
東防連推薦防犯器具一覧表
(平成３１年４月１日現在)

※ 問合せ先・(公財)東京防犯協会連合会 電話03-3581-0079

◎ 推薦期間 ５年間 ◎ 推薦手数料 新規推薦 10,000円(消費税別)、更新 5,000円(消費税別)

番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

テープスイッチ＆マッ テープスイッチやマットスイッチを組み合 江東区木場２－１７－１３

１ トスイッチ わせ使用するもの。瞬間的動作も見逃さな 株式会社 東京センサ

（８６ＳＥＰＴ号） い防犯受信盤。 電話 03-3820-2300

戸締用防犯警報器で断線、開閉等に警報が 新宿区西新宿５－１０－１８

２ 英工式各種自動防犯 鳴る仕組み。 英工防犯精機 株式会社

警報器 電話 03-3372-6654

旧名「押しボタン式用心鎖」と称し、複式 墨田区立花１－４－１９

３ チェーンロック用心錠 チェーンロック。 ラ・シャンス立花６０３

（ＫＪ－Ⅱ） 三栄建材工業 株式会社

電話 03-3618-4071

４
ファスナーロック 豊島区東池袋３－２３－１４

（ＦＮ４６７）
アルミサッシ専用補助錠。

ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

鍵付き ２・７階

５ ファスナーロック 株式会社

（ＦＮ４６９） 日本ロックサービス

電話 03-5395--7458

習志野市東習志野６－１６－２４

６ サ ッ シ シ マ リ アルミサッシ窓の戸締まり金具。 株式会社 伊藤製作所

電話 0474-79-5511

小金井市梶野町５－５－５

７ ド ア ー ビ ュ ア ー 広角１９５度のドア用防犯メガネ。 株式会社 カープ

（２１Ｒ－３５） 電話 042-383-1231

おでかけロック 枠に取り付けて、ドアそのものを直接ロッ 豊島区東池袋３－２３－１４

８ （枠付き外締まり錠・ クする仕組み。 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

Ｆ６１７） ２・７階

おでかけロック ドア枠に取り付ける外締錠。 株式会社

９ （外開用シリンダー 日本ロックサービス

分離型・Ｆ６１８） 電話 03-5395-7458

１０ インサイドロック
ガラス破りを防止する防犯器具で、取り付け

も簡単でサビに強く変色しない長所を持つ。

自転車のカゴに、カバーを取り付けること 足立区本木東町２８－１０

１１ 自転車カゴカバー により、盗難（ひったくり等）防止を図る。 （有）岡 製作所

電話 03-3880-6905



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

アルミサッシ用窓錠で、ダイヤル錠付きの 愛知県日進市藤塚

１２ ロック付きクレセント ためナンバーが合わなければ、ロックを外 ６－３９７

「あかないんです」 せない。 株式会社 ウエラ名古屋

電話 0561-74-6000

１３ ル ー プ ロ ッ ク
ワイヤー式自転車錠。 豊島区東池袋３－２３－１４

ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

２・７階

１４ ド ア ジ ョ イ ナ ー
公団住宅等の扉工事施工用の工事者用器具。 株式会社

日本ロックサービス

電話 03-5395-7458

特殊工具等を使用して不正に解錠しようと

１５ ピッキングアラーム すれば、特殊センサーと電子回路が感知し

（ＨＡ－１１） 警報が鳴り、未然に侵入者を撃退する。 台東区浅草橋１－６－１

自動車盗難、車上ねらい等の防止に役立つ 浅草橋ビル４階

１６ テレアラーム・プロ 器具。ドアの開閉等によりセンサーが感知 株式会社 岩田エレクトリック

（ＲＦ－２２） し、サイレンが３０秒間鳴り、登録した電 電話 03-5829-8654

話番号(３箇所)に知らせる装置機能がある。

ひったくり用防止器具として１００ホーン

１７ ＳＯＳ防犯ブザー で２０秒毎にアラームが鳴り、約５０００

（ＳＢ－０１） 回の耐用がある。 足立区千住大川町２０－１１

笛で合図、光で確認する防犯器具で、常時 株式会社 ヨシオ

１８ ＳＯＳキーホルダー 身につけているので緊急時に使用できる。 電話 03-3888-4567

（ＳＯ－７）

ルーマーセーフティ＆ 耐久性、飛散防止、透明性の特性があり地 大田区田園調布２－３４－４

１９ セキュリティフィルム 震や台風等の予期せぬ事故の防止にも効果 有限会社 タスクミストレス

がある。 電話 03-5483-8630

昔、使用された「鳴子」を応用した防犯ブ 足立区千住大川町２０－１１

ザーで、侵入防止範囲に防犯ブザーに接続 株式会社 ヨシオ

２０ バ リ ア ガ ー ド した針金を張り巡らせておき、針金に触れ 電話 03-3888-4567

（ＢＧ－００１） ると本体のピンが抜け、ブザーが鳴るよう

にした器具。

アルミサッシの窓の合わせ部の枠に器具を 習志野市東習志野

設置し、ガラス破りにクレセント錠を開け ６－１６－２４

２１ ワンタッチ・シマリ られても、同器具があるため窓が開けられ 株式会社 伊藤製作所

ないようにした鍵なしのワンタッチ式の補 電話 047-479-5511

助錠。



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

