
かんたん設置、手軽に携帯
でも安心機能はしっかり充実
多様化する犯罪に、「まさか自分が…」では遅すぎます。でも防犯対策
って？という方に。手軽にはじめられる、簡単取付、セキュリティグッ
ズのご紹介。セキュプラスで“もしもの時”の備えをおすすめします。

防犯対策は気になるけれど、コストはかけられないという方に。

商品はどれもコンパクトで、利便性に富んだものを揃えました。

もちろん価格もリースナブルです。

●玄関まわりを防犯強化
●窓からの侵入を防ぐ

侵入対策セキュリティ

メーカー紹介

パーソナルセキュリティ

シルバーセキュリティ

●自分自身の防犯も

●高齢者のケアも重要に

●大切な車を窃盗犯から守る

カーセキュリティ

●貼るだけで犯罪抑止効果アップ！

DXアンテナ株式会社 デルカテック

サンマルコ株式会社

ステッカー

DXアンテナ株式会社がお届けする、デルカテックブランドの製品は、ホームセキュリティ・システムのパイオニアブランドとして各種の通報・
警報システムをはじめスイッチ、制御システム、自動点灯照明システムなど、より豊かで安心、快適な暮らしを創造する製品群です。

サンマルコ(株)は窓ガラスの鍵の周囲に貼る強力なフィルムを他社に先駆けて市場に導入した開発型の企業です。誰でも貼れる防犯フィルム
「スーパーポリス」は、住友スリーエム(株)の素材を使用し、品質面においても、次のような優位性をもっています。
・現在市販されているセキュリティフィルムはフィルム層が多くても３層までであるのに対し、スーパーポリスは独自の４０層構造。
・粘着剤の強さがJIS規格の７倍以上と同種フィルムの中で最強。
・フィルムの耐用年数の長さも大きなセールスポイントです。専用の技術者が全面施工した際には、１０年以上の耐用年数のあるフィルムです。

メーカー紹介
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メーカー
標準価格5m 200円（税別）

10m 400円（税別）

15m 600円（税別）

20m 800円（税別）

30m 1,200円（税別）

インターホン／チャイム 来客通知

センサが人の動きをキャッチして
その場でピンポンとお迎えします。

来客チャイムの検知部や防犯機器の
自動スイッチや人体検知センサとして。

●センサが人の動きをキャッチしてその場で
「ピンポン」又は「メロディ」が鳴ります。
●出力時間約1～30秒（可変）
●音圧約0～85dB/10cm（可変）

●検知ランプON/OFFスイッチ付。
●出力時間約2～60秒（可変）

店舗�

デルカテック
センサチャイム ホワイト SA-200W
お申込
番　号

●使用電源：単2アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：1日50回作動で
約1年●サイズ：（外寸）W197×H183×D40mm（内寸）W168×
H65×D35mm

S21-3231 メーカー
標準価格 9,000円（税別）

デルカテック
有線式人体検知センサ
ユーセンサワイド検知部　PS-15B
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：1日20回作動で
約1年●外寸：W112×H182×D65mm

S21-3551 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

デルカテック
マイメロディ2音
（フルオートストップタイプ） CA-45
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：1日10回使用で
約1年●配線距離：約50m迄（定格DC24V,TIVF0.8mm×2）●サイズ
（外寸）W150×H230×D36mm（内寸）W85×H145×D34mm

S21-3511 メーカー
標準価格 4,200円（税別）

チャイムと自動来客通知の1台2役。
12曲からお好きなメロディが選べます。
●押しボタンと防犯スイッチがセットされた便利なチャイムです。
●ワンショット動作ですので押しボタンを押し放しでも音は自動的に
止まります。●配線コードは別売

デルカテック
マイメロディ2音　CA-302
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：1日10回使用で
約1年●配線距離：約50mまで（定格DC24V,TIVF0.8mm×2）●サイズ
（外寸）W150×H230×D36mm（内寸）W85×H145×D34mm

S21-3521 メーカー
標準価格 6,500円（税別）

センサチャイム＋マイメロディ2音フルオートストップタイプの使用例

マイメロディ2音の配線に！

プラスワンで完璧防犯！

マイメロディ2音フルオート
ストップタイプには、センサ
チャイムまたはユーセンワイ
ド検知部か、2台両方を接続し
て使用できます。
2台を組合せると、2ヶ所の来
客を2つの音色で区別するこ
とができます。（その他にも別
売の防犯スイッチP.27掲載を
接続可能です。）

