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リバティ－スカ－トＭＤ
新発売

☆自動販売機、下部のキバンに取付
   る事により、ゴミ、硬貨等が入り込む
   ことを防ぎ、足もとをすっきり！

☆転倒防止板仕様でも容易に取付が
   可能です。（現場加工が簡単）

☆幅が１４００（ｍｍ）までの自由な
 　寸法で取付が可能です。
　
☆水性塗料で着色可能です。
 　

リバティ－スカ－トＭＤ

※消費税・送料等は別途申し受けます。
※改良により、仕様・形状を予告なく変更する場合があります。

＞仕様（屋内用）＜
 　型式：ＴＳ-１５９０ＭＤ（Ｆ）
   材質： エンビ硬質+軟質の押出し品
   色： 薄いグレ－
   調整幅： ～１４００（㎜）
   奥行き： ～約７５０（㎜）
   高さ寸法（全高）： ９０ｍｍ
         軟質部１２ｍｍは容易に加工が可能
   取付方法： ビス止め（位置決め有）
   保管・使用可能温度：４０℃以下

転倒防止板仕様

右コーナー部

希望小売価格：　～２セット　　＠３２５０円
　　　（税別）　 　３～９セット  　＠２６００円
                    １０セット～　　  ＠２３００円

  

（税別）

１セット：スカ－トマエ（長い）→１枚
      　　 スカ－トＢ（短い）→１枚
   　　　　スカートＣ（短い）→１枚
            ドリルネジ４ｘ１６→１０本付属

（お客様でお願い致します）



＞交換ができる＜
パレットトラック用ホイ－ル

本体は関西地区販売です
（送料が必要になる場合があります。）

㈱をくだ屋技研製
◆標準ハンドパレット対応

㈱スギヤス製
◆特殊ハンドパレット対応

◆標準ハンドパレット対応

本体は関西地区販売です
（送料が必要になる場合があります。）

ホイ－ル寸法：φ４５×幅７３ｍｍ
　　　　材質：ＭＣナイロン

ホイ－ル寸法：φ４０×幅５０ｍｍ
　　　　材質：ＭＣナイロン

ホイ－ル寸法：φ５０×幅９８ｍｍ
　　　　材質：ウレタン（耐水性）

標準型低床（最低位：５０ｍｍ）

極低床型（最低位：４０ｍｍ）

超低床タイプ（最低位：４５ｍｍ）

１セット

・ 寸法ご確認の上ご注文をお願い致します。

・ 上記価格に、 消費税は含まれておりません。

・◆本体以外の部品価格が１万円以上は送料無料です。

　但し、 北海道 ・沖縄 ・離島は別途送料が必要です。

・ 上記記載の内容については予告なく変更する場合があります。

１セット

１セット

対応型式

CPL-10M-85 ・ CPL-10M-100

CPL-10S-107 ・ CPL-10L-122

CPL-10B-85

対応型式

BM10SS-L40 ・ BM10S-L40

BM10M-L40 ・ BM10C-L40

対応型式

BM08SS-L50 ・ BM08M-L50

BM08LL-L40 ・ BM15SS-L50

BM15M-L50 ・ BM15LL-L50
注意：耐油性ではありません。
　　　油の多い場所でのご使用は
　　　避けて下さい。

都度見積

極低床型
◆本体

都度見積

◆本体

\5,130\5,700
\4,000
\1,700

\2,500\2,650\2,900
\1,130
\490
\1,280

\2,620\2,780\3,090
\1,600
\490
\1,000





品名 希望小売価格（税別） 材質 外寸（㎜）

側溝用
ＵＤブロック
（ボルト付）

２個～

６個～

＠３４５０円

＠２９７０円

溶融亜鉛メッキ

ＳＳ４００（t=4.5）

幅

高さ

奥行

１４０

１２５～
     ２００

１３０

（組立時）

H200㎜

H175㎜

H150㎜

H125㎜

140 130









   


 

 



  

 
 
   

 





トラッキング火災とは、

①経年変化により電源プラグにホコリが付着する
↓

②ホコリが空気中の水分を吸着する
↓

③電源プラグの両端子間に微弱電流が流れる
↓

④電源プラグの端子間の表面に炭化伝導路（トラック）が形成
↓

⑤炭化が進行し、突然プラグが発火する

タイトラキャップとは、

トラッキング火災を防止する為に開発された商品です。

タイトラキャップを各電気製品の電源プラグ端子根元に
接着することにより、端子の根元部分を絶縁させます。

電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショ－ト
しない為、トラッキング火災を防止することができます。