引き抜きピンを抜くと大音量（１００ｄｂ）足立区千住大川町２０－１１

防滴型反射 超高音アラームが鳴り、鳴っている間は豆

２２ プチアラーム ２ ライトが点滅し続ける。なお、従来のもの 株式会社 ヨシオ

（ＰＡＷー２０ＨＢ） と違う点は、雨の日でも安心な防滴構造と 電話 03-3888-4567

なっている。

配水管・導入管パイプ等を伝わって住居等 大阪市中央区糸屋町

２３ 忍び返しバンド に侵入されることを防ぐ。バンドはステン １－２－１１

レス製。サイズは特注により製作可能。又、 株式会社 ダイヤテック

取り付け場所は自在に選べる。 電話 0120-718-025

受皿等を溶接、コンクリートで固定し錠前 さいたま市桜区田島

２４ シ ャ ッ タ ー 本体を上から被せ、鍵で開閉するだるま錠。 ８－１５－１５

だ る ま 錠 スペアキーを作ることができず、ピッキン 東京萬 株式会社

グされない安心錠である。 電話 048-866-8660

ビデオカメラ付 外の様子を動画で確認できるビデオカメラ 台東区浅草橋１－６－１

２５ センサーライト 付センサーライトで、侵入者を追いかけラ 浅草橋ビル４階

「ナイトウォッチャー」イト、カメラが回転し、威嚇効果がある。 株式会社 岩田エレクトリック

電話 03-5829-8654

ナンバープレート 車両の封印のない側のナンバープレートを 神戸市西区白水３－１－２７

２６ 盗難防止ネジ 特殊ネジで止め替え、ナンバープレートの 株式会社

「Ｊ・Ｃ・Ｃ・ロック」盗難を防ぐための、特殊ネジ。 ユーロックテクノパーツ

電話 078-978-6766

アルミ合金製で軽く､「さすまた」の先端部 台東区浅草橋１－９－１６

２７ 逃走妨害装置さすまた を侵入者の胴に押しつけるとタックルが胴 日東ビル９階

「タックル」 に巻き付いてロックされ、解錠するまでは 株式会社 プロップ

ずれない器具である。 電話 03-5822-1888

家を留守にした場合でも、家人が在宅して 名古屋市守山区太田井４－２７

２８ プログラム式防犯照明 いるように見せるため、日没後玄関等の電 有限会社 後藤電気工事

装置 灯を本体内蔵のソーラタイマーで日照時間 電話 052-758-4313

「かってにつくぞー」 に合わせて自動点灯させるもの。

ナンバープレート盗難 車両のナンバープレート止めネジを一般工 佐賀市巨勢町牛島２７０－１

２９ 防止ボルト 具での取り外しが困難な特殊ネジに取り替 株式会社

ＭＡＸプレミアムナン え、プレートの盗難防止を図るもの。 マックスエンタープライズ

バーロックボルト 電話 0952-22-3635



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

リモコンロック ドア錠を鍵穴無しにしてピッキングやサム 台東区柳橋２－１８－４

３０ ＮＯＡＫＥＬ ターン回し等、不正解錠対策をするととも 株式会社

－ノアケル－ に、解錠はリモコン操作で簡単にできるもの。 松村エンジニアリング

電話 03-6858-6611

ドアースコープの外側から室内が覗かれな 小金井市梶野町５-５-５

３１ ドアービュアーカバー付 いよう、内側にカバーを取り付けたもの。 株式会社 カープ

（KJ公団用・６R-２８） （公団用と一般マンション用の二種類がある） 電話 042-383-1231

寒冷地用として、ドアースコープの筒内に 小金井市梶野町５-５-５

３２ ドアービュアー寒冷地用
ガスを注入し、レンズが曇らないように工

株式会社 カープ

（２２R-３８） 夫したもの。
電話 042-383-1231

ドアを閉めるだけで自動施錠される２４時 下関市大和町１－２－８

ホームセキュリティ 間オートロック機能付ドアー錠で、携帯電 セキュラ 株式会社

３３ 「マイロック」 話、フェリカカード（Suica等）をドア錠の 電話 0832-68-1725

（ＶＦ－１０） 鍵として使用できるようにしたもの。 東京営業所電話 03-5829-8030

無線機間の配線を必要としない防水・防塵 相模原市中央区相模原４－７－１０

防水・防塵無線カメラ タイプの無線カメラであり、屋外設置も可 エス・プラザビル １階

３４ セット 能なもので、周囲が暗くなると内蔵センサ 株式会社

（AT-２７３０WCS） ーが自動作動し、夜間撮影モード（赤外線 キャロットシステムズ

撮影）に切り替わるようになっている。 電話 042-750-0007

ドアを閉めれば自動施錠できるオートドア 中野区新井１－３５－１３

３５ マッキードアロック
ロックで、暗証番号又はＩＣキーで出入り 株式会社 ＭＡＣ

でき、暗証番号も入居者任意の番号を設定 電話 03-3387-3809

できるもの。

ネジ頭頂部の花柄溝が専用キー以外での開

３６ マックガードホイール 錠を困難にするとともに、ナット頭部側面

ロック が回転するので、工具で挟み込み開錠する

のも困難である。 さいたま市中央区新都心５ｰ２

マックガードナンバー ネジ頭頂部の花柄溝が専用キー以外での開 マックガード日本合同会社

３７ ロック 錠が困難となっている。 電話 048-600-6070

マックガードナビゲー 焼き入れにより超硬質化した製品のため、

３８ ションロック 市販工具では取り外しができず、専用キー

のみで着脱可能である。
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焼き入れにより、超硬質化し、特殊機能構 さいたま市中央区新都心５ｰ２

