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勝手口
ピッキングな ど、
カギの破壊によって
侵入

柵
塀・フ了ンスを乗•}
越えての侵入

窓ガラス
サッシやガラスを
こじ開けたり、破壊
して侵入

居間
異常が起きた場合
感知し通報

台所
目を離した隙の台
所での火事やガス
漏れの感知通糧

非常階段
入りやすくて人目に
つかない非常階段
での不審者の侵入

トイレ
トイレでの不審者の
居残りが無いかを
蜘

裏口
人 目 に付か な い
裏口からの優入

畠質慄謳•免責事項 Information 

品質保甑について
本カタログに掲戟のセキュリティ ・ 情報機器商品の品質は、弊社品質保証規定に基づき保証させていただいております。万 ー不具合な点がござい
ましたら、お買い上げの販売店又はもよりの弊社営業所にお申し付けください。

［慄証覇闊］
弊社製造品に限り納入後1ヶ年と致します。ただし、弊社が販売する他メ ーカーの商品につきましては、製造元の規定に塗拠させていただきます。
（別途保証期関の記載があるものは除く）

［保証範即
保証期間中le弊社の責による故障が生じた場合は、弊社側の責任において修理または交換をさせていただきます。
ただし、次の場合は保証の範l!!I外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合
②工事上の誤り、不当な改造・修理による場合
③販売後の運搬、落下、車の衝突などによる場合
④天災、災害などによる場合
なお、ここでいう保証は商品単体の保証を意味するもので、商品の故陣により誘発される損害Iこついてはご容赦いただきます。

［日常曲検について］
●取扱説明書に従って行ってください。取扱説明書に記戯がない商品については、週11ll程度は定期的に動作確認を行ってください。
●お手入れの際は、やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布

で軽くふいた後、洗剤が残らないようにふき取ってください。
シンナ ー、ベンジンなどは使用しないでください。（プラスチック部分が変形、変質するおそれがあります）

免責事項9こついて
※本カタログに褐戟の商品は、各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、

犯行防止器、災害防止器、蝶境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万 一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、
環塊破壊事故、施工上の不備などによる事故損害については賣任を負いかねます。

※取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
※取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
※地震・言（誘導匿サ ージを含む）およぴ弊社の責任以外の火災 、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他

異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
※本商品の使用または使用不能から生ずるf寸随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化 ・ 消失、通信機会の消失など）に

関して、弊社は一切の責任を負いません。
※本商品に付属している専用リチウム電池以外の電池はテスト用電池です。電池は本商品の製造時に同梱していますので、お買い上げ時期に

より所定の使用時間を満たさないうちに、寿命が切れることがあります。また、自然放雷等によって、まれに電池寿命が切れている場合がありま
すのでご了承ください。
テスト用霞池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
交換用には、必ず取扱説明書に記載された指定電池をご使困ください。
指定外の電池を使用された場合は、規定の性能を満たすことができません。

※保守点検や施工上の不備、取扱説明書の記戦内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
※弊社が関与しない接続機器、ソフトゥェアとの組み合わせによる誤動作（誤報・失報を含む）などから生じた損害に関して、弊社は一切貢任を

負いません。
※お客様による監視映像•音声集音（記録を含む）が何らかの理由によI)公となりまたは使用され、その結果、被写体となった個人または団体など

によるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなどについては、弊社は一切の責任を負いません。
※本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

圃人情籍の慄璽について

本製品を使俎したシステムで撮影された個人が判別できる情
報は、「個人情報の保謹に関する法律」で定められた「個人情
報」に該当します。

［インタ ーネット縫由でご使用になる場合のご注意］

※法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。
※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての

経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人
情報に該当する事例」を参照してください。

ネットワークカメラ！レコ ーダー等のインターネットヘの接続時には第三者による映像
の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確蒻ください。
①ユ ーザーの認証がONになっているかの確認
②独自のユーザ一名／バスワードを設定
③工場出荷時のユーザ一名／パスワ ードを削除
④バスワ ードの定期的 (1ヶ月に1 回程度）な変更。

■品質保翫とアフターサーピス■ ■保守点検■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサーピス体制を整えています。 弊社商品«Isさにご使川いただくため、必ず商品渕寸の「取扱説用肖」をよく3軒tの上、正しく設置・選川レてくだ包ヽ。

゜研玉―シ ジニ．アリング株式会社
事業本部〒607-8''6京都市山科区東野五条通外環西入83-• m(07S}S9'-72" (代) >AX(07S)S0,-2改応
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•仕様など予告な（変更する場合がありますのでさ了承ください． •このカタログの記武内空け,,,,年'"月現在のものです．