品名 タイトラキャップ
品番 ＴＴＣＰ-１００
仕様 タイトラキャップ１００個入り（５０プラグ分）/１袋

専用刷毛付瞬間接着剤１個同梱
タイトラ対策済シ－ル５４枚同梱

単価 １袋　￥3,960 （税別）



自販機用パッキン（使用場所、仕様）例自販機用パッキン（使用場所、仕様）例自販機用パッキン（使用場所、仕様）例自販機用パッキン（使用場所、仕様）例

全体図全体図全体図全体図
詳細図（上部左）詳細図（上部左）詳細図（上部左）詳細図（上部左） 詳細図（上部ヒンジ側）詳細図（上部ヒンジ側）詳細図（上部ヒンジ側）詳細図（上部ヒンジ側）

NO.2018.2

①サンプル棚周り
②本体ストッパー用

①

②

⑤ヒンジ側用

④パネル全周囲

パッキン仕様
寸法（mm) 備考

NO 品番 材質 色 厚み のり接着面巾 提供長さ 梱包単位
① SF E(7*10) シーフレックス 黒 7 10 2000 100
② CR S(8*50) CRスポンジ 黒 8 50 2000 20
③ CR S(6*11) CRスポンジ 黒 6 11 2000 87
④ CR S(6*8) CRスポンジ 黒 6 8 2000 125
⑤ SF E(15*15) シーフレックス 黒 15 15 2000 65
⑥ IA S(3*1000) イノアックスポンジ(B-200) グレー 3 1000 1000 5
他機種 ECS(25*15) ウレタンスポンジ　ECS 白 25 15 2000 65

SF E(25*17) シーフレックス 黒 25 17 2000 56

・機種により、仕様が異なっていますので、現物確認の上ご指示ください。
・他のパッキンについて、材質・寸法を指定頂ければ、作成承ります。

③扉下部トユ

用

⑥断熱用

（扉及び断熱

扉等）





防盗警報装置（タイプⅤ　ＤＣ２４Ｖ式）仕様概要

特長 ●約１秒間でＬＥＤが点滅し、装置の駆動中を表示
●監視カメラ（ダミー）付でより防盗性の向上
●アンテナ（ダミー）付、ＯＮＬＩＮＥシステムのイメージアップ
●日本文字、英文字、中国簡体字、韓国ハングル文字、ロシア文字の

五カ国語のステッカ－付
●自販機側から電源供給で電池交換不要

（コインメカコネクタから２４Ｖ電源分岐）
●自販機の電源を切られてもＬＥＤ電源バックアップ

（リチュウム電池で約４０日間持続）
●マグネット付アルミケースで自販機デイスプレイパネル内部のどこでも装着可能

仕様

型式

外形寸法

本体ケース

ＬＥＤ

電源

電源スィッチ

ハーネス

重量

ＫＴ-ＪＢＬ０５

Ｈ　６０　×　Ｗ　９０　×　Ｄ　２０　ｍｍ

アルミケース（マグネット付、カメラ付警報装置表示）

赤色ＬＥＤ

ＤＣ２４Ｖ

基板装着ＯＮ-ＯＦＦスライドスィッチ

ＸＬ８Ｐコネクタ分岐　Ｌ＝２５００

１４６ｇ

ＬＥＤ点滅表示器の防盗警報装置の安価なダミーです。
自販機の防盗装置との併用で、より防盗性が増します。



市場のご要望にお応えして市場のご要望にお応えして市場のご要望にお応えして市場のご要望にお応えして
　ディスプレーでの取付けが容易な　ディスプレーでの取付けが容易な　ディスプレーでの取付けが容易な　ディスプレーでの取付けが容易な
　　巾寸法６０ｍｍのスリムな　　巾寸法６０ｍｍのスリムな　　巾寸法６０ｍｍのスリムな　　巾寸法６０ｍｍのスリムな

縦型新登場縦型新登場縦型新登場縦型新登場

仕　様仕　様仕　様仕　様

横型の ＡＢＳ樹脂成型の曲線のある取付け容易な縦型

従来機種従来機種従来機種従来機種 新機種 大型新機種 大型新機種 大型新機種 大型 新機種 縦型新機種 縦型新機種 縦型新機種 縦型

ＫＴ-ＪＢＬ０５ ＫＴ-ＪＢＫ０１ ＫＴ-ＪＢＬＴ-０１ＫＴ-ＪＢＬＴ-０１ＫＴ-ＪＢＬＴ-０１ＫＴ-ＪＢＬＴ-０１

縦型防盗警報装置（ダミー）縦型防盗警報装置（ダミー）縦型防盗警報装置（ダミー）縦型防盗警報装置（ダミー）

横型の ＡＢＳ樹脂成型の曲線のある取付け容易な縦型

　　　標準デザイン　　　標準デザイン　　　標準デザイン　　　標準デザイン 　　　目立つ大型デザイン　　　目立つ大型デザイン　　　目立つ大型デザイン　　　目立つ大型デザイン 　　　スリムデザイン　　　スリムデザイン　　　スリムデザイン　　　スリムデザイン

