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光 ２機種３タイプ

音 ６機種10タイプ
で

で

間歇自動発光装置

乾電池駆動

「かすみ蛍 LED 」

EXe10M ¥4,000EXe10MX ¥5,000-

効果音発生装置

♪

バッテリー駆動

効果音発生装置

ASE23DG ¥9,400ASE23DGX ¥10,800-

狩人
電子

「ザ・ガード１」
番犬
電子

乾電池式の「かすみ蛍」を海上でも使用できるよう
に簡易防水・浮遊型に改良したもので、発光源には
衝撃に強くほとんど切れることのない高輝度発光ダ
イオード(LED)８個を使用し、夜間のみ１０秒(標準)間隔で３回断続的に赤色
発光します。もちろん陸上でも光に敏感な鳥や動物に対して有効です。電源は
単一型アルカリ乾電池２本で数ヶ月間、冬期でも３ヶ月以上動作します。ハイ
パー型(10MX)は、超高輝度発光ダイオードを使用し標準型の60倍の明るさで発
光する強力タイプです。

３分(標準)間隔で犬の鳴き声に似た電子効果音を数秒間
発生させ、着地した鳥や忍び寄る各種の獣類を威嚇し駆
逐する装置です。発報する音には指向性があり音量の調
整も可能です。スイッチの切替で夜間のみの動作もでき
ます。DGは出力2.5W、DGXは出力8Wです。

「かすみ蛍LEDキューブ」
EXe10XQ ¥3,800乾電池式の「かすみ蛍LED」は、その筐体の製造組立工
程に時間が掛かっていたため箱型に改良し、低価格を実
現することができました。発光光度等の性能は「かすみ蛍LED」EXe10MXと同等
です。

バッテリー駆動
ASE60GNXⅡ¥14,800-

３分(標準)間隔で猟銃の発射音に似た電子効果音を２発連続し
て発生させ、飛行中の鳥や忍び寄る各種の獣類を威嚇し駆逐す
る「 Eハンター」のハイブリッド型で、２発の銃声に同期して
８個の赤色高輝度(LED)を発光させる駆逐装置です。

ASO60SB ¥9,800-

「リンガー５」

金属音を嫌がる性質を持つ熊を追い払うため、１分(標
準)間隔で鈴の音に似た電子効果音を数秒間発生させて
クマを威嚇し広範囲から駆逐する装置です。
光センサーを内蔵しており、スイッチの切替で夜間のみ
動作させることも可能です。また、クマは犬の鳴き声な
ども嫌うために、「ザ・ガード１」や「 Eハンター」と併設されるとより効果
的です。

乾電池駆動

WAM300CNⅡ ¥8,800時々(20秒～５分)、一定時間(３～６秒)だけラジオの音を出し
て着地した鳥や有害動物を威嚇し駆逐する「ウィスパー・ヴォ
イス」のハイブリッド型で、音に同期して８個の赤色高輝度LED
を点滅発光させる駆逐装置です。

「Eハンター」

ASE60GNX ¥12,800-

３分(標準)間隔で猟銃の発射音に似た電子効果音を２
発連続して発生させ、飛行中の鳥や忍び寄る各種の獣
類を威嚇し駆逐する装置です。発報する音には指向性
があり音量の調整も可能です。スイッチの切替で夜間
のみの動作もできます。

「ウィスパー・ヴォイス」
バッテリー駆動
乾電池駆動
WAM300C ¥7,500WAM300B ¥9,800WAM300C-N ¥7,000WAM300B-N ¥9,300普通のAMラジオですが、時々(20秒～５分)、一定時間(３～
６秒)だけ音を出して着地した鳥や有害動物を威嚇し駆逐す
る装置です。毎回違った声や音が出るために学習されにく
く、C型は乾電池式のために設置や移設も簡単で、単一型ア
ルカリ乾電池２本で半年以上動作します。B型はバッテリー
を使用し2.5Wの大出力タイプです。いずれも松下電器製の受信ユニットを使用
し、昼間、夜間、全日の３通りの切替が可能です。-N型は夜間のみ動作する
機種です。

バッテリー駆動
♪ ASE55RG
¥10,800-

・表示の価格(税込)には乾電池やバッテリー等は含まれておりません。
・本体寸法や重量等は弊社ホームページをご覧ください。
・動作間隔欄に(標準)と記載されている製品については製造段階または出荷時点での変
更が可能です。

