
Security
Tools
危険から身を守る
いざというときに身を守るための防犯対策グッズ。

◎キーホルダータイプの緊
急脱出用ツール。
　わずか18gと非常に軽量
で小さいので、持ち運び
も容易です。サイドウイ
ンドーに押し付けるだけ
でガラスを粉砕すること
ができます。
◎シートベルトカッター付。

車の雪道脱出具／凍結路／スタック脱出に

玄関前や車庫前のスリップ防止、アイス
バーンが短時間でシャーベット状に。
尿素を主成分とした凍結防止融雪剤
です。

取付金具付 取付金具付

42500003
ライフハンマー エボリューション
¥3,200（税抜）
■サイズ／約58×160×24ｍｍ ■重量／（本体）約86ｇ （金具含）約158ｇ
■材質／ハンマーヘッド:セラミック カッター:ステンレス グリップ:ＴＰＥ・ＰＡ66（ポリマー）

42500002
ライフハンマー プラス
¥2,800（税抜）
■サイズ／約62×163×24ｍｍ ■重量／（本体）約78ｇ　（金具含）約152ｇ
■材質／ハンマーヘッド：カーボンスチール カッター:ステンレス グリップ:ＴＰＥ・ＰＡ66（ポリマー）

42500001
レスキューミー
¥3,000（税抜）
■サイズ／約75×32×17ｍｍ ■重量／約18ｇ ■材質／ＡＢＳ樹脂

76222
緊急・脱出マット （2枚組）
¥1,200（税抜）
■サイズ／約220×590×15ｍｍ ■材質／水草

62959
融雪くん ５㎏
¥2,600（税抜）
■サイズ／約430×320×60ｍｍ ■重量／約5ｋｇ ■材質／尿素、金属防錆材

30050004
雪道脱出具 スグラ （2枚入）
¥1,900（税抜）
■サイズ／約200×550×15ｍｍ ■重量／約160ｇ（1枚） ■材質／再生硬質パルプ

Automotive Escape Tool  自動車用脱出ツールAutomotive Escape Tool  自動車用脱出ツール

強靭な縫目がスリップ路面に
しっかり食い込み脱出がスムーズに。

シートベルト
カッター

※フロントガラスは合わせガラスなので割れません。

※フロントガラスは
　合わせガラスなので
　割れません。

※フロントガラスは合わせガラスなので割れません。

◎動車の衝突や転倒、水没などにより車の中に閉じ込められてしまっ
た時などに、車の窓ガラスを割って脱出するツールです。グリップに
組み込まれたシートベルトカッターで、シートベルトを簡単に切断す
ることができます。
◎テュフ ラインランドのGSマーク取得品

◎ヘッド部分をガラスに押しつけるだけでセラミックハンマーヘッドが
飛び出し、ガラスを破砕します。また、グリップに組み込まれたシート
ベルトカッターで、シートベルトを簡単に切断することができます。
◎テュフ ラインランドのGSマーク取得品
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Security
Tools
危険から身を守る
いざというときに身を守るための防犯対策グッズ。

◎キーホルダータイプの緊
急脱出用ツール。
　わずか18gと非常に軽量
で小さいので、持ち運び
も容易です。サイドウイ
ンドーに押し付けるだけ
でガラスを粉砕すること
ができます。
◎シートベルトカッター付。

車の雪道脱出具／凍結路／スタック脱出に

玄関前や車庫前のスリップ防止、アイス
バーンが短時間でシャーベット状に。
尿素を主成分とした凍結防止融雪剤
です。

取付金具付 取付金具付

42500003
ライフハンマー エボリューション
¥3,200（税抜）
■サイズ／約58×160×24ｍｍ ■重量／（本体）約86ｇ （金具含）約158ｇ
■材質／ハンマーヘッド:セラミック カッター:ステンレス グリップ:ＴＰＥ・ＰＡ66（ポリマー）

42500002
ライフハンマー プラス
¥2,800（税抜）
■サイズ／約62×163×24ｍｍ ■重量／（本体）約78ｇ　（金具含）約152ｇ
■材質／ハンマーヘッド：カーボンスチール カッター:ステンレス グリップ:ＴＰＥ・ＰＡ66（ポリマー）

42500001
レスキューミー
¥3,000（税抜）
■サイズ／約75×32×17ｍｍ ■重量／約18ｇ ■材質／ＡＢＳ樹脂

76222
緊急・脱出マット （2枚組）
¥1,200（税抜）
■サイズ／約220×590×15ｍｍ ■材質／水草

62959
融雪くん ５㎏
¥2,600（税抜）
■サイズ／約430×320×60ｍｍ ■重量／約5ｋｇ ■材質／尿素、金属防錆材

30050004
雪道脱出具 スグラ （2枚入）
¥1,900（税抜）
■サイズ／約200×550×15ｍｍ ■重量／約160ｇ（1枚） ■材質／再生硬質パルプ

Automotive Escape Tool  自動車用脱出ツールAutomotive Escape Tool  自動車用脱出ツール

強靭な縫目がスリップ路面に
しっかり食い込み脱出がスムーズに。

シートベルト
カッター

※フロントガラスは合わせガラスなので割れません。

※フロントガラスは
　合わせガラスなので
　割れません。

※フロントガラスは合わせガラスなので割れません。

◎動車の衝突や転倒、水没などにより車の中に閉じ込められてしまっ
た時などに、車の窓ガラスを割って脱出するツールです。グリップに
組み込まれたシートベルトカッターで、シートベルトを簡単に切断す
ることができます。
◎テュフ ラインランドのGSマーク取得品