それぞれの配線には別売のチャイムコードが必要です。（P.27掲載）
※マイメロディ2音フルオートストップタイプ、マイメロディ2音のチャ
イムのコード接続端子はそれぞれ2口です。

センサヴォイス 侵入者威嚇

侵入者が近づくと録音しておいたメッセージで警告。
頻発するガラス破りによる侵入を未然に防ぎます。

空き巣ねらいを
「声」で撃退！

一人住まいの
女性やご老人宅に
人気です。

●乾電池式だから配線不要、どんな場所にも簡単設置。
●オリジナルメッセージも可能です。
●防犯以外の様々な用途でお使いいただけます。
●「いらっしゃいませ」等のメッセージ店頭での接客にもご
利用いただけます。

店舗�

オプテックス
安心ボイス AL-01V
お申込
番　号

●使用電源：単2アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：1日30回の動作
で約1年●使用場所：屋外または屋内（防沫形）●検知方式：熱線（遠赤外線）
式●付属品：両面テープ・マジックテープ・ビス●サイズ：W78×H200×
D80mm●重量：約400g（電池除く）

S21-2511 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

センサチャイム 侵入者威嚇/来客通知 センサチャイム 侵入者威嚇/来客通知

前方（3m以内）で動く人を検知すると、
目を光らせてワンワンワン！と吠えます。
●前方（3m以内）で動く人をセンサーで検
知し、目を光らせながらワン・ワンワンと3
回繰り返し、約4.5秒間吠えます。

●電池式ですから置き場所を自由に変えら
れます。
●シベリアンハスキーをモデルにしたかわい
らしいデザインです。

店舗�

来客はチャイムでお迎え。
侵入者はアラーム音で威嚇。
●センサにより来客者をチャイム音でお出迎え、
侵入者をアラーム音で威嚇します。

●据え置き、壁面・天井に取付けが可能です。
●2通りの音色を用途によりスイッチで切替。

セキュリティハウス
見張りワン　SDT-101
お申込
番　号

●使用電源：単1マンガン電池4本（付属）●電池寿命：●検出方式：パッシブ
インフラレッド方式●検知エリア：3m×30°●サイズ：W250×H510×
D580mm●重量1700g（電池含む）●材質：ポリエステル100％

S21-5321 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

セキュリティハウス
センサチャイム　SA-2
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ電池2本（別売）●電池寿命：ボリューム小 約1
年／1日80回動作、ボリューム大約1年／1日40回動作●検出方式：パッ
シブインフラレッド方式●検出エリア2.5×0.8m●外寸：W150×
H105×D80mm●重量：180g

S21-5311 メーカー
標準価格 13,000円（税別）

外壁に、両面テープで取り付け

ポールに、マジックテープで取り付け

他にも、ビスで取り付け

チャイムコード
お申込番号はP.27

メーカー
標準価格
メーカー
標準価格
メーカー
標準価格
メーカー
標準価格

防
犯
機
器
・
グ
ッ
ズ

侵
入
対
策
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

センサやマグネットスイッチを2台まで接続可能。
2ヶ所からの呼出しを2種類の美しい音で区別してお知らせします。
●音圧約65～85dB/10cm（可変）●配線コードは別売

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！

ここから
退去して
ください！ 配線不要

検知部2台
接続可能 CA-45 CA-302

センサーが勝手口や
カーポートでの人の
動きをお知らせしま
す。
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マグネットセンサーアラーム
強力なアラーム音で侵入者を威嚇します。

●強力なアラーム音！
（95dB/m）
ドアを閉めるかスイッチ
をOFFにするまで鳴り
続けます。
●取付簡単、両面テープで
貼るだけ！

デルカテック
スタンダードアラーム（95dB/m） SAE-210
お申込
番　号

●使用電源：単4アルカリ乾電池2本（別売）●電池寿命：連続警鳴で約50
分・1日1回（約20秒）警鳴で約6ヶ月●サイズ：（外寸）W110×H180×
D20mm（内寸）W36×H90×D16mm

