉の二ケ所の搬出入口を有している。
主に警備会社、輸送会社樣向け。(リアゲート暗窓加工)
硬貨輸送仕様も可
※金庫室は後方観音扉、サイドは片開き扉

Customize 価格：1,108,000円〜

C type

乗車定員3名又は4名、4・5ドア車ベース

(a)

コンシールド (金庫室 約8/5尺）

貨物室の窓ガラスを内側から鋼板で閉鎖し、金庫室
を取付けた。金庫室は鋼製二重構造(特殊錠付)で、
S及びDタイプと同様のタイプ又は後方観音扉のみの
タイプを選択可能。外観上は、普通のバンとほとん
ど判別できないように作られている。
金融機関向け及び集金車等に最適
※(a)金庫室は後方観音扉、サイドは片開き扉 (約8尺）

(b)

Customize 価格：1,078,000円〜
(b)金庫室は後方観音扉、前方はスライド扉 (約5尺）

Customize 価格：1,378,000円〜

D type

乗車定員4名、4ドア車ベース
車体を運転室・予備室・金庫室に分けたスリーコンパ
ートメント方式。後部席に職員が同乗できる。(日銀便）
防犯効果が高いので、路上デリバリーに使用できる。
搬出入時は予備室の扉を施錠、金庫室を開けて搬出入し
金庫室を施錠した後、予備室の扉を開ける。後部扉は安
全な施設内に限定して使用する。扉の開閉を手順通りに
行うことで、搭載金をすべて奪われるリスクを回避でき
る。また、強奪被害の金額を少額化することで防犯効果
を高めている。(貨物室及びリアゲートは暗窓加工）
※金庫室は後方観音扉、前方はスライド扉

路上デリバリー／日銀便タイプ (金庫室約5尺）

Customize 価格：1,478,000円〜
注）C-2及びDタイプ、防弾仕様車は受注生産車となります。
写真はオプション（ダブルロック・サイドドア鍵追加）装備車

● その他のオプション
1. 運転席、助手席の窓ガラスのセキュリティ強化加工
運転席、助手席、及び路上デリバリータイプの予備室窓ガラスは、
特殊なセキュリティシートにより投石や金属バット、刃物等の攻撃
から乗員を強力にガードします。
2. バックモニター/カメラ ルームミラーに液晶モニターを設置、
バック時だけでなく常時後方を監視できます
3. ETC GPSナビゲーション ドライブレコーダー LEDディライト
LEDワークライト（夜間集金車には必需品）
4. 助手席用安全ミラーとして、パトミラー・親子（おんぶ式）ミラー
5. マッピングライト（LED）
6. 後部座席の追加設置、切詰加工
7. key-silinder 追加加工
8. 硬貨等の重量物積み下ろし用パワーゲート
9. デュアルエアバック
10. ABS (アンチロックブレーキ)
11. アクセルインターロック
12. GPS非常位置通報システム
13. バーコードスキャナー
14. モバイル通信
15. 非常用ストロボ灯
16. デュアルエアコン（Ｃ-Type –(b） Ｄ-Type ）
17. スモークフィルム加工
● 主要諸元
1. 車 型：ルートバン（貨物室暗窓・リアゲートガラス窓）
2. 駆動方式：2WD（後輪駆動方式）／4WD（フルタイム四輪駆動方式）
3. ボデイ／ルーフタイプ／フロア形状：ロングボデイ/標準ルーフ/低床
4. 乗車定員／最大積載量（改造前）：３名／1,000〜1,250kg
5. 車両形状／グレード／ドア数：ルートバン／DX ／4ドア
6. エンジン：水冷直列4気筒DOHCガソリン／水冷直列4気筒直噴式DOHC
ターボディーゼル
7. ガソリン：2000/2700cc／ディーゼル：3,000cc
8. ミッション：６速・4速オートマチック／５速マニアル
9. タンク容量：70L
10. 車両型式：QDF-KDH201V／CBF-TRH200VSRTEK／LDF-KDH211KKRPEY
LDF-KDH206VSRPEY／LDF-KDH221KLRPDY
11. 車体寸法(mm)：
12. 全長／4,695 全幅／1,695 全高／1,980 ホイールベース/2,570
13. 燃料消費率：(JC08) ガソリン：9.2〜11.4km/L 軽油：10.4〜14km/L
14. タイヤサイズ：195/80R15 107/105L LT／185/75R15 106/104L LT

● 荷室寸法
DXパッケージ”
■3人乗り（ルートバン）・4ドア ■ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア

防弾仕様車 (受注生産品)
防弾装甲仕様車
(受注生産品)

防弾仕様車は特殊装甲ボディと防弾ガラスにより、銃弾から
乗務員、貨物を完全防御します。
トカレフ拳銃を含む全ての拳銃弾及び狩猟用散弾銃に対応し
ています。

防弾ガラス

防弾特種鋼

トカレフ対応

TOYOTA Lineup
下記トヨタビジネスカーのセキュリティ仕様車の改造も承っております。詳細はお問い合わせ下さい。

HIACE
HIACEVAN
VAN

HIACE ルートバン

ダイナ ルートバン

タウンエース バン

プロボックス

サクシード

未施工

セキュリティフィルムにより防護された窓・キャビン

フィルム施工済

セキュリティフィルム窓に対する金属バット試験例

株式会社 セキュリコ
105-0003 東京都港区西新橋1-6-13
TEL 03-3504-8531 FAX 03-3504-8530
ホームページ

http://www.securico.co.jp/
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。車体・内装色は印刷の関係上、実際の色とは
異なって見えることがあります。掲載されて写真の一部は合成写真となります。

販売店

HIACE GLパッケージ

ダブルロックシステム

セキュリティシステム

