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F 防犯金物

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格梱
15315123 ウルトラボイサー VC-100 φ約30×82 12 2,500

ウルトラボイサー
材 質 外観：ABS樹脂

●実際の女性の声で「キャー助けて
～」と助けを求める携帯型警報器。

●上部ロックピンを抜くと警報音声が
鳴ります。

●チカン、ストーカー撃退、お子様の
防犯に。

●音量：108dB/10cm
●作動時は本体が光ります。
●誤作動の防止付き。

※取付用3点セット付属 （①ネックストラップ 
②キーホルダー ③携帯ストラップ）

※電源：アルカリボタン乾電池（LR44)×8
個（付属）

①

②

③

有効期限（約3年）を過ぎると中の液体
が固まり効果がなくなります。

施工ワンポイント

防犯用蛍光塗料ボール　マーキングエッグ
材 質 ボール：PET樹脂

仕 上 塗料：リキッド蛍光顔料
スチレンアクリロニトリル

●ボール本体に突起があるのでにぎり
やすい。
●女性でも持ちやすい小さめサイズ。
●ルミノール反応が出るのでしっかり
と犯人の選定が行えます。
●塗料は洗濯しても落ちないから、見
た目で犯人逮捕につながります。

●レジや受付カウンター、玄関付近に
置いておくだけで防犯効果！！

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 定価小箱 梱
14917020 S-810（2コ入） ピンク φ50 6 60 2,200

2個入り

商品コード 呼称 仕様 サイズ（ミリ） 電源 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
53245412 SHA-100 ビーム／ワイド検知送信部 198 62 55 単３アルカリ乾電池3個（別売） 10 20 25,000
53245515 SHA-300X 受信警鳴部 180 107 40 AC100V 10 20 24,000

ワイヤレスセキュリティ　ハイアラーム3

●不法侵入者、来客、緊急呼び出
しを多彩な音で伝えます。送信
部3種類、受信部と組み合わせ
て使用。

●電波到達距離は約100m。

SHA-100

SHA-60

SHA-70

人の動きをすばやくキャッチする検知エリア切換え
可能センサ。

非常事態を離れた場所に通報。 送信部からの情報を3種類の美しいチャイムで区別
してお知らせします。

SHA-300X

非常事態を離れた場所に通報。

商品コード 呼称 種類 サイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 奥行 小箱

53274663 DWP10A1親機＋玄関子機セット
親機 135 89 22

5 17,500
玄関子機DWG10A1 136 98 30

53274664 DWP10A2親機＋室内子機セット
親機 135 89 22

5 17,500
室内子機DWH10A1 135 89 22

ワイヤレスインターホン
●配線不要のワイヤレスインターホン。通話可能距離（見通し）100m
●今まで出来なかった子機間通話が可能に。（3者間以上の通話は出来ません）
●無線 LANなどに代表される2.4GHz 帯を使用しないDECT準拠方式なので電波干渉しにくい。
●子機は最大6台まで増設可能。室内子機・玄関子機のみの販売もしています（各10,000円）
●玄関子機はアルカリ単三電池3本で7ヶ月持続（約10秒間を1日5回使用で）

着信は音と光でお知らせします。取付ネジ付属

施工ワンポイント

DWP10A1

DWP10A2

親機 玄関子機

親機 室内子機

＋

＋ サブ2



詳しくはお問い合わせください。 668
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商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
00600170 AP-010B キューブチャイム ブルー 2 30 1,650
00600168 AP-010G キューブチャイム グリーン 2 30 1,650
00600169 AP-010W キューブチャイム ホワイト 2 30 1,650

キューブチャイム
材 質 本体：ポリプロピレン

パイプ：アルミ製
仕 上 本体：生地／パイプ：アルマイト仕上
用　　途 マグネット式／ドア用

●強力磁石で取り付
け簡単。

●アルミ・木製の扉
にも対応の鉄板プ
レート付き。

●マグネット式／ドア
用。

54

132

50

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
00618324 AP-020W タウンチャイム WB 2 20 3,490
00613724 AP-020G タウンチャイム GB 2 20 3,490
00618323 AP-020K タウンチャイム 金色 2 20 3,490

タウンチャイム
材 質 ベル・鳥：亜鉛ダイカスト

台座：ABS樹脂

仕 上 GB：ブロンズメッキ／WB：ホワイトブロンズメッキ
金色：真空メッキ（金メッキ）

用　　途 マグネット式／ドア・引戸兼用

135

85
56

●鳥の向きを変えることにより、
ドアにも引戸にも対応できま
す。

●アルミ・木製の扉にも対応の
鉄板プレート付。

●マグネット式／ドア・引戸兼用。

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
00613082 AP-012G 用心チャイム GB 2 20 4,800
00617107 AP-012W 用心チャイム WB 2 20 4,800

用心チャイム
材 質 本体：亜鉛ダイカスト

部品：亜鉛ダイカスト・スチール

仕 上 GB：ブロンズメッキ
WB：ホワイトブロンズメッキ

用 　 途 ネジ止め式／ドア・引戸兼用
付属ビス径 3.5×16

135

55

90

●ドア・引戸などをそ
っと開いても、本
体受け部に付いて
いるマグネットの接
合が外れチャイム
が鳴り、用心に最
適です。

●ネジ止式／ドア・
引戸兼用。

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 奥行 小箱 梱
00697619 BS-939  ドアセンサー　アラーム 75 40 24 6 60 1,780
00697620 BS-940  ドアセンサー　メロディ 75 40 24 6 60 1,780

ドアセンサー
材 質 ABS樹脂

75
5140

40 24

1215

両面テープ

センサー

本 体

●アラーム：115dBの高音のアラー
ムが鳴り、発行ダイオードが赤く光
ります。
●メロディ：玄関ドアーに取り付ける
と、防犯とチャイム兼用になります。
●センサーと本体が約2cm離れると
作動します。

●木製ドア取付用の木ネジ付きです。

メロディ

アラーム

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
00613774 AP-021L パイプチャイム ラスタ 2 20 3,590
00613773 AP-021K パイプチャイム 金色 2 20 3,590

パイプチャイム
材 質 本体：ABS樹脂

パイプ：アルミ製
仕 上 本体：生地／パイプ：アルマイト仕上
用　　途 マグネット式／ドア・引戸兼用

●強力磁石で取り付
け簡単。
●アルミ・木製の扉
にも対応の鉄板プ
レート付き。
●マグネット式／ド
ア・引戸兼用。

ラスタ 金
100

80

190

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
00613081 AP-014G エコーチャイム GB 2 10 5,560

エコーチャイム
材 質 本体：亜鉛ダイカスト

ツル：鉄板／振子：木製・ゴム製
仕 上 ブロンズメッキ
用 　 途 ネジ止め式／ドア・引戸兼用
付属ビス径 3.5×16

●豪華な大型のチャ
イムで、大型扉・業
務用などに最適で
す。

●鳴玉の高さを変え
ることにより、音の
調節が可能です。

●ネジ止め式／ドア・
引戸兼用。

290

155

100
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