S21-3331 メーカー
標準価格 1,500円（税別）

マグネットセンサーアラーム

接続追加商品

ドアや引戸、窓につけるスイッチを
追加することができ、広範囲にカバー
できる商品です。

ドア、引戸、窓が開けば、
ブザーで威嚇。
結線済防犯スイッチ付で簡単取付。
●ドア（引戸、窓）が開けばブザー音で侵入者
を威嚇します。

●結線済防犯スイッチ付で両面テープ（4枚付）
で貼るだけ簡単取付。

●音圧約85dB/m。
●異常があると、スイッチOFFまたはドアを閉
めるまで鳴り続けます。

デルカテック
ホームアラーム　SA-18B
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個（別売）●電池
寿命：連続警鳴で約1時間●配線距離：約20mまで
（定格DC24V,TIVF0.8mm×2）●サイズ（外寸）
W130×H183×D35mm（内寸）W96×H65×
D26mm

●SA-18B、SA-21に
追加する防犯スイッチ。

●チャイム（ブザー）に接
続し来客通知用に！

●直流用照明器具に接続
し自動照明用に！

S21-3211
メーカー
標準価格 3,100円（税別）

ドアや窓が開くと、大音量の警報音と、
高輝度赤色LEDランプで侵入者を威嚇！
●強力なアラーム音！
（100dB/m）
ドアを閉めるかスイッチ
をOFFにするまで鳴り
続けます。
●高輝度赤色ランプが点
滅！耳の不自由な方にも
最適！
●取付簡単、両面テープま
たは、付属のタッピンネ
ジで取り付けます。

デルカテック
ミニフラッシュアラーム（100dB/m）SAE-200
お申込
番　号

●使用電源：単4アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：連続警鳴で約2時
間・1日1回（約20秒）警鳴で約6ヶ月●サイズ（外寸）W110×H180×
D25mm（内寸）W41×H73×D23mm

S21-3321 メーカー
標準価格 1,500円（税別）

暗証番号で特定の人のみ入出できるよう設置できます。
侵入者は大音量の警報音で知らせます。
●強力なアラーム音！（音圧100dB/m）
●マイコン搭載のプログラム警報器！解除キーの暗証番号
を3回間違えるとアラームが鳴るセキュリティー機能付。
●4ケタの暗証番号選択可能。
●マグネットは、本体の左右どちらにでも取付可能！

デルカテック
スーパードアアラーム（暗証番号式）SAE-230
お申込
番　号

●使用電源：単4アルカリ乾電池3個（別売）●電池寿命：1日12時間警戒
状態で約1年・1日1回アラーム警鳴で約8ヶ月●サイズ（外寸）W110×
H180×D30mm（内寸）W50×H100×D25mm

S21-3341 メーカー
標準価格 3,500円（税別）

ピッキング音を検知、大音量の警報音で威嚇！
ボタンを押せば警報器に！
●15秒間に4回ピッキング
音を検知すると、警戒音「ピ
ッ」を警鳴、6回以上検知す
ると警報音を2段階で約1
分間警鳴（約100dB/m）
します。同時に0.2秒間隔
で表示ランプが点滅。

●緊急時の警報器としても使
用できます。
●落下防止用ヒモ付。

デルカテック
ピッキングバリア SAE-1000
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：1日1回（約1分）
警鳴で約1年●サイズ（外寸）W110×H200×D26mm（内寸）W62×
H120×D22mm（ヒモ含まず）

S21-3311 メーカー
標準価格 8,000円（税別）

昼はピンポン（約9秒）で来客通知。
夜や外出時は大音量で警報！
●昼はピンポン（約9秒）で「来客通知」、夜や
外出時は大音量の警報音で「警戒」の切換え
ができます。

●警報音は約95dB/mの大音量。スイッチ
OFFまで鳴り続けます。

●来客通知音は約85dB/m。ドアなど開けっ
ぱなしでも自動的に鳴りやみます。

●外出タイマ付（約30秒）、戸締まり忘れチェ
ック音付（約70dB/m）。

●結線済防犯スイッチ付で両面テープ（4枚付）
で貼るだけ簡単取付。

デルカテック
ホームアラーム2 SA-21
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ9V乾電池1個（別売）●電池寿
命：連続警鳴で約6時間・ピンポン1日10回使用で
約 1 年 ● 配 線 距 離：約 1 0 0 m まで（ 定 格
DC24V,T IVF0 .8mm×2）●サイズ（外寸）
W130×H183×D35（内寸）W96×H65×
D26

