
安心をトータルに見守る
システムセキュリティ
来客を、声だけでなくモニターの画像でしっかり確認できるテレビド
アホン。
そして、不審者侵入、火災警報、非常時通話など、さまざまなセンサ
を組み合わせて、トータルセキュリティが実現できるワイヤレスシス
テムです。

私たちは、「安全のない安心は最も危険である。安全のある安心は最も快適である。」を企業テーマに、人々の生命・財産・快適を守るセキュリ
ティ・情報機器のメーカーとして、創業以来一貫して、ニーズにマッチした高信頼、高性能なシステム機器を開発し、高い評価を受けています。
その豊富な商品群は、ハイレベルなセンサーテクノロジーを駆使し、住宅・店舗・事務所などのセキュリティシステムから、原子力発電所、石油
備蓄基地、空港など大規模なセキュリティシステムにいたるまで、あらゆる場所で活躍しています。
豊かなノウハウをもとに顧客のニーズに応じた最適なシステムを設計・施行・保守点検をはじめとしたアフターサービス体制も整え、トータルに
安心感をお届けいたしております。

株式会社セキュリティハウスセンター

東芝ライフエレクトロニクス株式会社
弊社は東芝クループの一員で３つの力を企業モットーに家電製品を中心に情報関連・映像・・空調・環境商品等多彩なジャンルの商品の導
入・施工・及び各種保守迄幅広い範囲でご提供申し上げております。 企業モットーの１つはお客様が真にお求められている製品、システムを
ご提案する提案力、２つは東芝グループのトータル資源を活用、した総合力、そして３つめは迅速できめ細かなサポートする行動力であります。

メーカー紹介メーカー紹介

TOSHIBA

日曜大工程度の取付で、画像記録タイプの
テレビドアホンシステムが構築できます。

有線式テレビドアホンシステム

ワイヤレスタイプだから面倒な配線が不要
でカンタン設置。さらに、外部に電話で警
報を送信するなど、用途に合わせて送信部
が選べるのが特徴です。

●コントローラー（受信部）
●携帯型送信機
●防犯センサー送信機
●防災センサー送信機

ワイヤレスセキュリティシステム
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液晶モニター付き画像記録ユニット
4インチ液晶カラーモニターでしっかり確認。
日付や時間の表示も可能。

セキュリティテレビドアホンシステム

光る。録る。見る。
●専用カメラは2台まで接続可能
カメラの組み合わせは自由自在、用途や目的に合わせて

2台までお選びいただけます。

●決定的瞬間の約2秒前を記録
センサが検知した瞬間の約2秒前から画像を録画できる

『プリアラーム録画』機能付きです。

●設置が簡単2線式
カメラ・記録ユニット間の配線は2線式（無極性）を採用、

取り付けが簡単です。

●カメラ周りの音声はスピーカーで確認
ＬＣ-100とＯＣ-100は音声がとれる集音マイク付き、Ｖ

Ｓ-100でカメラの周りの音声を聞くことができます。

●4インチ液晶カラーモニターで
人物をしっかり確認 日付や時
間の表示も可能

●録画枚数はJPEG方式のカラ
ー静止画を最大33枚まで記録

●設定により、1秒ごとに最大3
枚までの画像を連続して記録す
る「連写枚数設定」機能付き

●設定した時間内（最短・30秒・
60秒）は同一のカメラが繰り返
し人を検知しても画像を記録し
ない「録画間隔設定」機能付き

オプテックス
テレビドアホン　液晶モニター付き
画像記録ユニット VS-100
お申込
番　号

●使用電源・電圧：AC100V 50/60Hz●消費電力：動作時32W、待機時
22W●呼出音：ピンポン×2（大/小/切 調整可能）●通話方式：ハンズフリー
同時通話●モニター：4インチTFTカラー液晶モニター●スピーカー：音量調
整可能（大・小・切）●画像解像度：320×240●表示灯：在宅記録モード（赤
LED）、外出記録モード（赤LED）、再生モード（緑LED）●専用カメラ入力：2
（極性無し）●外部映像出力：1（RCAピンジャック）●チャイム出力：無電圧
N.O./DC30V 1A（最大）●外部機器制御出力：無電圧N.O./N.C. DC30V
1A（最大）●記録枚数：最大33枚●圧縮方式：JPEG方式●記録方式：アラ
ーム記録・マニュアル記録●記録設定：プリアラーム（2秒前）記録ある/なし
連写枚数1/2/3 記録間隔 最短/30秒/60秒●サイズ：（外寸）W257×
H183×D56mm●重量：約1,300g

S24-2211 メーカー
標準価格 74,000円（税別）

センサライトカメラ VS-100専用

センサが人をキャッチするとライトが点灯、その瞬間を撮影。
●不審者を威嚇するとともに、夜間の撮影
を可能にする75Wビーム球を搭載。
●カメラ周りの音がとれる集音マイク付き。
●VS-100側から手動でライトを点灯でき
ます。

オプテックス
テレビドアホン センサライトカメラ LC-100
お申込
番　号

●使用電源：ライト部（AC100V）、センサカメラ部（VS-100より供給）●消
費電力/消費電流：ライト部（80W）、センサカメラ部（230mA〔最大〕）●撮像
素子：1/4インチ CCDカラー●水平解像度：330TV本（中心部）●最低照
度：2.5lx●センサ検知方式：熱線方式●ライト点灯時間：テスト（2秒）・30
秒・2分●ライト制御入力：外部スイッチによりライトのON/OFFを制御（警報
出力は非連動）●角度調整範囲：センサ・ライト部（±60°）〔左右方向〕、0°～
30°（上下方向〔水平方向を0°〕5ピッチ）●内蔵マイク：有（音量調整可）●サ
イズ：W140×H264×D286mm（コード長5m）●重量：約1,850g

S24-2411 メーカー
標準価格 36,000円（税別）

センサライトカメラ VS-100専用

重厚なデザインに、便利多機能を備えた
防犯センサライトカメラ
●建物との調和に優れた美しいデザイン
●暗くなると自動的に「ほんのり」点灯する常夜灯モード
●配線工事が簡単な無極性2線式配線方式
●センサ・カメラ部とライト部の角度を個別に調整
●直接雨のかかる屋外に設置できます。
●施工性を考慮し、調節部を前面パネルに配置
●使用環境に応じて、センサの検知感度を3段階に切り換える
ことができます。