外　観外　観外　観外　観

本体本体本体本体

ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ

警報ブザー警報ブザー警報ブザー警報ブザー

電源電源電源電源

ハーネスハーネスハーネスハーネス

重量重量重量重量

いずれも　付属品でロシア語追加の５ヶ国語　警告シール付
（日本語，英語、中国語、ハングル語，ロシア語）

別途　警報ブザーも揃えていますのでよろしく御願いします。別途　警報ブザーも揃えていますのでよろしく御願いします。別途　警報ブザーも揃えていますのでよろしく御願いします。別途　警報ブザーも揃えていますのでよろしく御願いします。

分岐ハーネス　Ｌ＝3000
１８０ｇ

アルミ
赤色ＬＥＤ

なし
ＤＣ２４Ｖ

Ｈ90×Ｗ６０Ｗ６０Ｗ６０Ｗ６０×Ｄ20
（Φ6×30アンテナ）

ＡＢＳ樹脂
赤色ＬＥＤ 赤色ＬＥＤ

Ｈ60×Ｗ90×Ｄ20 Ｈ93×Ｗ90×Ｄ26
（Φ6×30アンテナ） （Φ6.9×20アンテナ）

外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法

分岐ハーネス　Ｌ＝3000 分岐ハーネス　Ｌ＝3000
１８０ｇ １８２ｇ

なし なし
ＤＣ２４Ｖ ＤＣ２４Ｖ

アルミ



➡

駐車場・倉庫などの防犯対策、ごみの不法投棄・迷惑駐車などの防止対策をお考えの方へ

防犯カメラ防犯カメラ 付き自動販売機を設置しませんか！自動販売機を設置しませんか！

お客様負担の
初期費用
お客様負担の
初期費用

自動販売機の管理・運営にお客様のお手間を一切かけません！

★夜でも見える赤外線カメラ
　暗闇でも赤外線光を照射し物体を
　照らし出します。

★約３日間録画可能
　内蔵された SDカードへ録画します。

★録画データは、パソコンで再生可能
　有事の際には SDカードからパソコンで
　録画データが再生可能です。

防犯カメラ特徴

【機器の管理・運営について】

自動販売機はお客様に一切のお手間をかけない「フルサービス方式」です。
◆自販機の選定
　中身商品は一流メーカーの中から御相談の上決定致します。
◆自販機の設置
　100V 電源と設置スペースがあれば、商品数・自販機寸法など御相談の上決定し、
　弊社協力会社にて設置致します。
◆自販機の管理
　定期的に担当者が巡回し、商品の補充・売上代金管理・空き缶回収などを行います。
◆販売手数料のお支払い
　販売商品・価格などの諸条件により、御相談の上決定し、お支払い致します。
　（契約期間は 3年以上にてお願い致します。）
◆防犯カメラの動作確認
　お客様にてモニターを使用し、定期的に画像・録画状況の御確認をお願い致します。

00円円



撮像素子

総画素数

水平解像度

映像出力解像度

映像出力端子

赤外線 LED

赤外線監視可能距離

逆光補正 (BACKLIGHT)

デイ＆ナイト

モーション機能

プライバシーマスク機能

ミラー機能

画角

最低被写体照度

周辺動作温度

外形寸法

重量

電源

映像
入力チャンネル

出力

録画画質

再生スピード

保存媒体

インターフェイス

フレームレート

解像度

映像圧縮

解像度

静止画画質

録画モード

録画フレームレート (NTSC)

画面検索方法

バックアップデバイス

ファイル形式

バックアップデータの作成

モーション録画機能

本体材質

本体配色

本体外形寸法

本体重量

電源

1 入力 (RCAJ 端子 )

AHD:1280×720(720p)

アナログ (CVBS)

メイン出力 :RCAJ 端子 ×1※コンポジット接続可能なモニターが必要

30fps

コンポジット出力

H.264

AHD:1280×720(720p) / アナログ (CVBS)

AUTO/512Kbit/1Mbit/1.5Mbit/2Mbit/2.5Mbit/3Mbit/3.5Mbit/

4Mbit/4.5Mbit/5Mbit/5.5Mbit/6Mbit/6.5Mbit/7Mbit/7.5Mbit/8Mbit

LOW/MIDDLE/HIGH

連続 / 手動 / スケジュール / 動体検知

最大 30fps

ファイル検索

再生 / 早送り ×2.×4.×8.×16.×32/ 早戻し ×2.×4.×8.×16．×32.