※このカタログについてのお問い合せは、販売店もしくは、弊杜に
ご相談ください。

■販売店名■

"'"°'""'°""'""·" 

1 犯罪の統計と珊状把握 I

手口は大胆・凶悪化

●窓ガラスや扉を破つての侵入

•シャッタ 一をこじ開けて侵入

●車でつつこんで侵入

·t
� •ピッキング

●盗むものがないと腹いせに放火

●居直り強盗

•カム送り解錠

●サムタ ー ン回し

●金庫こと盗む ●犯罪の組織化、外国人の犯罪急増 ●焼きやぶり など

優入窃盗の認知状況の推移

1件）

◆僅入窃盗の認知状況の推移
侵入窃盗の認知件数は、平成15年以降減少に転じ、平成30年は62,745件で前年比
-14.2%と16年連続で減少しています。
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このうち住宅対象侵入窃盗は、平成16年以降減少しておリ、平成30年は31,505件
で前年比ー14.9%と、同じく連続して減少しています。
しかしながら、一日当たり約86件もの住宅に対する侵入窃盗が
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,00000 

発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。
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盗難の親状

そ呻4.3'

儘入窃盗の1曼入手段
不硝

4.9% 

空き巣ねらいの優入方法（一門皇て住宅の場合）

●侵入ロ・・・

「窓」「表出入り口」からが多い。
※表出入リロの場合は無締ま，)のものも多い。きちんと戸締まりをしてある場合は、

勝手口、表ガラス戸から侵入する。

•ー戸建て住宅...

ベランダ・台所・風呂場などの窓を割って入る「ガラス破り」が多い。

•マンション・・・

地上階がガラス破りの被害廊下・格子を破る被害や隣のベランダ
から移っての被害も多い。「マンションの最上階は、屋上から見ると
1階下なだけ…」ある泥棒の告白。

儘入窃盗の儘入口
不覇

6.3% 

泥棒への事情聴取より

倭入を諦める所要時闘
10分心8.6%_

出典·(財）都市防犯研究センター

出典讐察庁註., 頁1斗
（平成改）年度〉



トイレ
トイレでの倒れ込み
や、 異常感知

風呂
風呂場での体調不
良などの異常親知

駐車場
人目がつかない駐
車場や、夜の暗闇
での車荒らし

入口
昼間 ・夜間の不審
者の侵入

駐車場
夜間、 人目につか
ない註車場での車
上荒らし

事務所
他所での侵入、緊
急時の通知

□□ 101

し」

勝手口
ピッキングな ど、
カギの破壊によって
侵入

柵
塀・フ了ンスを乗•}
越えての侵入

窓ガラス
サッシやガラスを
こじ開けたり、破壊
して侵入

居間
異常が起きた場合
感知し通報

台所
目を離した隙の台
所での火事やガス
漏れの感知通糧

非常階段
入りやすくて人目に
つかない非常階段
での不審者の侵入

トイレ
トイレでの不審者の
居残りが無いかを
蜘

裏口
人 目 に付か な い
裏口からの優入

畠質慄謳•免責事項 Information 

品質保甑について
本カタログに掲戟のセキュリティ ・ 情報機器商品の品質は、弊社品質保証規定に基づき保証させていただいております。万 ー不具合な点がござい
ましたら、お買い上げの販売店又はもよりの弊社営業所にお申し付けください。

［慄証覇闊］
弊社製造品に限り納入後1ヶ年と致します。ただし、弊社が販売する他メ ーカーの商品につきましては、製造元の規定に塗拠させていただきます。
（別途保証期関の記載があるものは除く）

［保証範即
保証期間中le弊社の責による故障が生じた場合は、弊社側の責任において修理または交換をさせていただきます。
ただし、次の場合は保証の範l!!I外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合
②工事上の誤り、不当な改造・修理による場合
③販売後の運搬、落下、車の衝突などによる場合
④天災、災害などによる場合
なお、ここでいう保証は商品単体の保証を意味するもので、商品の故陣により誘発される損害Iこついてはご容赦いただきます。

［日常曲検について］
●取扱説明書に従って行ってください。取扱説明書に記戯がない商品については、週11ll程度は定期的に動作確認を行ってください。
●お手入れの際は、やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布

で軽くふいた後、洗剤が残らないようにふき取ってください。
シンナ ー、ベンジンなどは使用しないでください。（プラスチック部分が変形、変質するおそれがあります）

免責事項9こついて
※本カタログに褐戟の商品は、各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、

犯行防止器、災害防止器、蝶境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万 一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、
環塊破壊事故、施工上の不備などによる事故損害については賣任を負いかねます。