●周囲の物音を聞くことができる集音マイク搭載

オプテックス
センサライトカメラ　LC-200
お申込
番　号

●使用電源：AC100V●消費電力：85W●撮影素子：1/4インチ カラー
CCD●有効画素数：25万画素●最低照度：2.5lx●センサ検知方式：熱線
方式●感度切換：H（高）/M（中）/L（低）3段階切換●昼夜判別機能：約10lx
～100lx、100lx超(調整範囲)●ライト点灯時間：テスト(2秒)・30秒・60
秒●外部センサ入力：外部センサを接続することで本機とのAND/ORを動
作可●角度調整範囲：センサカメラ部±85°左右/上：0°、下：55°●サイ
ズ：W100×H300×D300mm●重量：1600g

S22-2321 メーカー
標準価格 55,000円（税別）

センサカメラ VS-100専用

カメラ角度と検知エリアを個別に調整可能。
雨の水滴を軽減する雨よけフード付。
●カメラ窓につく水滴を軽減する雨よけフード付き。
●カメラの角度と検知エリアは個別に調整可能。
●カメラ周りの音がとれる集音マイク付き。

オプテックス
テレビドアホン センサカメラ OC-100
お申込
番　号

●使用電源：VS-100より供給●消費電力/消費電流：200mA（最大）●撮
像素子：1/4インチ CCDカラー●水平解像度：330TV本（中心部）●最低
照度：2.5lx●センサ検知方式：熱線方式●角度調整範囲：カメラ部（±35°）
〔左右方向〕、-5°～-40°（上下方向〔水平方向を0°〕5ピッチ）●内蔵マイク：
有（音量調整可）●サイズ：W88×H193×D87mm●重量：約450g

S24-2421 メーカー
標準価格 32,000円（税別）

ドアホンカメラ VS-100専用

広角度カメラと赤外線照明搭載で、
夜間でも来訪者を確認。
●呼出ボタンを押すと通話が可能。
●広角度カメラで周囲の状況を確認。
●赤外線照明搭載で、夜間でも来訪者を確認。
●来訪者が呼び出しボタンを押すとその瞬間をカメラで撮影

オプテックス
テレビドアホンドアホンカメラ GC-100
お申込
番　号

●使用電源：VS-100より供給●消費電力/消費電流：300mA（最大）●撮
像素子：1/4インチ CCDカラー●水平解像度：330TV本（中心部）●最低
照度：2.5lx●外付けセンサ入力：無電圧N.O.入力●内蔵マイク：有（音量調
整不可）●サイズ：W98×H130×D51mm●重量：約280g

S24-2311 メーカー
標準価格 40,000円（税別）侵入者�

検知�
防雨�
構造�

侵入者�
検知�

防雨�
構造�

侵入者�
検知�

防雨�
構造�

侵入者�
検知�

防雨�
構造�

映像素子�
1/4インチ�
CCDカラー�

映像素子�
1/4インチ�
CCDカラー�

5m
映像素子�
1/4インチ�
CCDカラー� 3m

映像素子�
1/4インチ�
CCDカラー�

侵入者�
検知�

AC�
100V

映像素子�
4インチ�
CCDカラー�

取付高さ150cm（ ）内は取付高さ130ｃｍの場合�

取付高さと映る範囲＜横から見た図＞�
50cm

15
0c
m（
13
0c
m
）�

約
19
0c
m（
約
17
0ｃ
ｍ
）�

約
11
5c
m（
約
95
ｃｍ
）�

カーポートに�
センサライトカメラ�

リビングで確認�
カラー液晶モニター�

ドアホンカメラ�
玄関先に�

�

センサカメラ�
勝手口に�

下部に出力端子あり。
カメラは合計2台まで
接続できます。

ライト

センサ

カメラ

カメラ

センサ

カメラ

遠赤外線照明

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム

オ
プ
テ
ッ
ク
ス
有
線
式
テ
レ
ビ
ド
ア
ホ
ン
シ
ス
テ
ム

※画面はハメコミ合成です。

P.20に掲載の商品は、VS-100を軸として使用します。
それぞれの商品は、単体では使用できませんのでご注意下さい。

夜間でも撮影可能なセンサライト
内蔵カメラ。
組み合わせるとセンサ検知時の
映像を記録することができます。
また、音声も聞くことができます。 外部センサの接続で、基本動作をアレンジ

外部センサと接続することで、ライト検知エリア内に人が侵入するより早い
段階で、ライトを点灯＆カメラで撮影する事が出来ます。
※外部センサは、無電圧b接点（N.C.）タイプを使用してください。

センサ内蔵カメラ。
組み合わせるとセンサ検知時の映像を記
録することができます。
また、音声も聞くことができます。
カメラ角度とセンサー検知エリアを個別
に調整できるので、裏の狭い勝手口付近
などの設置場所の自由度が広がります。

VS-100専用の
ドアホンカメラ。
VS-100と双方向
の会話ができます。

セキュリティテレビドアホンは、従来のテレビドアホンではカバーできなかった駐車場や庭などに侵入した不審者をライトで威嚇し、監視することができます。センサライト
カメラが不審者を検知するとライトを点灯させ、画像記録ユニットのチャイム音を鳴らし、カラー液晶モニターに映像を映し出すと同時に静止画で録画します。さらに、カメラ
周辺の音を聞くこともできます。
また、一般的なテレビドアホンと同様に、カラー液晶モニターを見ながらハンズフリーで来訪者と通話ができ、通話中や留守中の来訪者を録画することができます。

画像記録ユニットとカメラとは無極性2線式配線
のため、配線工事が簡単で、既設のインターホン
の配線をそのまま利用することができます。
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屋内・屋外用 検知送信部 出入口等に

「不法侵入者」や来客を遠赤外線センサで
すばやくキャッチ。受信部に電波を送信。
●検知エリアは屋外（ビーム形）と屋内（ワイド形）共用形なので様々
な用途に使用していただけます。（ワイド形とビーム形は検知レン
ズを動かして切り替えます。）
●検知ランプON/OFFスイッチ付。
●防滴構造
●電波到達距離約40m