発光型間歇式中波帯受信装置

「ウィスパー・
ヴォイス LED 」

風鈴
電子

狩人
電子

「Eハンター LED」

♪

バッテリー駆動

通常は人間の耳に聞こえない不可聴帯域低周波を
３分(標準)間隔で10秒間断続して発生させ、鳥や
獣類を威嚇するとても静かな駆逐装置です。即効
型ではなく、徐々に効果がでるために学習されに
くく、スイッチの切替で夜間のみの動作も可能です。個人差はありますが、頭
痛や吐き気、食欲不振、めまいなどを起こすことがあります。

効果音発生装置

で

発光式効果音発生装置

「サウンダー・
バード１号」

鷹
電子

光 音 ２機種２タイプ

犬笛
電子

間歇自動発光装置 乾電池駆動

♪ バッテリー駆動

間歇式中波帯受信装置
忌避音発生装置

と

info@ibaden.net

印の製品は、ブラウザにインターネット・エクスプローラーをご利用の場合、発

♪ 報する音のサンプルをホームページ上でお聞きになれます。サンプル音はWAVフ
ァイル形式で、製品の出力からスピーカーを通さずに直接録音しファイル化した
もので、実際に使用するトランペットスピーカーから出る音とは多少異なります。

効果音発生装置

「ホーク・アイ」バッテリー駆動
<はちくま>

ASE890HE ¥9,800-

昼間のみ、10分(標準)間隔でバンの天敵である鷹の一種ハチクマの鳴き声に似
た電子効果音を２回連続して発生させて駆逐し、営巣を防ぐ装置です。他の鳥
や小動物に対しても効果があります。発報する音には指向性があり音量の調整
も可能です。
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製品名に付く

泥を
棒 ７機種１２タイプ

バッテリー駆動
AC100V駆動
断線検知式警報音発生装置
SLR120 ¥9,800ランド・ローバー
SLR121 ¥12,800SLR122 ¥12,800-

バッテリー駆動

「ランド・ローバー」 SLR140
通報型焦電式警報音発生装置

info@ibaden.net

２機種５タイプ
AC100V駆動
「インパルス24」 ACアダプター付属

多発する無人店舗への不法侵入や盗難被害を
低減させるための警報装置で、虫などによる
誤作動を減らす当社独自の回路を装備した焦
電型赤外線センサーやドアの開閉によって侵入者を感知してトランペット
型スピーカーから大音量の電子警報音(ウェーブサイレン)を一定時間(６
～60秒)吹鳴させ、不心得者を威嚇します。増設用のセンサーユニットや
警戒動作時間を設定する24時間タイマー、停電時のための補助バッテリー
等、各種のオプションもご用意しました。SLR141は通報機能を備えたもの
で、警報動作と同時に接続された携帯電話<下記参照※1>を自動発信させて
、あらかじめ設定された電話番号に侵入を知らせるタイプです。

CP110-A
CP110-B

¥5,800¥4,800-

多発する侵入・盗難事案を低減させるための簡易型
警報装置です。異常時には次々と替わる５種類のサ
イレン音を吹鳴させて侵入者を威嚇します。 a接点
および b接点それぞれのセンサー入力端子を装備し、
いずれの検知でも動作します。断線やドアスイッチ、
マグネットスイッチ等、工夫により各種の警報装置としてご利用いただけま
す。Aタイプは商用電源(100V)で使用できるACアダプタ付、Bタイプは車のバ
ッテリーで使用できるものです。サイレンの発報時間は約 5秒～60秒で調整
可能で、わずか 350mWの出力ですが、一般の事務所や小規模倉庫、ご家庭で
は充分な音量です。
簡易型車両盗難警報装置

「ピューマ 124」 CP124

¥2,980-

多発する車両窃盗事案を低減させるための簡易型警
報装置です。12V車/24V車兼用で、専門業者様によ
る取付工事等は一切不要です。わずか１秒でセット
・解除ができ、異常時には次々と替わる５種類のサ
イレン音を吹鳴させて窃盗犯を威嚇します。

遠隔監視緊急通報装置

・a接点用
TC921SA ¥6,800・b接点用
TC921SB ¥6,800・a/b接点両用 TC921SAB ¥7,000・有電圧用 TC921SV ¥7,000・全対応型
TC921M ¥8,000-