/ 一時停止

MicroSD(※最大 128GB まで )

外付け HDD(※最大 1TB まで )

USB2.0 ※取り付けているマイクロ SD・USB2.0・外付け HDD を

PC へ移す形でのバックアップ

MicroSD/USB 外付け HDD

AVI 形式 (H.264)

AVI 形式が再生可能なパソコン

有

アルミニウム

ブラック

61(W)×78.5(D)×14(H)mm

約 70g(※ケーブル・保存媒体含まず）

DC12V

表示

録画

再生

バック
アップ

アラーム

電源・本体
・その他

Panasonic 製

1/3 inch CMOS Sensor

52 万画素

600TV 本

928×480

BNCJ 端子

5ｍｍ LED 30 個 850mm

最大約 10ｍ

OFF / BLC(1 エリア設定 ) 

/ HSBLC(4 マスクエリア設定可能）

EXT / B/W( 白黒 ) / COLOR /AUTO

※本製品は EXT に設定してください

OFF / ON(4 エリア設定可能 )

OFF / ON(4 エリア設定可能 )

上下左右反転可能

水平角度約 67 度

0Lux ※赤外線 LED 作動時

-10℃～ 50℃

66(W)×111(D)×64(H)mm

※寸法に取り付け金具は含みません

約 330g　※取付金具含む

DC12V/ 約 372mA

※赤外線 LED 作動時

≪注意事項≫
※事前に設置場所の確認・審査を行い、お客様のご希望に添えない場合もございますので、御了承下さい。
※本商品は犯罪の防止をお約束するものではありません。
　その為、設置後のいかなる責任も当社では一切負いかねます。御了承下さい。
※今回の設置は、大阪府内（北は茨木市、南は貝塚市まで）に限らせていただきます。
※本商品の仕様外観は改良の為、予告無く変更する場合があります。

※商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

録画機 仕様

機器仕様・注意事項

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらまで

防犯カメラ 仕様



▼

防

その他、お客様のご要望に応じた、商品を御提案致します !

防犯カメラと警備システムの機能を
1 台で担うことで安価な価格を実現 !

屋外と屋内など、複数箇所の監視に！ 侵入者を威嚇音で撃退 !

安価に警備システムが、構築頂けます !
詳しい機能は裏面をご覧ください !

弊社オリジナル商品

DIY 警備システム COMPACT 基本ユニットDIY 警備システム COMPACT 基本ユニット

\\ ～～
( 税別・工事費別 )186,000186,000 \\35,00035,000 \\ ～～～～

（1 台） （1 台）4,2004,200

※別途、設置・配線部材が必要となります。
警戒・解除 SW

人感センサー

警備システム警備システム

今すぐお電話を !

防犯カメラ・セキュリティ機器 御見積無料 !

メールでのお問い合わせは→ tts.main@nifty.com

大阪市平野区・八尾市の皆様へ

地域密着店だからできる強みがあります !

近年増え続ける犯罪に 巻き込まれないために !

・設置している防犯カメラの画質が不鮮明

・いたずら防止に防犯カメラを設置したい

・近隣の家に侵入盗の被害があった

・愛車を盗難被害から守りたい　

　　　　　　　　　　　　　　　等々 ....

大阪市平野区・八尾市のお客様は、機器以外の諸費用 ( 電気工事費・カメラ調整費等）

　　　　 致します ! アフターフォローも安心してお任せください !
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DIYDIY COMPACTCOMPACT

カメラ増設カメラ増設 威嚇ベル威嚇ベル

オプション ( 税別・工事費別 )

10%OFF10%OFF



侵入者を撃退し、 犯行を未然に防ぐアクション内容

DIY 警備システム作動

①威嚇装置作動

②オーナー様へメール送信

オーナー様ご自身がスマートフォンにて

①映像確認

②威嚇装置遠隔始動 ※オプション

（ベル、 サイレンなど）

侵入者撃退侵入者撃退
威嚇装置作動 !

不審者の侵入を検知 !