〈ビーム形〉 〈ワイド形〉

デルカテック
ビーム／ワイド検知送信部　SHS-350
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個使用（別売）●電池寿命：1日10回動
作で約1年●サイズ：（外寸）W112×H230×D53mm（内寸）W52×
H148×D51mm

S24-3321 メーカー
標準価格 15,000円（税別）

卓上用送信部 あらゆる所に

卓上用ボタン式なので置くだけで、
簡単に無線式呼出しシステムを構築。
●小形で場所を選ばないデザインで、音（ブザー）と
光（ランプ）で送信が確認できます。

●電波到達距離約40m

デルカテック
卓上用送信部　SHS-680
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 2個使用（テスト用付属）●電池寿
命：1日10回動作で約1年●サイズ：（外寸）W112×H230×D35mm
（内寸）W60×H70×D22.8mm

S24-3341 メーカー
標準価格 9,000円（税別）

受信部
12曲のメロディ・13種類の固定メッセージ・録再機能付で、
自分や家族の声などオリジナルメッセージも録音可能。

●8つの送信部からの通知を、大形ランプと8つの個
別ランプで表示！

●「在宅警戒」「外出警戒」が大形ボタンで切換え可能！
●電池切れ表示ランプ点滅機能。
●外出・帰宅タイマ（約1分・30秒）
●無電圧リレー接点付（DC14V、3A以下）
●チャイム・アラーム音圧（大 9 5・中 8 5・小
75dB/10cm可変）

●メッセージ音圧（大85・中75・小65dB/10cm可
変）

●電波到達距離約40m

プル式・押しボタン送信部 あらゆる所に

呼出し時には押しボタンを、
緊急時にはひもを引くだけで電波を送信。
●プル式・押しボタン式スイッチ兼用形で、緊
急時にも対応可能。

●送信を音で確認できるブザー付。
●電波到達距離約40m

ひもを取外したとき

デルカテック
プル式押しボタン送信部
SHS-550
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44 2個使用（テスト用付属）●電池寿
命：1日10回動作で約1年●サイズ：（外寸）W112×H230×D30mm
（内寸）W64×H98.2×D27.5mm

S24-3331 メーカー
標準価格 10,000円（税別）

電波で連絡�

電波到達距離�

屋内到達標準�

約40m

受信部
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報知音で通知／
リレー出力作動

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム

デ
ル
カ
テ
ッ
ク
　
ワ
イ
ヤ
レ
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ（
ス
ー
パ
ー
ワ
イ
ヤ
レ
ス
シ
リ
ー
ズ
）

デルカテック
スパーワイヤレス受信部
SHS-1000
お申込
番　号

●使用電源：専用ACアダプタPA-12-5〔付属〕●サイズ：（外寸）W250×
H345×D90mm（内寸）W100×H181×D85mm

S24-3211 メーカー
標準価格 28,000円（税別）

ひもを取付けたとき

特定小電力
タイプ専用

侵入者�
検知�

防滴�
構造�

ワイヤレス�
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テスト�
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40m
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40m1.8m
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検知�

店鋪の呼出ブザーや、
高齢者の緊急呼出
ブザーとしても。

受信部対して8つの送信部を組み合わせることができます。
送信部1種類につき8チャンネルの信号を設定できますので、同種の送信
部を複数使用することができます。

特定小電力タイプ　電波到達距離 約40m
送信部を追加することで、より便利な
福祉・来客・防犯通知システムを組むことができます。
SHS-1000は単体でのご使用はできません。
必ず21ページ掲載のDELCATECスーパーワイヤレスシリーズの送信
部と組み合わせてご使用下さい。
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自動通報装置 加入電話・携帯電話の自動通報に

ボタンを押すだけの簡単操作で
最大5カ所まで自動通報。
●防犯用にも対応。
●単体で使用可能（アナログ2線式の電話回線専用）
音声ガイド式で登録・設定が簡単。
●SHA-300X（別売）と組み合わせて使用できるので
離れた場所から家庭の電話機や携帯電話へ自動通報
できます（最大5件）。
●モニタ・受話音量、調整可能。
●無電圧接点入力端子付

デルカテック
自動通報装置（オートダイアラー）
SH-1000
お申込
番　号

●使用電源：専用ACアダプタPA-11（付属）●無電圧接点入力端子付●付
属品：モジュラコード1.5m 、電源コード2.2m●サイズ：（外寸）305×
195×75mm（内寸）210×90×40mm

S24-3351 メーカー
標準価格 68,000円（税別）

ペンダント形押しボタン送信部 持ち歩きに

非常事態をお知らせ。携帯に便利な
ペンダントタイプの家庭用ナースコール。
●携帯に便利なペンダントタイプの家庭用ナ
ースコール。非常事態をお知らせします。

●誰かが気づいてくれるまで信号を送信し続
ける「連続送信機能」、押し間違えたときの
送信を止める「誤操作キャンセル機能」等、
安心の機能付。

●用途に応じて1つボタン式と2つボタン式
に切換え可能。

●防滴構造
●電波到達距離約100m

デルカテック
ペンダント形押しボタン送信部
SHA-60
お申込
番　号

●使用電源：リチウム電池CR2032/2個使用（テスト用付属）●電池寿命：1
日10回動作で約1年●防滴構造●サイズ：（外寸）W102×H182×
D35mm（内寸）W40×H65×D17.5mm

S24-3371 メーカー
標準価格 19,500円（税別）

受信部
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。
●無電圧リレー接点付（DC24V、AC50V、200mA以下）
●自動通報装置SH-1000（別売）へ接続可能。
●電源コード2m
●チャイム・アラーム音圧約0～75dB/m（可変）
●警鳴時間 チャイム（約2～3秒）・アラーム（約3秒）

屋内・屋外用検知送信部 出入口等に

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。
●ビーム・ワイドの2検知エリアを選択可能。
●検知動作は、電池を入れてから約1分後に開始。
●検知ランプON/OFFスイッチ付
●防雨構造
●電波到達距離約100m