※取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
※取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
※地震・言（誘導匿サ ージを含む）およぴ弊社の責任以外の火災 、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他

異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
※本商品の使用または使用不能から生ずるf寸随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化 ・ 消失、通信機会の消失など）に

関して、弊社は一切の責任を負いません。
※本商品に付属している専用リチウム電池以外の電池はテスト用電池です。電池は本商品の製造時に同梱していますので、お買い上げ時期に

より所定の使用時間を満たさないうちに、寿命が切れることがあります。また、自然放雷等によって、まれに電池寿命が切れている場合がありま
すのでご了承ください。
テスト用霞池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
交換用には、必ず取扱説明書に記載された指定電池をご使困ください。
指定外の電池を使用された場合は、規定の性能を満たすことができません。

※保守点検や施工上の不備、取扱説明書の記戦内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
※弊社が関与しない接続機器、ソフトゥェアとの組み合わせによる誤動作（誤報・失報を含む）などから生じた損害に関して、弊社は一切貢任を

負いません。
※お客様による監視映像•音声集音（記録を含む）が何らかの理由によI)公となりまたは使用され、その結果、被写体となった個人または団体など

によるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなどについては、弊社は一切の責任を負いません。
※本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

圃人情籍の慄璽について

本製品を使俎したシステムで撮影された個人が判別できる情
報は、「個人情報の保謹に関する法律」で定められた「個人情
報」に該当します。

［インタ ーネット縫由でご使用になる場合のご注意］

※法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。
※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての

経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人
情報に該当する事例」を参照してください。

ネットワークカメラ！レコ ーダー等のインターネットヘの接続時には第三者による映像
の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確蒻ください。
①ユ ーザーの認証がONになっているかの確認
②独自のユーザ一名／バスワードを設定
③工場出荷時のユーザ一名／パスワ ードを削除
④バスワ ードの定期的 (1ヶ月に1 回程度）な変更。

■品質保翫とアフターサーピス■ ■保守点検■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサーピス体制を整えています。 弊社商品«Isさにご使川いただくため、必ず商品渕寸の「取扱説用肖」をよく3軒tの上、正しく設置・選川レてくだ包ヽ。
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•仕様など予告な（変更する場合がありますのでさ了承ください． •このカタログの記武内空け,,,,年'"月現在のものです．

※このカタログについてのお問い合せは、販売店もしくは、弊杜に
ご相談ください。

■販売店名■

"'"°'""'°""'""·" 

1 犯罪の統計と珊状把握 I

手口は大胆・凶悪化

●窓ガラスや扉を破つての侵入

•シャッタ 一をこじ開けて侵入

●車でつつこんで侵入

·t
� •ピッキング

●盗むものがないと腹いせに放火

●居直り強盗

•カム送り解錠

●サムタ ー ン回し

●金庫こと盗む ●犯罪の組織化、外国人の犯罪急増 ●焼きやぶり など

優入窃盗の認知状況の推移

1件）

◆僅入窃盗の認知状況の推移
侵入窃盗の認知件数は、平成15年以降減少に転じ、平成30年は62,745件で前年比
-14.2%と16年連続で減少しています。
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このうち住宅対象侵入窃盗は、平成16年以降減少しておリ、平成30年は31,505件
で前年比ー14.9%と、同じく連続して減少しています。
しかしながら、一日当たり約86件もの住宅に対する侵入窃盗が
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発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。
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盗難の親状

そ呻4.3'

儘入窃盗の1曼入手段
不硝

4.9% 

空き巣ねらいの優入方法（一門皇て住宅の場合）

●侵入ロ・・・

「窓」「表出入り口」からが多い。
※表出入リロの場合は無締ま，)のものも多い。きちんと戸締まりをしてある場合は、

勝手口、表ガラス戸から侵入する。

•ー戸建て住宅...