S21-3221
メーカー
標準価格 4,700円（税別）

デルカテック
防犯スイッチON型 並列配線用
MS-102 ON-G
お申込
番　号 S21-3921
メーカー
標準価格 1,200円（税別）

全国防犯協会
連合会推薦品

窓ガラスからの侵入を抑止。水だけで
簡単に貼れるセキュリティフィルム。

防犯スイッチを数カ所設置して侵入対策強化！！

●窓ガラスからの侵入を抑止するセキュリティ・フィ
ルム

●破れにくい、40層・特殊積層フィルム
●窓のクレセント錠の周囲をフィルムでガード
●水だけで簡単に貼れる（粘着材付き）
●貼った後さらに透明になる
●紫外線を99％カットする

マグネット・スイッチ
ドアや窓が開いた際に発報す
る外周センサーの一種であり、
スイッチ部とマグネット部が
一対でドアや窓の可動側にス
イッチ部、枠等の固定側にマ
グネット部がそれぞれ設置さ
れ、閉まっている時はマグネ
ットの磁力によりスイッチが
つながっていますが、開いた
時は磁力が失われてスイッチ
が切れ発報となります。

ピッキングアラーム

ピッキング音だけを検知します

ボ
タ
ン
部
分

SA-18B SA-21
防犯スイッチ
追加可能数 10個 20個まで

報　知　音 警報音　約85dB/m
警報音 約95dB/m

来客通知音 約85dB/m

配　線　距　離 約20mまで 約100mまで

音圧�
95db/m

音圧�
100db/m

音圧�
100db/m

音圧�
100db/m

音圧�
85db/m

音圧�
95db/m

セキュリティフィルム
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振動センサーアラーム 105dB/m

振動センサーアラーム 90dB/m

窓ガラスのわずかな振動をキャッチして、
大音量の警報音が侵入者を威嚇！
●大音量アラーム音！（105dB/m）
●窓ガラスの内側に両面テープで貼るだけ。
●振動を検知すると警報音が約1分間鳴
り続けた後、再び警戒状態に戻ります。

デルカテック
ガラスガード（大音量形） SAE-20
お申込
番　号

●使用電源：12Vアルカリ乾電池1個（テスト用付属）●電池寿命：連続警戒
で約2ヶ月●サイズ（外寸）W173×H227×D46mm（内寸）W63×
H63×D36mm

S21-3411 メーカー
標準価格 2,400円（税別）

厚さ8mm！超薄形アラーム。
窓の開閉をさまたげず侵入者を威嚇。
●窓ガラスの破壊音や、外圧力による
わずかな振動を検知して、約90dB/mの
大音量アラーム音（約30秒）が侵入者を威嚇。

●厚さ8mmの超薄形で、不法侵入に
対しての防犯抑止効果を発揮します。

デルカテック
ガラスガード（超薄形） SAE-21
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 3個（テスト用付属）●電池寿命：連続
警戒で約1年・1日1回アラーム警鳴（約30秒）で約6ヶ月●サイズ（外寸）
W110×H180×D10mm（内寸）W48×H98×D8mm

S21-3421 メーカー
標準価格 2,400円（税別）

警告シール
1枚付属！

●テレビ、雑誌などマスコミで多
数紹介
●ハウスメーカー等建築業界で
の採用多数（ガラス前面貼り）
●薄くて丈夫なフィルムで扱い
やすく施行容易。

厚さ8mm！の超薄形。窓ガラスやドアを
開けると、大音量の警報音を発報！
●超薄形で窓の開閉をさまたげません！
●両面テープで貼るだけ。
●窓ガラス等を開くと大音量約90dB/mの
警報音を警鳴（約20秒）。
●厚さ8mmの超薄形・電池交換ランプ付

デルカテック
あけるとナール（超薄形）SAE-23
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 3個（テスト用付属）●電池寿命：連続
警戒で約3ヶ月・1日1回アラーム警鳴（約20秒）で約2ヶ月●サイズ（外寸）
W110×H180×D10mm（内寸）W45×H100×D8mm