デルカテック
ビーム／ワイド検知送信部　
SHA-100
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池3個使用（別売）●電池寿命：1日500回動
作で約1年●防雨構造●サイズ：（外寸）W97×H302×D65mm（内寸）
W62×H192×D55mm

S24-3361 メーカー
標準価格 25,000円（税別）

浴室用押しボタン送信部 浴室・トイレ等に

非常事態を離れた場所に通報。
押しやすい大形パネルボタン採用。
●誰かが気づいてくれるまで信号を送信し続ける
「連続送信機能」、押し間違えたときの送信を止め
る「誤操作キャンセル機能」等、安心の機能付。
●シャワー等で濡れても大丈夫な防滴構造。
●電波到達距離約100m

デルカテック
浴室用押しボタン送信部（防滴用）
SHA-70
お申込
番　号

●使用電源：単4アルカリ乾電池3個使用（別売）●電池寿命：1日10回動
作で約1年●防滴構造●サイズ：（外寸）W102×H210×D35mm（内寸）
W120×H70×D20.5mm

S24-3381 メーカー
標準価格 19,500円（税別）

65（H）×40（W）
×17.5（D）
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デルカテック
受信警鳴部・主装置（受信部）
SHA-300X
お申込
番　号

●使用電源：AC100V●警鳴時間：チャイム（約2～3秒）アラーム（約3秒）
●無電圧リレー接点増設機種（別売）CA-40B,CA-45,CA-302他●電源コ
ード：2m●チャイム・アラーム音圧約0～75dB/m（可変）●サイズ：（外寸）
302×152×73mm（内寸）180×107×40mm

S24-3221 メーカー
標準価格 24,000円（税別）

小電力タイプ　電波到達距離 約100m
自動通報装置（別売）を組み合わせれば、
外出先や離れた場所の電話で緊急連絡を受けることができるシステムです。
受信部SHA-300Xは単体でのご使用はできません。
必ず22ページ掲載の送信部DELCATECハイアラーム3シリーズと組
み合わせてご使用下さい。

特定小電力
タイプ専用

防雨�
構造�

ワイヤレス�
100m

ワイヤレス�
100m

侵入者�
検知�

侵入者�
検知�

防滴�
構造�

侵入者�
検知�

防滴�
構造�

テスト�
電池付�

ワイヤレス�
100m

2m

ワイヤレス�
100m

自動通報装置（オートダイヤラー）と接続
使用することで、異常をあらかじめ登録し
ておいた最大5ケ所までの加入電話や携
帯電話に自動通報できます。

単体でも使用可能。
ハイアラーム3シリーズと組み
合わせての使用でさらに安心。

病床から�
電波の到達距離�
約100m

病院�
家族�
携帯�
会社�
……�

■一人暮らしの方の緊急用として

SHA-70 SHA-60 SH-1000
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浴　室�

リビング�

窓ガラス�

勝手口�

キッチン�

小電力ワイヤレスセキュリティシステムベッドサイド・トイレ・リビング・携帯用
ワンショットと連続送信に切替可能。
携帯しやすい薄型6mm。
●携帯しやすい厚さ6mmの薄型コンパクトサイズ。
●送信動作はワンショットと連続に切替可能。
●電池に市販のコイン型リチウム電池を使用してい
ますので、簡単に交換できます。

●壁付ホルダー
BH-101（別売）

ワイヤレス�
100m

セキュリティハウス
カード式送信機　TX-101A
お申込
番　号

●使用電源：コイン型リチウム電池：CR-2032（DC3V）●電池寿命：約2年
（1日1回の送信回数にて）●付加機能：電池切れ報知機能・定期送信機能・送
信モード切替機能●サイズ：W54×H85×D6mm

S24-5321 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

ドア・窓
窓が開けば受信機に送信。
設置が簡単なマグネットスイッチ送信機。
●マグネット部の間隔が
開けば受信機に送信

侵入者�
検知� 開閉�ワイヤレス�100m

セキュリティハウス
マグネットスイッチ送信機　TX-102MG
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ電池：6LR61（DC9V）（付属）又はDC10V～15V●
電池寿命：約2年（1日10回の送信回数にて）●付加機能：電池切れ報知機
能・定期送信機能・送信モード切替機能・タンパー機能●サイズ：W64×
H100×D23mm

S24-5411 メーカー
標準価格 20,000円（税別）

窓
ガラスルーバーやフィックス窓に最適の
侵入検知器。
●ガラスルーバー窓やフィック
ス窓などからの侵入を検知
すると電波を送信します。

侵入者�
検知�

ワイヤレス�
100m

セキュリティハウス
スティックセンサ送信機　TX-102S600
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ電池：6LR61（DC9V）（付属）●電池寿命：約2年（1日
10回の送信回数にて）●センサー仕様：材質：SUS304（φ6㎜のポール）、
長さ：600mm、ポール固定具：PC樹脂（ブロンズ色）●付加機能：電池切れ
報知機能・定期送信機能・送信モード切替機能・タンパー機能●サイズ：送信
部：W64×H100×D23㎜、センサー部：φ6×600mm

S24-5541 メーカー
標準価格 26,000円（税別）

キッチン
普段火を使う場所に。
火災を検知する定温式感知送信機。
●普段火を使う場所に設置する火災感知用です。
●一定の温度になると検知する定温式の感知器です。
●防災に！

セキュリティハウス
定温式熱感知送信機　TX-102RF
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ電池：6LR61（DC9V）又はDC10V～15V●電池寿
命：約2年（1日10回の送信回数にて）●検知方式：一定の温度になると検知
する定温方式●付加機能：電池切れ報知機能・定期送信機能・送信モード切替
機能・タンパー機能●サイズ：φ120×H80mm