遠隔操作で侵入者を威嚇 !

んっ？
事務所に侵入者が !

金目の物はないかな～

あっ、 しまった （汗）

だめだ～
逃げろ～！

パトライト作動 !パトライト作動 !

威嚇装置作動 !

電気代 約 200 円 / 月
および、わずかな
通信費（メール単価 × 回数分）

となります。
※ネットワーク環境が必要となります。
※施工対象は、大阪府内に限ります。

ー自身で行う警備システムの御提案ー

防犯カメラやＤＶＲに
備わっている機能を活用し、

弊社開発の
コントローラーキットにより、

安価に警備システムが構築できます !

パソコン ・ スマホなどでライブ映像を
遠隔監視 !

検知 !

検知 !

DIY  SECURITY  SYSTEM

DIY  SECURITY  SYSTEM

※画像はイメージとなります。

100 万画素防犯カメラ 3 台

4ch　DVR　1 台　　　の場合
赤外線パッシブセンサー 1 セット
パトライト　１台　　　　　　の場合

コントローラーキット　1 セット

施工例
カメラ ３台 ・ 4ch DVR １台 赤外線パッシブセンサー １セット

パトライト １台コントローラーキット １セット

施工例の場合、 カメラを屋外２台 ・ 事務所内に１台設置。
出入口のパッシプセンサーにより、 侵入者を検知すると、 パトライトが作動 !
万が一、 事務所内に侵入されても事務所内のカメラが動体を検知し、
DVR からブザー作動 ! さらに、 オーナー様へメール発信 ! （全カメラからの
静止画付き） この警備システムがコントローラー 1 つで切替可能になります !

DIYDIY 警備システム警備システム ー コンパクト ーー コンパクト ーCOMPACTCOMPACT

SECURITYSECURITY
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DIY DIY

施工例

▼
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※画像はイメージとなります。
※基本ユニット以外のベル ・ カメラはオプションとなります。

※商品の仕様は、 予告なく変更する場合がございます。

※商品の仕様は、 予告なく変更する場合がございます。

ランニングコスト

基本ユニット
敷地内・入り口付近の監視

室内の動きを検知

入り口監視

人感センサー

IP カメラ（オプション）

DIY 警備システム
【コンパクト】

事務所内への侵入者をカメラが検知 ! 検知後、 全てのカメラからの静止画がメールに添付されます !

ブザー作動 ! メール発信 !

赤外線センサーが侵入者を検知 !

スイッチ一つで警備状態に !

パトライト作動 !

・別途、機材設置・配線工事が必要となります。

・遠隔監視、メール発信にはネットワーク環境が必要となります。

・施工対象の地域は、大阪府内のお客様に限ります。

\\
～～155,500155,500 \\

～～45,00045,000 \\
～～70,00070,000( 税別 ) ( 税別 ) ( 税別 )

施工例以外にも、 お客様のご要望に
応じた商品を御提案致します !



※             御中 

株式会社株式会社株式会社株式会社    ＴＴＳＴＴＳＴＴＳＴＴＳ        宛宛宛宛 （FAX NO. 06-6706-3919） 

 （貴社様ご記入欄） 

注文書注文書注文書注文書    発注日  

会社名  発注 №  

部門  品名  

住所  型式  

色  

電話 №  個数  

FAX №  希望納期  

ご担当者名               印   

E mail    

納入先 

・上記記入宛 

・右記宛 

会社名 ： 

住所  ： 

 

電話 №：                    ご担当者名： 

ご希望・ご意見等がございましたらご記入ください 

 

（お願い） 

 ・（貴社様ご記入欄）をご記入の上、弊社宛に FAXをお願い致します 

・翌々営業日迄に確認用連絡が入らない場合はお手数ですが弊社にご確認下さい 

 

（下記弊社記入欄） 

確かに上記ご注文を賜りました、厚くお礼申し上げます。 

つきましては、次の通り発送させて頂きますのでご検収賜ります様お願い申し上げます。 

受付日  受付 №  

発送予定日 一括 

   月  日 

分割 

１回目   月  日    個 

２回目   月  日    個 

 

残分      個 

    月  日頃 

備考  

 

お支払い条件 納入日後、翌月末日までに現金振込みにて処理をお願い致します 

                                                                                  
〒547-0012 大阪市平野区長吉六反 1-1-1 

今後ともご愛顧の程                                 TEL 06-6706-3918,FAX 06-6706-3919 

宜しくお願い致します。   弊社担当                 URL: http://ttsgo.o.oo7.jp 