３９ カーロック 造を有することから、各種市販工具を使っ マックガード日本合同会社

ての破壊行為にも耐えられる。 電話 048-600-6070

塩害用として、サビに強い特殊塗装仕上げ

４０ ドアービュアー塩害用 にした穴径１２ｍｍのドアービュアーで、

６Ｒ－２９ 海岸線に最も適している。

２１Ｒ－２８のドアービュアーは３種あり

○ 視界２００度、穴径 12mm のドアに

ドアービュアー 取り付けるタイプで回転防止付き、外 小金井市梶野町５－５－５

２１Ｒ－２８ から外されないようにしたもの。 株式会社 カープ

４１ 「回転防止・外側防水 ○ レンズ内に特殊加工を施し、結露を 電話042-383-1231

・プレスドアー用」 防ぐカバー付きとした、外側防水回転

防止・カバー付仕様の穴径 12mm、視

界２００度のもの。

○ 公団用プレスドアに取り付けできる、

視界２００度のもの。

無線式ＩＲカメラと録画機能付き７インチ 台東区浅草橋１－６－１

４２ ナイトウオッチャー モニターを接続したオールインワンタイプ 浅草橋ビル４階

ＰＲＯ の無線監視カメラシステム機材である。 株式会社 岩田エレクトリック

（ＮＷ-ＰＲＯ-Ａ） 電話 03-5829-8654

ナンバープレートを意匠登録したオリジナ 大阪市住之江区新北島

盗 難 帽 子 ルの構造ボルトに取り替えるが、同ボルト ４－３－４４

４３ ナンバープレート盗難 は、締めつけていくと締めつけ頭部がちぎ 株式会社 九飛勢螺
きゆうぴ せ い ら

防止用ボルト り取れ、ちぎれた後、標準工具ではボルト 電話06-6681-5858

を弛めることが困難となる。 東京出張所

ちぎれた部には、装飾性耐食性の観点から、 葛飾区東新小岩3-8-4-303

付属の帽子（カラーキャップ）を装着する。 電話 03-6323-8692

サッシ窓の合わせめのガラス部分に、塩化 さいたま市岩槻区表慈恩寺

補助錠 ビニール製の吸盤付き補助錠を吸着固定さ １５０３

４４ お守りロック せ、戸が開かないようにした器具であり、 株式会社 香彩堂

お年寄り等でも簡単に着脱できる。 電話 048-794-1585

たばこ陳列ケース等に「銀の鈴」を取り付 横浜市港北区綱島東5-10-41

け、商品が移動すると鈴が鳴るようにした サンコースプリング

４５ 万引き防止器具 盗難防止用警報器具である。 株式会社

防犯銀の鈴 また、児童のランドセル等に取り付ける 電話 045-543-7701

等し、児童の事件事故防止にも活用できる。
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３Ｄセンサー 特に、子供や女性、高齢者等の社会的弱者 板橋区前野町１－１４－２