S24-5531 メーカー
標準価格 26,000円（税別）

侵入者�
検知�

AC�
100V

ワイヤレス�
100m

チャイム音・警報音・警報出力を
用途で振り分けて動作。
●4チャンネルを運用用途別に振り分け、チャイム音・警報
音・警報出力を警戒の状態に合わせて動作させます。
●外出警戒時はすべてのチャンネルが警報動作します。
●在室警戒時は1chチャイム動作
2・4chは警報動作します。
●解除時は4chのみ警報動作します。
●受信可能距離約100m
●報知音/解除時：4ch（ピーポーピーポー）、鳴動時間タ
イマー式（音量固定）。在室警戒：1ch（ピンポーン）、鳴
動時間約6秒（音量可変）、2・4ch（ピーポーピーポー）、
鳴動時間タイマー式（音量固定）。外出警戒：1～4ch
（ピーポーピーポー）、鳴動時間タイマー式（音量固定）。

セキュリティハウス
受信機　RX-350
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●電源電圧：AC100V又はDC10V～16V●消費
電力／電流：12W又は350mA以下●受信可能距離：約100ｍ●報知
音：〈解除時〉4ch（ピーポーピーポー）鳴動時間：タイマー式（音量固定）〈在
室警戒〉1ch（ピンポーン）鳴動時間：約6秒（音量可変）、2・4ch（ピーポーピ
ーポー）鳴動時間：タイマー式（音量固定）〈外出警戒〉1～4ch（ピーポーピ
ーポー）鳴動時間：タイマー式（音量固定）●接点出力：総合1c・出力①1a・
出力②1a●サイズ：（外寸）W120×H200×D47㎜（アンテナ除く）

S24-5111 メーカー
標準価格 40,000円（税別）

ワイヤレス�
100m

ワイヤレス�
100m

リビング・寝室
普段火の気のない場所に。
急激な温度変化を検知する送信機
●急激な温度上昇を受けると、機器内の空気が膨張して検知します。
●緩慢な温度変化には外圧との均衡を保ち、誤報を防止。

セキュリティハウス
差動式熱感知送信機　TX-102RD
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ電池：6LR61（DC9V）又はDC10V～15V●電池寿
命：約2年（1日10回の送信回数にて）●付加機能：電池切れ報知機能・定期
送信機能・送信モード切替機能・タンパー機能●サイズ：φ 120×
H68.5mm

S24-5521 メーカー
標準価格 26,000円（税別）

お申込
番　号
メーカー
標準価格

S25-5511
1,000円（税別）

TX-101A用
壁付ホルダー BH-101
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カーポート�

玄　関�

侵入者�
検知�

ワイヤレス�
100m

窓
ガラス破壊時の超音波を正確にキャッチ！
超音波集音式の送信機。
●窓ガラスの破壊を検知する超音波集音式の送信機です。
●ガラス破壊時に発生する特有の超音波を正確にキャッチし、電波
を送信します。
●設置場所の環境がチェックできるモードスイッチと表示灯が装備
されています。
●発報箇所が容易に判別できるアラームメモリー機能付。

セキュリティハウス
ガラス破壊センサ送信機（天井取付用） TX-112
お申込
番　号

●使用電源：DC10V～16V又は専用ACアダプター（DC-1115）（別売）
※電池では使用できません●警戒エリア：垂直8m×水平7m（天井取付時）
●消費電流：待機時25mA、送信時80ｍA以下●付加機能：定期送信機
能・タンパー送信機能・アラームメモリー機能・環境チェック機能●サイズ：φ
111×H72mm

S24-5571 メーカー
標準価格 28,000円（税別）

侵入者�
検知�

人感�
センサ�

ワイヤレス�
100m

ドア・窓・ベランダ
屋内・屋外兼用型の
パッシブセンサ送信機。

●電池の消耗を極力押さえる動作禁止タイ
マーを内蔵。

●検知エリアを4タイプから選択できます。
●電池は専用リチウム電池のほか、長寿命の
別付電池も使用できます。
BA-103（別売）

セキュリティハウス
パッシブセンサ送信機　TX-103
お申込
番　号

●使用電源：リチウム電池：U9VL（DC9V）（付属）又は別付電池：BA-103
（DC9V）（別売）●電池寿命：リチウム電池：U9VL＝約2年（1日100回の
送信回数として）、別付電池：BA-103＝約10年（1日100回の送信回数と
して）●警戒エリア：ワイド・ロング・カーテン・スポットの4種類から選択●付
加機能：動作禁止タイマー機能・電池切れ報知機能・定期送信機能●サイズ：
W77×H171×D70mm

S24-5551 メーカー
標準価格 29,000円（税別）

人感�
センサ�

ワイヤレス�
100m

玄関・リビング
必要な時、必要な場所に移動して設置。
屋内卓上型パッシブセンサ送信機。
●屋内卓上型パッシブセンサ送信機
●必要な時、必要な場所に移動できる可搬式。
●警戒エリアは3パターン。

セキュリティハウス
パッシブセンサ送信機
（卓上型人感送信機） TX-106
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ電池：LR-6×2本（DC3V）（付属）又は専用ACア
ダプター（DC-1115）別売●電池寿命：約2年（1日100回の送信回数とし
て）●警戒エリア：立体・面・線の3パターン●付加機能：電池切れ報知機能・
定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能・検知感度切替機能・カ
ウント回数切替機能・規制送信切替機能●サイズ（外寸）W150×H105×
D80mm

S24-5561 メーカー
標準価格 25,000円（税別）

ワイヤレス�
100m

携帯用
金融機関・コンビニ、シルバー世代に。
腕時計に小電力ワイヤレス機能を内蔵。
●アナログ腕時計に小電力ワイヤレス機
能を内蔵したもので、日常装着しても
違和感のないデザインです。

●時計は水に浸けても使用できる10気
圧防水です。お風呂やプールに装着し
たまま入ることが可能です。（水につけ
て電波の送信はできません）。

●金融機関・コンビニ等の緊急押しボタ
ンやシルバー向けの救急押しボタン用
途に最適です。

セキュリティハウス
腕時計送信機　TX-111BL（ブラック）
お申込
番　号

●使用電源コイン型リチウム電池：CR2016（DC3V）（付属）●電池寿命：約
3年（1日1回の送信回数にて）●時刻表示：アナログ3針（時・分・秒）●付加
機能：電池切れ報知機能・定期送信機能・10気圧防水構造●サイズ：
W38×H42×D14.75㎜（バンド含まず）