「リニア」

「ランド・ローバー24」SLR141

「ピューマ 110」

http://www.ibaden.net
安心の監視通報システム

焦電式警報音発生装置

簡易型異常警報装置

24 は、「つうほう」とお呼びください。

通報型断線検知式警報音発生装置

ランド・ローバー

SLR130 ¥12,800SLR131 ¥15,800SLR132 ¥15,800泥棒から農作物を守るための誤作動のきわめて少
ない防犯装置です。警戒範囲に張り巡らせたビニ
ール電線(最長1,000m) の切断を検知し、その断
線が12秒以上続いた場合にトランペット型スピー
カーから大音量のウェーブサイレンを吹鳴(６～
60秒)させて侵入者を威嚇し駆逐します。ドアの開閉やバリケードの移
動など、アイデア次第で機械的な行為にも対応でき、いろいろな状況下
での盗難防止にもご利用いただけます。また、ランド・ローバー「リニ
ア24」は携帯電話を使用した通報機能を備えたもので、検知時には警報
音の発報と同時に接続された携帯電話<下記参照※1>を自動発信させ、
あらかじめ設定された電話番号に侵入等を通報する装置です。SLR121、
SLR131は商用電源で使用できるACアダプター付き、また、SLR122、SLR
132は、市販のセンサーライト<下記参照>を検知器として使用できる積
算タイプです。

「リニア24」

「インパルス24SR」

乾電池駆動

・a,b接点切替式 TC922SAB ¥4,280-

▲写真はTC921SAです。

侵入者や暖房機の故障等、自宅から離れたハウスなどで異常事態が発生した場合、接続
してある携帯電話(下記参照※1)を自動発信させ、あらかじめ設定された自宅や携帯電
話などに呼出をかけて緊急通報をする装置です。接続するセンサーにより、異常時に接
点が短絡される機種(a接点)、接点が開放される機種(b接点)、ab接点両用機種、直流電
圧が印加される機種(有電圧)、全てに対応可能な機種の他、9Vの乾電池で動作する格安
のSRタイプもご用意しました。センサーの選択や、アイデア次第で大型バイクや重機の
盗難防止、トラクターの転倒時通報、別荘の管理など、他にもいろいろな用途での使用
が可能です。

離れた場所の機器をコントロール

１機種１タイプ

携帯電話用遠隔制御装置

AC100V駆動

「スーパー・マリオNet1・2・3」
TC711 ¥9,800- ACアダプター付属

侵入警戒警報擬似システム

乾電池駆動

「アミュリット」IA351

¥2,700-

単一型乾電池２本で動作し、夜間のみ５秒間隔で高輝
度発光ダイオード(LED)を高速点滅させて警備会社の
センサーシステムが警戒しているように装って泥棒を
威嚇し侵入を防ぐ装置です。本装置は、ダミー(ニセモノ)ですので、実
際に警戒動作をしたり警報音を発する等の動作はしませんが、これから
犯罪を犯そうとしている者にとっては充分な脅威となります。内部の配
線を切断することで２４時間の連続動作にすることも可能です
検知器として利用できるセンサーライトは、Ｅ26型ソケットの白熱灯
を使用するタイプで、発光時間を５秒程度に調整することができるも
ののみとなります。この５秒の動作を短時間の間に数回感知すること
で警報を開始するように設計しております。

当社の製品に接続して使用できるスマートホンや携帯電話は、平型かマイクロUSB型の
イヤホンマイク端子のついたもので、※1は説明書にリモート通話やスイッチ付イヤホ
ンマイクの項目が記載されたもの、※2はイヤホンマイクの記載のあるもののみとなり
ます。プリペイド契約の携帯電話もご利用になれます。

●表示の価格(税込)には乾電池やバッテリー等は含まれており
ません。
●本体寸法や重量等は弊社ホームページをご覧ください。

遠隔地に設置された本装置に接続した携帯電話(下記参照
※2)に電話を掛けてプッシュ・トーン信号を送ることに
より他の機器をコントロールすることができる装置です。
制御出力は１系統３チャンネル、通話終了後も最終状態を保持しますので一定時間後に
再度掛け直して動作を停止させることも可能です。また、トーン信号の受信時にはアン
サーバック音を返し、受信したことも確認できます。離れた場所にあるビニールハウス
の天窓の開閉や換気扇の制御等の他、アイデア次第で多用途にご利用いただけます。

緊急自動車用補助警光灯
赤色LED点滅装置

１機種６タイプ
「キャッツ・アイ」

●交互点滅型 EL119AM ¥9,800- EL119AL ¥12,800●同時点滅型 EL119BM ¥9,800- EL119BL ¥12,800●変則点滅型 EL119HM ¥12,800- EL119HL ¥14,800<12V用>LEDランプ２個付
消防用自動車やレッカー車、電力会社、ガス会社、鉄道
会社の車両など公安委員会指定の緊急自動車等に取り付
けるための補助警光灯で、発光ダイオードによるストロ
ボ式フラッシャーです。95φ<M>か125φ<L>のランプ２個が高速点滅し、緊急走行時に
他の車両や歩行者からの被視認性を高めて二次災害や交通事故等を防ぎます。