S21-3431 メーカー
標準価格 2,600円（税別）

1台2役！窓ガラスの振動と開閉を検知して
発報するダブルセキュリティ!!
●超薄形で窓の開閉をさまたげません！
●両面テープで貼るだけでガラスの振動と
開閉を同時に見張ります。
どちらかを検知すると大音量約90dB/mの
警報音を警鳴（約20秒）
●厚さ8mmの超薄形・電池交換ランプ付

デルカテック
ゆれても・あいてもナール（超薄形） SAE-24
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 3個（テスト用付属）●電池寿命：連続
警戒で約3ヶ月・1日1回警鳴（約20秒）で約2ヶ月●サイズ（外寸）
W110×H180×D10mm（内寸）W45×H100×D8mm

S21-3441 メーカー
標準価格 3,000円（税別）

窓ガラスのわずかな振動をキャッチ。
97dB/mの強力なアラームで侵入者を威嚇!!
●約97dB/mの強力な
アラーム音を発報（約20秒）。

●両面テープを貼るだけで
簡単に設置でき、スイッチONで
約5秒後に警戒状態に入ります。
●コンパクトなボディなので
お部屋の美観を損ないません。

デルカテック
ガラスガード（薄形） SAE-240
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 3個（テスト用付属）●電池寿命：連続
警戒状態で約6ヶ月・1日1回アラーム警鳴（約20秒）で約4ヶ月●サイズ
（外寸）W80×H180×D25mm（内寸）W40×H72×D17mm

S21-3451 メーカー
標準価格 1,200円（税別）

ガラスが割られた時の超音波をキャッチ。
ガラスに貼るだけの簡単設置。
●96dB/mの大音量アラーム！
●ガラスが割られた時に発生する特有の超音波だけを検出。
●ガラスが割られると、LEDランプが点滅し30秒間アラーム音が
鳴り自動的に止まります。

●超低消費電力設計ですので、電池は約2年間使用できます。
●両面テープでガラスに貼り付けるだけの簡単設置。
●厚さ7mmの薄型・コンパクト設計

セキュリティハウス
ガラス・アラーム　HA-13
お申込
番　号

●使用電源：リチウム電池（CR2032）1個（テスト用付属）●電池寿命：約2
年●検出方式：超音波集音方式●サイズ：W56×H73×D7mm

S21-5211 メーカー
標準価格 5,000円（税別）

警告シール
1枚付属！

警告シール
1枚付属！

警告シール
1枚付属！

最大の特徴！AEセンサー採用！
ガラスは破壊されると、その手段（バール、ハンマー、ドライバー、カッター等）
に問わず、ガラス破壊特有のAE超音波を発生させます！
※AE＝アコースティック・エミッション
ガラス・アラームは、そのAE超音波だけを感知するAEセンサー採用の為、
雨、風、振動等による誤動作が極めて少ない窓ガラス専用警報機です！

全国防犯協会連合会推薦品

サンマルコ
スーパーポリス

お申込
番　号

●サイズ：（A4）297×210mm （A3）420×297mm （ワイド）500×635mm

S21-6221 メーカー
標準価格A4サイズ×1枚 SSP-1 1,900円（税別）

お申込
番　号 S21-6231 メーカー

標準価格A3サイズ×2枚 SSP-2 6,000円（税別）
お申込
番　号 S21-6241 メーカー

標準価格ワイド ×2枚 SSP-3 8,800円（税別）

併用使いをオススメ！！
フィルムシートを貼るとガラスが割れにくくなります。
1分以上かけなければ室内側のフィルムを貫通することができないので、
侵入に対する抑止効果が得られます。
また、上の振動センサーと併用することでセキュリティ効果がよりアップします。

・シート・施工ヘラ
・警告用ラベル

セット内容

音圧�
105db/m

テスト�
電池付�

音圧�
90db/m

テスト�
電池付�

音圧�
97db/m

テスト�
電池付�

音圧�
90db/m

テスト�
電池付�

音圧�
90db/m

テスト�
電池付�

音圧�
96db/m

テスト�
電池付�

大音量105dB/m!!

超薄形!!