S24-5622 メーカー
標準価格 30,000円（税別）

侵入者�
検知�

ワイヤレス�
100m

受信機、コントローラー、
自動通報機を一体にした
ワイヤレスコントローラー。
●受信機とコントローラーと自動通報機を一
体型にしたホームセキュリティ用のワイヤレス
コントローラーです。
●ワイヤレスの端末を最大30台まで登録でき
ます。
●防犯6ch、非常、火災、ガス各1chの本格
的なコントローラー機能をもっています。
●外出自の警戒/解除は専用ダグを使います。
●外出先から携帯電話等を使って警戒/解除も
可能です。
●通報先は8カ所まで登録でき、各チャンネル
毎に5カ所まで通報できます。
●受信可能距離約100m

セキュリティハウス
通報機能付ワイヤレスコントローラー RX-600CT
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●電源電圧：AC100V●消費電力：15W以下●受
信可能距離：約100m●通報機能：適用回線：アナログ一般回線　通信方
法：モデム通信、音声通報　回線種別：PB/DP（10/20PPS） 通報先：8
カ所登録●警戒入力：侵入×6、非常×1、火災×1、ガス×1●接点出力：総
合1a●サイズ：W290×H200×D56mm

S24-5211 メーカー
標準価格 146,000円（税別）

ワイヤレス�
100m

携帯用
風呂場でも使える簡易防水。ボタンを
軽く握って送信できるペンダント型送信機。
●ボタンを軽く握るだけで送信で
きるペンダントタイプの送信
機。

●ボタンを押したときのみ送信す
る「ワンショット送信モード」とリ
セットするまで送信を続ける「連
続送信モード」の選択式です。

●簡易防水構造のため風呂場で
も使えます（浴槽に浸して使用
することはできません）。
●電池電圧がレベルより下がると
LED表示灯が点滅し、同時に
受信機に電池切れ信号を送信
します。

セキュリティハウス
ペンダント防水型送信機　TX-110
お申込
番　号

●使用電源：ボタン型アルカリ電池：LR44×2個（DC3V）（付属）●電池寿
命：約2年（1日1回の送信回数として）●付加機能：電池切れ報知機能・定期
送信機能・送信モード切替機能●サイズW75×H45.2×D20.3mm

S24-5621 メーカー
標準価格 25,000円（税別）

お申込
番　号
メーカー
標準価格

S25-5311
2,200円（税別）

専用ACアダプター
DC-1115

お申込
番　号
メーカー
標準価格

S25-5421
19,800円（税別）

TX-103A用
電池　BA-103

配線工事不要のワイヤレス！
玄関、勝手口、お部屋を警備する
最適センサーのホームセキュリティ
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異常時は光と音でお知らせ。
電話回線を通じて
「通報」が可能です。

23、24P掲載の商品は
お取り寄せとなります。取�り�寄�せ�



※カタログ記載以外の商品もお取り寄せできます。※仕様やデザインは予告なく変更になることがあります。
※掲載されている価格はメーカー標準価格です。弊社販売価格につきましては、別紙の販売価格表をご覧下さい。25

窓ガラス�

玄　関�

カーポート�

階段・廊下
人の体から発生する遠赤外線を感知して送信。
天井に設置でき、お部屋も階段もすっきり。
●独居高齢者宅などで、通常なら必ず通る場所などに設置。
一定時間検知できない場合、遠く離れた家族への電話通報し
ます。（設定はコントローラ側）

振動�ワイヤレス�100m

東芝LE
人感センサー送信機　SS-ZK10S
お申込
番　号

●使用電源：単三形アルカリ乾電池：LR6×2（DC1.5V×2）（付属）●電池
寿命：約2年（1日100回送信）●検知方式：遠赤外線検知方式（パッシブイン
フラレッド方式）●検知範囲：最長距離12m（感度100％設定時）●電波到
達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ報知機能、定期送信機
能、設置場所に合わせた警戒エリア設定が可能、いたずらなどのカバー取り外
しを検知する「タンパー機能」●サイズ：φ111×H76.5mm

S24-7561 メーカー
標準価格 38,000円（税別）

窓・ベランダ
侵入を感知してお知らせ。
窓の外壁やベランダに設置可能な防水仕様。
●人の動きを知る。
●防水仕様ですから、窓の外
壁やベランダ等への設置
が可能。侵入を感知してお
知らせします。

侵入者�
検知�

人感�
センサ�

ワイヤレス�
100m

東芝LE
屋外・屋内兼用人感センサー送信機　
SS-KZK10S
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ乾電池（6LR61×1）（付属）●電池寿命：約1年（1日50回送
信）●電波到達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ報知機能、定期送
信機能、動作禁止タイマー機能、警戒エリア設定可能（ワイド・ロング・カーテン・スポッ
ト選択式）●サイズ：W77×H171×D70mm●重量：250g（電池含む）

S24-7351 メーカー
標準価格 32,000円（税別）

窓
ガラスルーバー窓、フィックス窓に。
外部からの侵入を検知してお知らせ。

●侵入を知る。
●ガラスルーバー窓やフィックス窓に設置して外
部からの侵入を検知してお知らせします。

侵入者�
検知�

ワイヤレス�
100m

東芝LE
スティック型センサー送信機　SS-ST600S
お申込
番　号

●使用電池：アルカリ乾電池（6LR61×1）●電池寿命：約2年（1日10回送信）●電波到達距離：約100m●主な機能：
電池切れ報知機能、いたずらなどのカバー取り外しを検知するタンパー機能●サイズ：（送信機）W64×D100×H23mm
（スイッチ部）W20×D16×H52mm（ポール部）φ11・φ6×W560～W600mm●重量：110g（電池含む）

S24-7541 メーカー
標準価格 41,000円（税別）

侵入者�
検知� 開閉�

ドア・窓
ドアや2枚窓にセットすれば、
開閉をすばやくお知らせ。
●裏手の窓などに、侵入者検知と閉め忘れをチェックできます。
●どちらから開いても検知できるよう2個のマグネットを装備。
●窓からの侵入検知と閉め忘れをチェックできます。