４６ 搭 載 歩 数 計 を対象として機能を向上させた防犯ブザー 株式会社 タニタ

（防犯ブザー付き） 付きの歩数計で、装着は、カバン・ポケッ 電話 03-3968-2111

ト等、場所を選ばない。スイッチピンが大

きなリング状となっており、操作が簡単。

インターネット回線を利用、ＩＰカメラの配線を直 台東区浅草橋１－６－１

接ルーターに接続することから、パソコン・スマー 浅草橋ビル４階

４７ スマートライブカメラ トホンを通じ、出張先等の遠隔地において、リアル 株式会社 岩田エレクトリック

（ＮＷＩＰ－７００） タイムに子供や高齢者等の見守りのほか、自宅敷地 電話 03-5829-8654

内の監視等、多種多様な用途に対応できる。

視界２００度、穴径１８㎜と最もレンズが 小金井市梶野町５－５－５

４８ ドアービュアー 大きくシャープに見える。挟み幅が３７～ 株式会社 カープ

（２１Ｒ－３７） ９０㎜の二段式であることから厚手のドア、 電話042-383-1231

壁等にも取り付ることが可能である。

工事が不要、玄関ドアー主錠に補助錠を差 板橋区坂下１－１２－１１

４９ カギ穴ロックホームミニ し込むだけでカギ穴を閉鎖、ドライバー等 株式会社 Ａ－ｔｅｃ

の侵入用具の挿入を防止する。MIWA 社製 モビルテクノス事業部

（ＤＳ．Ｕ９．ＵＲ）の３種類の錠に対応。 電話 03-6454-5923

通常、専用スタンドに立てて置き、取り出した瞬間 豊田市神池町２－１２３６

護身用具（さすまた） に警報ブザーが鳴動、付近の者に危機を知らせるほ 光生アルミニューム工業

５０「ＳＡＳ－Ｋ（サスケ）」か、女性でも持ちやすく使いやすい軽量のアルミニ 株式会社

ューム製で、押し付けた瞬間に先端部が自動的にロ 電話 0565-80-3512

ックされ、脱出・逃走するのが困難となる。

侵入犯罪の手口で多いのが「ガラス破り」

窓用心（まどようじん）によるもので、破られる場所は、鍵部や補 北区中里１－２０－１

５１ 板ガラス用 助錠の設置される四隅部に集中している。 塚本ビル

防犯フィルム 「窓用心」を張ることによってガラス破壊 株式会社 エヌ・アイ・ピー

を困難にし侵入犯罪の大きな犯罪抑止力に 電話 03-3823-6220

なる。また、地震の際にはガラスの保護や

飛散防止にもなる。

普段は、家庭の玄関や店舗の受付で鏡と 広島県三原市沼田西町小原

して使え、いざと言う時には防護盾になる。 ２００－７６

５２ 防犯盾レニガード 軽量で強靱な材質を使用しているため女性 株式会社 レニアス

ミラータイプ や高齢者でも片手で使用できる。本品には、 電話 0848-86-1137

（ＲＭ５３４Ａ１） 内側に防犯アラームが装備されており、ピ

ンを引くと警報機が作動し大音量で周囲に

危険を知らせることができる。



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

強力な粘着力と高透明多層ポリエステル

フィルム構造にすることで、耐貫通性と耐

５３ ＷＩＮＣＯＳ 衝撃性を向上させた強靱なウインドーフィ 文京区後楽２－１－２

ルミクール ルム。窓ガラス破りによる侵入を遅らせ、 リンテック株式会社

「１５６１ＵＨ」 侵入をあきらめさせることが可能な防犯器 電話 03-3868-7733

（ 防 犯 対 策 ウ ィ ン ド ー 具。こじ破りを想定したクレセント破壊試

フイルム） 験及び連続落球試験済み。

インターネット回線を利用し遠隔地から

でも車両の状況をカメラ映像で見る事がで 台東区浅草橋１－６－１