防犯ステッカー
計4枚付属！

マグネットセンサーアラーム 90dB/m マグネット・振動センサーアラーム 90dB/m

振動センサーアラーム 97dB/m

超音波センサーアラーム 96dB/m
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ライト付携帯用防犯ブザー 105dB/mタイプ ライト付携帯用防犯ブザー 98dB/mタイプ

105dB/mの強力な音と光で暴漢を威嚇。
ライト付で、簡易懐中電灯にも。
●ひもを引くと約105dB/mの強力なア
ラーム音が鳴り、高輝度ライトが点滅し
て暴漢を威嚇。
●痴漢防止用として、夜道での簡易懐中
電灯としても使用できます。
●フック付ヒモ（約20cm）
キー付ヒモ（約30cm）入り
●動作確認できる、テストボタン付。
押すと約3秒間音が鳴り、押し続けると動作し続けます。
●便利なホルダー付。本体背面にホルダーが付いていて、
ベルト等に引っ掛けて使用できます。

テスト�
電池付�

音圧�
98db/m

98dB/mの強力なアラームと光で暴漢を威嚇。
簡易懐中電灯にも使えるライト付。
●強力な音と光で暴漢を威嚇。
●ライト付なので、簡易懐中電灯とし
ても使用できます。

●ひもを引くと約98dB/mの強力な
アラーム音が（ピンを元に戻すまで）
鳴り続けます。

●痴漢防止用として、夜道での簡易懐
中電灯としても使用できます。

●ヒモ付（約50cm）

音圧�
105db/m

携帯用防犯ブザー
強力な電子音が屋外では暴漢を、
屋内ではドアからの侵入者を威嚇します。
●付属のフック付ヒモ（約
15cm）を使えばドアノブに
引っ掛けて侵入者防止に。
●音圧約97dB/m
●連続警鳴約60分
●キー付ヒモ（約25cm）
●動作確認できる、テストボ
タン付。押すと約3秒間音
が鳴り、押し続けると動作
し続けます。

●便利なホルダー付。本体背
面にホルダーがついてい
て、ベルト等に引っ掛けて
使用できます。

テスト�
電池付�

音圧�
90db/m

ヒモを引くだけの簡単操作。
子供の学校帰り、女性の一人歩きに。
●コンパクトサイズでおしゃれなデザ
インの警報ブザーです。

●迷子の合図や電車内の痴漢防止に。
●ヒモ付（約17cm）
音圧約90dB/10cm

●連続警鳴約100分

店舗�

音圧�
97db/m

店舗�

デルカテック
音と光の110番　SA-800
お申込
番　号

●使用電源：単4アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：連続警鳴で約45分・ライ
トのみ連続使用で約1時間●サイズ（外寸）W110×H180×D33mm（内寸）
W44×H74×D28mm

S21-3611 メーカー
標準価格 1,500円（税別）

デルカテック
音と光の110番　SA-820
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 3個（テスト用付属）●電池寿命：1日1回約20秒使
用で約6ヶ月・連続警戒で約80分・ライトのみ連続使用で約1時間●サイズ（外寸）W80×
H180×D20mm（内寸）W56×H77×D16mm

S21-3621 メーカー
標準価格 1,500円（税別）

携帯用警報ブザーイエロー SA-720Y
お申込
番　号

●使用電源：単4アルカリ乾電池2個（別売）●電池寿命：連続警鳴で約60
分●サイズ（外寸）W102×H180×D33mm（内寸）W39×H75×
D30mm

●使用電源：リチウム電池CR20251個（テスト用付属）●電池寿命：連続警
鳴で約100分●サイズ（外寸）W80×H115×D28mm（内寸）直径46×
D21mm

S21-3632 メーカー
標準価格 1,200円（税別）

音の110番 ペネロウプピンク SA-700P
お申込
番　号 S21-3643 メーカー

標準価格 2,200円（税別）

防犯ステッカー
貼るだけで防犯効果が期待できます。
防犯機器を取付けていればさらに防犯効果アップ。

窓ガラスはもちろん、
ドアや車、バイクなどにも。
その他旅行カバン等にも
使用できます。

窓ガラスや扉に。
ショーウィンドウに。

●防犯警報器をすでに取り付け
ている場所ならさらに防犯効
果が高まります。効果を期待
したい場所で目に付きやすいと
ころに貼ってください。

●保護シールをはがすと簡単に貼
ることができます。
●用途に合わせて内貼用と外貼
用の２種類のステッカーを使い
分けて下さい。窓ガラス等（透
明な物）に貼る場合は内面から、
またドアや壁面等には外側から
直接貼ることができます。