東芝LE
ドア窓センサー送信機-2 SS-DM20S
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ乾電池6LR61×1（DC9V）（付属）●電池寿命：約2年（1日
10回送信）●電波到達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ報知機能、
定期送信機能、、2枚窓用、いたずらなどのカバー取り外しを検知する「タンパー機能」
●サイズ（送信機）W64×D100×H23mm、（スイッチ部）W50×D14×H14mm、
（マグネット部）W50×D12×H2mm●重量：135g（電池含む）

S24-7341 メーカー
標準価格 23,000円（税別）

侵入者�
検知� 開閉�

ドア・窓
窓の開閉をすばやくお知らせ。
ドア・窓の追加用マグネットセンサー。
●カード式送信機SS-C10S用マグネットセンサー

東芝LE
ドア窓用追加マグネットセンサー　SS-MG45
お申込
番　号

●コード長：4.5m●サイズ：（スイッチ部）W50×D14×H14mm（マグネッ
ト部）W50×D12×H2mm

S24-7361 メーカー
標準価格 3,500円（税別）

車 セルフセキュリティシステム
愛車に起こった異常を素早くお知らせ。
ピラーなどに取付カンタン。
●車を守る。
●大切な愛車は、常に屋外にあるからこそ心配。愛車に起こった異
常を素早くお知らせ。ピラーなどに簡単にとりつけられます。

●付属のリモコンで、車外からセット・リセットが可能。
●7段階に調整可能な振動センサーで車体への異常をキャッチ。
●異常はアラームとフラッシュライトでお知らせし、さらにコントロー
ラーに異常信号を送信。

25、26P掲載の商品は
お取り寄せとなります。

＊車及び車中積置き品は盗難見舞金サービス対象外です。

振動�

東芝LE
車載用センサー送信機　SS-CAR10S
お申込
番　号

●使用電源：（警報器）単三アルカリ乾電池LR6×3（DC1.5V×3）、（送信機）アルカリ乾電
池6LR51×1（DC9V）、（リモコン）アルカリ乾電池×1（DC12V）●電池寿命：（警報器）約
2ヶ月、（送信機）約2年、（リモコン）約1年●検知方式：振動検知●感度設定：感度調節ボリ
ューム付き●送信動作：（送信機）ワンショット送信●付加機能：（送信機）電池切れ報知●付
属品：リモコン、クリップ、マジックテープ、プラグ付接続コード、ヒューズ付接続コード2種●
サイズ：（警報器）W76×D33×H110mm、（送信機）W64×D100×H23mm、（リモ
コン）アンテナ収納時W35×D15.5×H61mm・アンテナ延長時W35×D15.5×
H96mm●重量：（警報器）150g、（送信機）120g、（リモコン）35g

S24-7411 メーカー
標準価格 35,800円（税別）

玄関・居間
玄関・居間など、
人の出入りが気になる所に手軽に設置。
●玄関を見張る。
●遠赤外線を感知して送信。卓上型ですから、設置も移動もカンタン。
●玄関に置いて人の出入りを検知したり、居間などの人の出入りが
気になる所に手軽に
移動して設置できます。

人感�
センサ�

ワイヤレス�
100m

東芝LE
卓上型人感センサー送信機　SS-TZK10S
お申込
番　号

●使用電源：単三形アルカリ乾電池：LR6×2（DC1.5V×2）●電池寿命：約2年（1日
100回送信）●検知方式：遠赤外線検知方式（パッシブインフラレッド方式）●検知範囲：最
長距離20m（感度100％設定時）●電波到達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：
電池切れ報知機能、定期送信機能、面警戒・立体警戒・線警戒レンズ取替え可能、いたずら
などのカバー取り外しを検知する「タンパー機能」●サイズ：W150×H105×D80mm

S24-7551 メーカー
標準価格 25,000円（税別）

火災から　盗難から
大切な家族と
財産を守ります

万一の場合、お見舞金をお支払いします。
東芝のセキュリティシステムをご利用中に盗難や火災の
被害に合われた場合、お見舞い金をお支払いします。万
一、盗難および出火の被害にあったら、警察への届出の
後、サービス事務局にご連絡下さい。
日興実業株式会社（セキュリティコントローラーサービス
事務局） 0120-3434-14
※ご購入から3年の間にどちらか1回のみ

盗難の場合 万円50
最高

盗難被害額に応じて50万
円、30万円、10万円、5
万円のいずれか

火事の場合 万円10
一律

被害額に関係なく一律10
万円

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム

東
芝
ラ
イ
フ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

ワ
イ
ヤ
レ
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
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※カタログ記載以外の商品もお取り寄せできます。※仕様やデザインは予告なく変更になることがあります。
※掲載されている価格はメーカー標準価格です。弊社販売価格につきましては、別紙の販売価格表をご覧下さい。 26

浴　室�

リビング�

�

キッチン�

侵入者�
検知� 開閉�

ドア・窓
窓を守る。窓からの侵入検知と
閉め忘れをチェック！
●玄関を守る。
●ドアや1枚窓にセットすれば、開閉をすばやくお知らせします。

東芝LE
ドア窓センサー送信機-1 SS-DM10S
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ乾電池6LR61×1（DC9V）（付属）●電池寿命：約2年（1日10回
送信）●電波到達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電圧が一定以下になると表示
灯の点滅と電池切れ信号の送信、定期送信機能（電波の到達状況のチェック）、ドア・1枚窓
用、いたずらなどのカバー取り外しを検知する「タンパー機能」●サイズ（送信機）W64×
D100×H23mm、（スイッチ部）W50×D14×H14mm、（マグネット部）W50×D12×
H2mm●重量：94g（電池含む）

S24-7331 メーカー
標準価格 19,500円（税別）

ワイヤレス�
100m

携帯用
家中さまざまな場所から、すぐに通報。
見通し100mまで通報可能。
●非常時を伝える。家中さまざまな場所から、すぐに通報。
●見通し100mまで通報可能だから安心をいつも身につけておけ
ます。