５４ スマートライブ きる製品で、カメラに「動体検知」「音声検 浅草橋ビル４階

カメラ 知」機能が搭載されており、撮影映像に動 株式会社 岩田エレクトリック

ＮＷＩＰー５００ きが生じた時に作動し、また、赤外線ＬＥ 電話 03-5829-8654

Ｄを搭載し夜間でも撮影が可能である。

飛び出したネットが不審者を一瞬で拘束

する防犯器具で、頑丈なネットで不審者に 港区西新橋２－３６－１

５５ ネットランチャー 触れることなく、離れた場所から使用でき 永谷園ビル３階

（ＳＴ－Ｓ） る。ネット以外の発射物は、ゴム製のフタ、 日本工機株式会社

ひきヒモ付 ゴムコーティングされたオモリで非火薬の 電話 03-3436-1222

ガス発生剤である。 （代理販売店）

ネットランチャー ネット仕様、射程距離は上記に同じであ 品川区東五反田３－１７－１６

５６ （ＡＬＴypeⅡ－Ｓ） るが、交換カートリッジが使用できる。 株式会社 セーフティ＆ベル

ひきヒモ付 電話 03-3446-3941

無線カメラ史上最高の９２万画素のカメ

ハイビジョン無線 ラモジュールを搭載しハイビジョン映像の 相模原市中央区相模原４－７－１０

５７ カメラ＆モニター まま無線送信を実現した。タッチパネル仕 エス・プラザビル １階

セット 様の７インチモニターを採用し、タッチパ 株式会社

(ＡＴー８８０１) ネルなので操作したい場所をタッチして直 キャロットシステムズ

感的に操作が可能である。 電話 042-750-0007

カメラ１００万画素の撮像素子を備え昼 台東区浅草橋１－６－１

スマートライブ 夜を問わすパソコンやスマートフォン等の 浅草橋ビル４階

５８ カメラ 携帯端末で鮮明な映像を見たり、撮影デー 株式会社 岩田エレクトリック

NWIPー１０００ ターを保存できる。 電話 03-5829-8654



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

○ 呼出音が鳴る前に自動で相手にメッセ

ージをアナウンスする。 福岡市博多区美野島

５９ パーソナルファクス ○ 迷惑防止を設定すると呼出音が鳴る前 ４－１－６２

KXーPD６０４ に本機が応答して、相手に通話を録音す パナソニックシステムネット

るというメッセージが流れる。

○ 着信中は呼出音と注意喚起のアナウン

スを交互に繰り返す、電話に出ると通話 ワークス株式会社

内容を自動で録音する。その他「ボイス コミュニケーションプロダクツ

６０ 電話機 チェンジ機能」や「通話拒否」、「着信拒 事業部

VEーGD２４ 否」なども搭載されている。 電話 050-3380-6034

ＡＨＤ－ハイビジョン ○ 高感度２００万画素の映像センサーを

６１ カメラ 使うことで鮮明な撮影が可能となり、従 相模原市中央区相模原４－７－１０

ＡＨ－１２０ 来の防犯カメラでは判別が困難だった顔 エス・プラザビル １階

（防犯カメラ） の特徴や車のナンバープレート等も識別

できる。 株式会社

ＡＨＤ－ハイビジョン ○ レコーダーは、ＡＨＤカメラ及び従来 キャロットシステムズ

６２ ドームカメラ のアナログカメラにも対応する。 電話 042-750-0007

ＡＨ－１３０

（防犯カメラ）

ハイブリッドＡＨＤ

６３ レコーダー

ＨＲ－１０４

○ 金属素材製のクレセント錠そのものに

３桁のダイヤルロックを組み込んだ施錠 愛知県日進市藤塚６－３９７

ガードプレート付き ・解錠の機能を付帯し、解錠は極めて困

６４ ダイヤル錠クレセント 難。 株式会社 ウエラ名古屋

「あかないんです」 ○ ステンレス製ガードプレートが受け金