太陽光・蛍光灯等の光があたると暗闇で発光。
従来と比べ明るさ、持続時間は約10倍。
●楕円　反射・蓄光タイプ
●太陽光・蛍光灯の光など
があたると、暗闇で発光。
●従来の蓄光素材と比べ発
光の明るさ、持続時間は
約10倍（輝度は、時間の
経過とともに低くなりま
す）

●反射シートは高輝度マイ
クロプリズム反射シート
を使用

●放射性物質を含まない
蓄光性蛍光体ルミノー
バRを使用。

デルカテック
防犯ステッカ－（三角形） B-4
お申込
番　号

●内貼用2枚、外貼用3枚●サイズ（外寸：B-4/B-5）W92×H150×
D7mm（内寸：B-4）W63×H63mm（内寸：B-5）W56×H56mm

●蓄光タイプ1枚入り●サイズ（外寸：B-6/B-7）W100×H130mm（内
寸：B-6/B-7）W95×H75mm

S21-3811 メーカー
標準価格 400円（税別）

防犯ステッカ－（八角形） B-5
お申込
番　号 S21-3812 メーカー

標準価格 400円（税別）

デルカテック
防犯ステッカ－（防犯カメラ設置1枚）B-6
お申込
番　号 S21-3813 メーカー

標準価格 400円（税別）

防犯ステッカ－（防犯装備1枚）B-7
お申込
番　号 S21-3814 メーカー

標準価格 400円（税別）

防
犯
機
器
・
グ
ッ
ズ

パ
ー
ソ
ナ
ル
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

97dB/mタイプ

内貼用2枚・外貼用3枚セット 防犯ステッカー 蓄光タイプ

携帯用防犯ブザー 90dB/cmタイプ

デルカテック
携帯用警報ブザーグレー SA-720H
お申込
番　号 S21-3631 メーカー

標準価格 1,200円（税別）

全国防犯協会
連合会推薦品

全国防犯協会
連合会推薦品

手のひらに
すっぽり収まる、
コンパクトサイズ！

デルカテック
音の110番 ペネロウプブルー SA-700A
お申込
番　号 S21-3641 メーカー

標準価格 2,200円（税別）
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高輝度赤色ランプの点滅で視覚効果が抜群。
にぎり押しボタンを押すと音と光でお知らせします。
●にぎり押しボタンを押すと
大音量の警報音と高輝度
赤色ランプが点滅します。
●通報時間調整・約5秒～3分可能
●電子ブザー音「ピーピーピー」
音圧85dB/m
●結線済10mコード付

LED�
ランプ�

音圧�
85db/m

カーセキュリティー
車の異常を鋭くキャッチ！位置確認ランプ、
パニック警報などをリモコンで操作。
●高感度振動センサー（7段階調整可能）によ
り、異常を鋭くキャッチします。
●多機能リモコンにより、セット・リセット、位置
確認ランプ、パニック警報を操作できます。
●警戒中は赤色ランプの点滅により、威嚇しま
す。
●異常時は大音量アラーム（100dB）と高輝
度の赤と緑のフラッシュライトの交互点滅が
20秒間続きます（外付ブザー付属）
●異常警報終了後は元の警戒状態に戻ります。

ハンドルへの装着がカンタン。
運転を不可能にする
ハンドルロック！
●運転を不可能にするハンドルロック
●スライド式のホルダーでハンドルに簡単に
装着できます。

●鍵無しでの開錠が困難な特殊クロスキー
を採用。

●ハンドルからフロントガラスまで24cm以
上の車なら左右ハンドルどちらにも対応し
ます。

音圧�
100db/m

セキュリティハウス
自動車盗難警報器　SX-4
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池3個またはDC12V（車のヒューズBOXより供給）●電池寿命：
約2ヶ月 （リモコン）約1年●アラーム音量：約100dB/m●リモコン付●サイズ（本体）W76×
H33×D110mm（リモコン）W35×H16×D65mm●重量（本体）150g（リモコン）35g