東芝LE
ペンダント式送信機　SS-P10S
お申込
番　号

●使用電源：アルカリボタン電池LR44×2（DC1.5V×2）（付属）●電池寿命：約2年（1
日1回送信）●電波到達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ報知機能、定
期送信機能、ボタンを押せば2.1秒毎に3回送信する「ワンショット送信」（ボタンを押し続
ければ送信を繰り返します）●付属品：ネックストラップ、壁掛けマジックテープ、電池2ヶ●
サイズ：W45.2×D75×H20.3mm●重量：40g（電池、ネックストラップ含む）

S24-7371 メーカー
標準価格 25,000円（税別）

ワイヤレス�
100m

ベッドサイドやトイレ・リビングに。
急に具合が悪くなった時、ワンタッチで通報。
●寝室からでもすぐに通報。
●カード式送信機を枕元などに常備しておけば、急に具合が悪くな
った場合などワンタッチで通報できます。

●ベッドサイドやトイレ･リビングなど、すぐ手の届く場所に置いてお
けば安心です。万一の場合には、スイッチを押せばコントローラー
に送信します。

●カード式送信機SS-C10S用壁掛ホルダー

ベッドサイド・トイレ・リビング

東芝LE
カード用ホルダー SS-CH10
お申込
番　号

●サイズ：W64×D13.5×H85mm

S24-7381 メーカー
標準価格 3,500円（税別）

ワイヤレス�
100m

ワイヤレス�
100m

キッチン
火災を検知！キッチンなど、
普段火を使う場所に。
●火災を検知！
●キッチンなど、普段
火を使う場所向け。

東芝LE
熱感知送信機（定温式） SS-NKT10S
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ乾電池（6LR61×1）●電池寿命：約2年（1日10回送信）●電波到達距
離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ報知機能、定期送信機能、いたずらなどのカバ
ー取り外しを検知するタンパー機能●サイズ：φ120×H80mm●重量：270g（電池含む）

S24-7531 メーカー
標準価格 29,000円（税別）

侵入者�
検知�

ワイヤレス�
100m

ご家庭の気になる所を、センサーが見張り、
セキュリティコントローラーが一括制御。
さまざまな生活シーンに使える、役立つ、3つの特長。
30台まで、送信機接続OK！
万一の場合、外部へ通報
携帯電話からの設定・解除が可能

1 買ったその日からすぐに使える、ラクに設定・カンタン設置。セン
サーはワイヤレスだから、面倒な配線が不要で設置もカンタン。
しかもコントローラーは、電源と電話線をつないで、電話番号と
センサーの登録ですぐに使用できます。

2 異常を音声とブザーでお知らせ。さらに外部に電話で警報を発信。
万一の場合、音声メッセージと警報ブザーを鳴らしてお知らせし
ます。同時に登録した電話番号に電話をかけ、音声メッセージで
警報を送ります。

3 外出先でも電話で警備の設定・解除が可能。うっかり警備をセッ
トし忘れても、外出先から電話で操作して、警備をセットできます。

東芝LE
セキュリティコントローラー　SS-10C
お申込
番　号

●使用電源：AC100V 50/60Hz（専用アダプター使用） 専用ACアダプター：定格出力
DC12V 500mA（付属）●消費電力：最大9W、待機時6W●バッテリー：ニカド電池
（DC9.6V 270mAh）●バッテリー寿命：約2年●設置場所：屋内●設置方法：据置き／壁
掛け兼用●送信機登録台数：最大30台●警備エリア数：全10エリア ・侵入エリア：7エリ
ア（内カーエリア：1エリア）、・非常エリア：2エリア、・ファミリーエリア：1エリア●通報先電話
番号登録件数：最大5件●接続電話回線：一般アナログ電話回線（ダイヤル回線：DP／PB
信号）●収容回線：1回線●通信方式：モデム通信（ITU規格 V.23に準拠）●接続部：①AC
アダプタ接続用ジャック1ヶ②電話回線接続用モジュラージャック1ヶ③電話機接続用モジュ
ラージャック1ヶ●主な機能：①全エリア（1～7エリア）を警備する「留守番警備」②任意のエ
リア（8、9エリアを除く）を警備する「在宅警備」③安心確認ができる「ファミリー機能」④緊急
時に通報動作する「非常ボタン」⑤バッテリーの状態がチェックできる「電池チェック機能」⑥外
部電話から操作できる「テレコン機能」●通報の種類：①侵入発生通報（侵入発生時）②非常発
生通報（緊急発生時）③安心確認通報（ファミリー機能異常検知時）④非常ボタン通報（非常ボ
タン押込み時）●付属品：ACアダプタ（3m）1ヶ、電話線（3ｍ）1本、バッテリー1ヶ、セキュ
リティラベル1枚、壁取付ネジ2本、壁取付シート1枚●サイズ：（外寸）W145×D200×
H43.5mm（アンテナ除く）●重量：本体740g（バッテリー含む）、バッテリー97g

S24-7211 メーカー
標準価格 148,000円（税別）

リビング・寝室
火の気のない部屋に。
急激な温度変化をキャッチして火災を検知！
●火災を検知！
●リビングや寝室など、通
常火の気のない部屋の
急激な温度変化をキャ
ッチ。

東芝LE
熱感知送信機（差動式） SS-NKS10S
お申込
番　号

●使用電源：アルカリ乾電池（6LR61×1）（付属）●電池寿命：約2年（1日10回送信）●電波到達
距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ報知機能、定期送信機能、いたずらなどのカバ
ー取り外しを検知するタンパー機能●サイズ：φ120×H68.5mm●重量：310g（電池含む）

S24-7521 メーカー
標準価格 29,000円（税別）

東芝LE
カード式送信機　SS-C10S
お申込
番　号

●使用電源：二酸化マンガンリチウム電池 CR2032×1（DC3V）（付属）●電池寿命：
約2年（1日1回送信）●電波到達距離：約100m（見通し距離）●主な機能：電池切れ
報知機能、定期送信機能、ボタンを押せば1回送信する「ワンショット送信」（ボタンを押
し続ければ送信を繰り返します）●付属品：登録№ステッカー、壁掛けマジックテープ（1
対）、電池1ヶ●サイズ：(外寸）W54×D85×H6mm●重量：27g（電池含む）

SS-C10S SS-CH10

S24-7321 メーカー
標準価格 12,000円（税別）
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別売ホルダーをつ
ければ、壁にも掛
けられます