属を保護することで破壊行為に耐えられ 電話 0561-74-6000

るようになった。

○ 画面が大きく、高詳細な動画で来訪者

を確認・録画ができ、加えて左右約170 福岡市博多区美野島

ワイヤレスモニター付 度の画角で玄関まわりを広範囲で確認で ４－１－６２

６５ テレビドアホン きる。 パナソニックシステムネット

「外でもドアホン」 ○ 留守中でも、外出先でスマートフォン ワークス株式会社

ＶＬ－ＳＷＨ７０５ＫＳ で来訪者を確認できる。 コミュニケーションプロダクツ

○ 防犯カメラ、窓、ドアセンサーなど各 事業部

機器と連携ができ、防犯機器としての拡 電話 050-3380-6034

張性が高い。



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

コードレス電話機 ○ 大きな安心ＬＥＤ～電話の相手を登録

６６ ＪＤ－ＡＴ８０ＣＬ 者は緑、未登録者を朱で知らせる。

（振り込め詐欺防止用）○ 非通知お断り～非通知からの着信を拒

否する。

コードレス電話機 ○ 電話に出る前に相手を確認し、自動で

６７ ＪＤ－ＡＴ８１ＣＬ 通話を録音する。 奈良県大和郡山市美濃庄町

（振り込め詐欺防止用）○ 通話後声かけ～冷静になるきっかけを ４９２

つくれるよう、声かけを行う。 シャ－プ株式会社

コードレス電話機 ○ 簡単通話後番号設定～０(お断り）と１ パーソナルソリューション

６８ ＪＤ－ＡＴ８５ＣＬ （あんしん）で簡単に登録できる。 推進部

（振り込め詐欺防止用）○ 安心相談ボタン～怪しい電話は、１ボ 電話 0743-55-4452

タンで警察や家族に相談できる。

パーソナル ○ 迷惑電話フィルタ～警察や自治体など

６９ ファクシミリ から提供を受けた犯罪・迷惑電話番号情

ＵＸ－ＡＦ９０ＣＬ 報で、お客様が認識していない番号も自

（振り込め詐欺防止用） 動で判別し、着信拒否出来る。

パーソナル

７０ ファクシミリ

ＵＸ－ＡＦ９１ＣＬ

（振り込め詐欺防止用）

気になる家の周りをスマートフォンで

７１ 屋外カメラキット 外から確認でき、声掛けや会話も出来る。 福岡市博多区美野島

(KX-HJC100K-W) 赤外線センサーを搭載し、夜間の映像も確 ４－１－６２

認出来る。 パナソニック株式会社

センサー検知するとお知らせがあり、宅 コミュニケーション

内の様子をスマートフォンで外から確認で プロダクツ事業部

７２ おはなしカメラキット きる。カメラ側からスマートフォンを呼び

(KX-HC500K-W) 出し会話が出来る。温度、音センサーを搭 電話 050-3380-6034

載し、外から自宅の温度が確認できる。



番号 器 具 名 器 具 の 概 要 申 請 者

パンチルト機能（左右約360°:上下約90°） 福岡市博多区美野島

を搭載し、宅内の様子を広範囲にスマート ４－１－６２

７３ 屋内スイングカメラ フォンで外から確認できる。撮影位置４カ パナソニック株式会社

キット 所登録でき、よく見る場所をワンタッチで コミュニケーション

(KX-HC600K-W) 確認できる。 温度センサーを搭載し、外か プロダクツ事業部

ら自宅の温度が確認できる。

電話 050-3380-6034

雨の日でも安心な防水構造。引抜ピンを

抜くと大音量(105dB)のブザー音が鳴り響 足立区千住大川町２０－１１

７４ 防滴型プチアラームＳ き、ピンを戻すとブザー音が止まる。 株式会社 ヨシオ

(PAW-35) ブザー音と同時に白色LEDライトが点滅、暗 電話 03-3888-4567

がりでも鳴っていることが確認できる。