ベランダ・台所・風呂場などの窓を割って入る「ガラス破り」が多い。

•マンション・・・

地上階がガラス破りの被害廊下・格子を破る被害や隣のベランダ
から移っての被害も多い。「マンションの最上階は、屋上から見ると
1階下なだけ…」ある泥棒の告白。

儘入窃盗の儘入口
不覇

6.3% 

泥棒への事情聴取より

倭入を諦める所要時闘
10分心8.6%_

出典·(財）都市防犯研究センター

出典讐察庁註., 頁1斗
（平成改）年度〉



トイレ
トイレでの倒れ込み
や、 異常感知

風呂
風呂場での体調不
良などの異常親知

駐車場
人目がつかない駐
車場や、夜の暗闇
での車荒らし

入口
昼間 ・夜間の不審
者の侵入

駐車場
夜間、 人目につか
ない註車場での車
上荒らし

事務所
他所での侵入、緊
急時の通知

□□ 101

し」

勝手口
ピッキングな ど、
カギの破壊によって
侵入

柵
塀・フ了ンスを乗•}
越えての侵入

窓ガラス
サッシやガラスを
こじ開けたり、破壊
して侵入

居間
異常が起きた場合
感知し通報

台所
目を離した隙の台
所での火事やガス
漏れの感知通糧

非常階段
入りやすくて人目に
つかない非常階段
での不審者の侵入

トイレ
トイレでの不審者の
居残りが無いかを
蜘

裏口
人 目 に付か な い
裏口からの優入

畠質慄謳•免責事項 Information 

品質保甑について
本カタログに掲戟のセキュリティ ・ 情報機器商品の品質は、弊社品質保証規定に基づき保証させていただいております。万 ー不具合な点がござい
ましたら、お買い上げの販売店又はもよりの弊社営業所にお申し付けください。

［慄証覇闊］
弊社製造品に限り納入後1ヶ年と致します。ただし、弊社が販売する他メ ーカーの商品につきましては、製造元の規定に塗拠させていただきます。
（別途保証期関の記載があるものは除く）

［保証範即
保証期間中le弊社の責による故障が生じた場合は、弊社側の責任において修理または交換をさせていただきます。
ただし、次の場合は保証の範l!!I外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合
②工事上の誤り、不当な改造・修理による場合
③販売後の運搬、落下、車の衝突などによる場合
④天災、災害などによる場合
なお、ここでいう保証は商品単体の保証を意味するもので、商品の故陣により誘発される損害Iこついてはご容赦いただきます。

［日常曲検について］
●取扱説明書に従って行ってください。取扱説明書に記戯がない商品については、週11ll程度は定期的に動作確認を行ってください。
●お手入れの際は、やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布

で軽くふいた後、洗剤が残らないようにふき取ってください。
シンナ ー、ベンジンなどは使用しないでください。（プラスチック部分が変形、変質するおそれがあります）

免責事項9こついて
※本カタログに褐戟の商品は、各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、

犯行防止器、災害防止器、蝶境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万 一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、
環塊破壊事故、施工上の不備などによる事故損害については賣任を負いかねます。

※取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
※取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
※地震・言（誘導匿サ ージを含む）およぴ弊社の責任以外の火災 、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他

異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
※本商品の使用または使用不能から生ずるf寸随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化 ・ 消失、通信機会の消失など）に

関して、弊社は一切の責任を負いません。
※本商品に付属している専用リチウム電池以外の電池はテスト用電池です。電池は本商品の製造時に同梱していますので、お買い上げ時期に

より所定の使用時間を満たさないうちに、寿命が切れることがあります。また、自然放雷等によって、まれに電池寿命が切れている場合がありま
すのでご了承ください。
テスト用霞池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
交換用には、必ず取扱説明書に記載された指定電池をご使困ください。
指定外の電池を使用された場合は、規定の性能を満たすことができません。

※保守点検や施工上の不備、取扱説明書の記戦内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
※弊社が関与しない接続機器、ソフトゥェアとの組み合わせによる誤動作（誤報・失報を含む）などから生じた損害に関して、弊社は一切貢任を

負いません。
※お客様による監視映像•音声集音（記録を含む）が何らかの理由によI)公となりまたは使用され、その結果、被写体となった個人または団体など

によるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなどについては、弊社は一切の責任を負いません。
※本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

圃人情籍の慄璽について

本製品を使俎したシステムで撮影された個人が判別できる情
報は、「個人情報の保謹に関する法律」で定められた「個人情
報」に該当します。

［インタ ーネット縫由でご使用になる場合のご注意］

※法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。
※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての

経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人
情報に該当する事例」を参照してください。

ネットワークカメラ！レコ ーダー等のインターネットヘの接続時には第三者による映像
の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確蒻ください。
①ユ ーザーの認証がONになっているかの確認
②独自のユーザ一名／バスワードを設定
③工場出荷時のユーザ一名／パスワ ードを削除
④バスワ ードの定期的 (1ヶ月に1 回程度）な変更。

■品質保翫とアフターサーピス■ ■保守点検■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサーピス体制を整えています。 弊社商品«Isさにご使川いただくため、必ず商品渕寸の「取扱説用肖」をよく3軒tの上、正しく設置・選川レてくだ包ヽ。
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•仕様など予告な（変更する場合がありますのでさ了承ください． •このカタログの記武内空け,,,,年'"月現在のものです．

※このカタログについてのお問い合せは、販売店もしくは、弊杜に
ご相談ください。

■販売店名■
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