S21-5411 メーカー
標準価格 9,800円（税別）

耳の不自由な方のいるご家庭に。
音と光で電話の着信をお知らせ！設置工事不要。
DH-02A・DHB-02A共通
●光で電話の着信がわかります！耳の不自由な方のいるご家庭に。
●設置工事は不要。超カンタン接続！コンセントにつないで、ピックアップを電
話に貼るだけ。
●音センサのピックアップを電話機に貼りつけ、送信機と回転灯（受信機）をそ
れぞれコンセントに差込むだけでＯＫ。取付工事、配線工事なしで、すぐにご使
用いただけます。
●同一引き込み線内なら、どこのコンセントでも回転灯を（受信機）を差し込む
だけ。必要なときに必要な場所に設置して使用できます。
●ピックアップはベルやブザーの等の『音』を検知し、送信機が一般の屋内配線
を通して回転灯（受信機）へ信号を送ります。（電力線搬送式）
●本体のA･B切換スイッチで2系統の送受信機が同一引き込み線内の配線で
も使用できます。

DHB-02A（ブザー付）
●電子ブザー内蔵で、音（ピッピッピッ・無音～
最大70dB(at 1m)ボリューム調整付き）
と閃光で電話を知らせます。

※ご使用に際しては、総合通信局（旧
電気通信監理局）への「高周波利用
設備許可申請」が必要です。
申請書は製品に同梱されています。

※2台同時に使用し、混信しないようにする場合は
AチャンネルとBチャンネルに設定してください。

セキュリティハウス
ロックキーパー SX-5
お申込
番　号

●取付可能サイズ（ハンドル直径）360～400mm/（ハンドル太さ）30mm以内●クロスキー
2本付●サイズW180×H86×D360mm●重量：1400g

S21-5421 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

デルカテック
音と光の119番（ナースコール） CA-17
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池4個（別売）●電池寿命：1日10回動作で
約1年●サイズ（外寸）W150×H230×D45mm（内寸）W78×H128×
D44mm

S21-3711 メーカー
標準価格 4,800円（税別）

シルバーセキュリティー
電話機・インターホンの
着信音を、光の点滅でお知らせします。
●音センサのピックアップを電話機に貼りつけ、本体の差込みプラ
グをコンセントに差込むだけでＯＫ。すぐにご使用いただけます。

●明るい110Ｖ、3Ｗの電球で、離れた場所からでも点滅確認がで
きます。ランプレンズは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂製で
す。

●ランプレンズは赤（本体に装着）と黄・緑・青が付属しています。

AC�
100V

パトライト電話ですよ！
電話着信音検知器（表示灯タイプ） DLF-02
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●定格電圧：AC100V●消費電力：2.3W（動作時）、
0.6W（待機時）●サイズ：W100×H190×D70mm●重量0.19kg

S21-8231 メーカー
標準価格 7,900円（税別）

AC�
100V

パトライト電話ですよ！電話着信音検知器（回転灯タイプ）
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●定格電圧AC100V●消費電力：受信機（回転灯）8.1W（動作時）、3.8W（待機時） 送信
機2.0W（動作時）、0.6W（待機時）●アラーム音量（DBH-02のみ）：約70dB/m●サイズ：（受信機）φ118×
102mm（送信機）W100×H30×D70mm（コンセント除く）●重量：（受信機）0.6kg（送信機）0.17kg

S21-8211 メーカー
標準価格DH-02A 19,800円（税別）

お申込
番　号 S21-8221 メーカー

標準価格DHB-02A（ブザー付） 22,800円（税別）

ピックアップ�

本　体�

コンセントへ�

表示ランプ�

�

1.耳の遠い方に電話が�
　　　　　かかってきたら…�

2.「電話ですよ！」があれば…�

日常生活用具�
給付対象品�

福　　祉�

同居する高齢者のプライバシーを守り
ながら、安心を提供するシルバーセキュ
リティー。ご老人の方でも簡単に操作で
きる機器で、いざという時の備えにご利
用下さい。�

高齢者のための�セキュリティー�

防
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器
・
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ズ
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ピックアップ�

本　体�

電源プラグ�

コンセントへ�

100V回転灯�

電源プラグ�

コンセントへ�

付属取付けブラケット�

日常生活用具�
給付対象品�

福　　祉�

音圧�
70db/mDHB-02Aのみ

耳の不自由な方が
いらっしゃるご家庭でも
「光」でお知らせ。