新型蛍光クラック 投擲用カラーボール。蛍光オレンジ色で

７５ ボール（ＭＳ） 投げやすい６５mm球。内容物は、蛍光オレ

(M-626) ンジ色、チーズ腐敗臭の水溶性塗料で耐用 渋谷区初台１－４７－１

年数は３年。対人・対物保険付き。 サンエス技研株式会社

新型練習用 練習用の無色透明な６５mm球。内容物は 電話 03-3375-1811

７６ クラックボール（ＭＳ）水で、新型蛍光クラックボールと同じ重量

(M-627) （140g）。

各社ATM機に対応し、簡単に装着出来る。

ATM機の前で一定時間以上、携帯電話で通話 台東区浅草橋１－６－１

ＡＴＭ振り込め詐欺 をすると、LEDフラッシュライトと音声メッ 浅草橋ビル４階

７７ 防止装置 セージで注意喚起を行う。 株式会社 岩田エレクトリック

(AZA-111) 対応する携帯電話キャリアはNTTdocomo、 電話 03-5829-8654

au、softbank３社で、各社のマルチバンド

に対応。

カメラは防水防塵、フルハイビジョン映

７８ フルＨＤ無線カメラ 像で、玄関等に簡単に取り付けられ、室内

＆10インチモニター どこからでも画像をタッチパネルのモニタ

セット ーで確認できる。外出先からもスマート

(AFH-101) フォンで映像を確認できる。 相模原市中央区相模原

ＳＤ録画機能を搭載したフルハイビジョ ４－７－１０

７９ ＳＤ録画機能搭載 ンの監視カメラで、カメラは防水、赤外線 株式会社

防犯カメラ 砲弾型 撮影でき、赤外線照射距離は最大３０メー キャロットシステムズ

(ASD-01) トルである。

電話 042-750-0007
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１００万画素高画質カメラでセンサー連 相模原市中央区相模原

カメラ付き 動で録画機能（ＳＤカード）あり、夜間で ４－７－１０

８０ ＬＥＤセンサーライト もカラー映像で、録画映像はスマートフォ エス・プラザビル１階

(CSL-1000) ンで確認できる。 株式会社

明るさ１０００ルーメンのＬＥＤライトで キャロットシステムズ

不審者を威嚇する。

電話 042-750-0007

ドアカメラを玄関ドアに掛けるだけ、工

モニター付 事不要で簡単に設置でき、チャイム音で来 福岡市博多区美野島

８１ ドアカメラキット 訪者をモニター（コードレス）に自動表示 ４－１－６２

(VS-HC400K-W) し、モニターは録画機能有り、持ち運び自 パナソニック株式会社

由である。 コミュニケーション

ネットワーク環境があれば、外出先からで プロダクツ事業部

もスマートフォンで音声での来客応対が可 電話 050-3380-6034

能。

家庭用の電話機に簡単に取り付けができ、 台東区浅草橋１－６－１

８２ 家庭用振り込め詐欺 面倒な設定は不要で、電話の着信音が鳴る 浅草橋ビル４階

防止機 と自動的に音声メッセージが約３０秒間流 株式会社 岩田エレクトリック

(AZA-222) れ、振り込め詐欺に対する注意喚起を行う。 電話 03-5829-8654

サッシ引違い窓枠にシールで簡単に取り 世田谷区駒沢４－２２－１１

８３ サ入れんカードⅡ 付けられ工事不要。警報音は１００ｄｂの －８０２

（カード型防犯警報 大音量で防犯アラームと補助錠のダブル機

補助錠） 能。 株式会社 知財ビジネスリンク

コンパクトなカード形状から防犯ブザーと

して携帯できる。 電話 03-6317-8010

総計８３品目 ゴシック体の○○番～○○番は、平成３１年度の新規推薦品を示す。