◎ヘッド部分をガラスに押しつけるだけでセラミックハンマーヘッドが
飛び出し、ガラスを破砕します。また、グリップに組み込まれたシート
ベルトカッターで、シートベルトを簡単に切断することができます。
◎テュフ ラインランドのGSマーク取得品
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Security Equipment  防犯用品Security Equipment  防犯用品 Security Equipment  防犯用品Security Equipment  防犯用品

万一の時に暴漢から身を守ります。
滑らず握りやすいソフトグリップ。

点灯・点滅ができる
赤色指示灯

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審
者を最低限の力で押さえ込むことができます。

防石・防刃用

即効性のあるマスタードと唐
辛子ガスにより、犯人の動き
を数分間止めることができ
ます。同時にピンクのカラー
塗料が噴射しますので、逃
走犯の識別ができます。

LEDライト・赤色点滅灯・
防犯ブザーの3機能

◎握りやすいゴムグリップ付。
◎ハンドルはすべりにくく、
　手にやさしい特殊リブパイプ
　使用。

◎左右の折り返しが足払いに有効。
◎横ハンドルで、体重を掛けて不審
　者を押さえつけることができます。
◎滑りにくく手にやさしい特殊リブ付
　アルミパイプを使用。

▲

壁取付フック付。
※取付ネジはついておりません。

■ネット仕様/3.2×3.2m
　(超強力ポリエチレン)  
■射程距離/約2～3.5m
　(屋外にて風速3m/s時)  
※風向、風速により射程距離は
　変動します。
■作動電源:特殊リチウム電池 

生活防水レベルの耐水性を備えて
いるので、雨天時も使用できます。

防水性
手前に引くことで発射するプルスイッ
チを採用。直感的に操作することが
できます。

プルスイッチ

リチウム電池採用により4年間は電
池交換不要。電池残量チェック等の
わずらわしい操作も必要ありません。

メンテナンスフリー

不審者の顔面から胸元を狙い発射。
瞬時に不審者に向けてネットが飛び
出します。

発射されたネットは不審者の逃げ道を
遮るように広がりながら不審者に
迫ります。

不審者に到達したネットは不審者を
覆います。動けば動くほど絡まりやすい
構造です。

ネットが絡みついた不審者がもがいて
いる間に、避難・通報などの時間を
確保することもできます。

ネットランチャーを不審者に向け、
腕をまっすぐにして構えます。

❶構える ❷発射 ❸広がる ❹絡みつく ❺制圧・避難

スイッチを引くだけの簡単作業で瞬時に網が飛び出し不審者に網が絡まります。小型軽量で取扱いが簡単。
網は簡単に破くことが出来ず、絡まりやすい構造になっています。飛翔物はネット、ゴム製フタ、ゴムコーティングされたオモリで安
全を考慮しています。

ネットランチャー

※ご注文後、約10～14日後の発送となります。

※ネットランチャーは、シリアルナンバー管理をして
おります。ご購入日とお客様(ユーザー様)を照合
させる為、本製品はユーザー様直送となります。

直送品

受注生産品

ネットランチャーSTの特徴

15011124

■サイズ／約530×2,060×30mm
■材質／本体:アルミグリップ:PVC樹脂 ■重量／約1,100g
■JAN／4969402024594

防犯用不審人物防御棒
こない手U型 壁取付フック付
¥9,300（税抜）

15009853

■サイズ／約820×1,850×30ｍｍ
■材質／本体：アルミグリップ：PVC樹脂 ■重量／約1,400ｇ
■JAN／4529239001054

防犯用不審人物防御棒
こない手 カモメ型
¥12,500（税抜）

4903
ネットランチャー付防犯セット NRS-7
¥63,000（税抜）
■サイズ／（ケース）約460×265×233mm（ネットランチャー）約φ100×270mm 
■重量／（セット合計）3,500g（ネットランチャーST）約750g 
■使用期限／ネットランチャー:購入後4年、防犯用マスタード&カラースプレー:購入後2年間
■JAN／4969402049030

●ネットランチャーST●護身・護金スプレー×2●伸縮警棒41㎝（ケース付）●ロープ5m×2●収納
ケース

セット内容

15017160

■サイズ／全長約530ｍｍ ■重量／約173ｇ
■材質／ポリカーボネート 
■電源／単二電池2本（別売）
■連続点滅時間／連続点滅時間

ＬＥＤ点滅指示灯 Ｌ ＢＳ-１１７２ 青
¥3,200（税抜）

49210017

■サイズ／約60×140×20ｍｍ

ロックポケット ＬＰ-６００
¥3,200（税抜）

様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有
に大変便利なキー保管ボックスです。

4810

■型番／CSD-K40L ■サイズ／約縦400×横300×厚さ5mm 
■重量／約970g ■LEDライト付（連続点灯時間約24時間）
■材質／（シールド部）ポリカーボネイト

クリアシールド（ライト付）
¥35,000（税抜）

15004208

■製品サイズ／（ケース）約180×97×92㎜（ボール）φ73㎜
■重量／（1個）約150g ■材質／（ボール）塩化ビニール（ペンキ）
　水性塗料（ケース）発砲スチロール
■内容量／（1個）約120cc ■耐用年数／2～3年

防犯カラーボール D-92
¥3,400（税抜）

15006009

■製品サイズ／使用時：全長約410㎜（3段階伸縮）
　収納時：全長約165㎜グリップφ26mm
■重量／約330ｇ ■専用収納ケース付 
■材質／（本体）スチール、スポンジゴム製ハンドル（ケース）ナイロン

警棒 41㎝
¥3,620（税抜）

15013659

■サイズ／（全長）約530ｍｍ（発光部分）335ｍｍ
■重量／約173ｇ ■電源／単二電池2本（別売） 
■材質／ポリカーボネイト ■連続点滅時間／約140時間
■付属品／蛍光色ハンドストラップ

LED点滅指示灯
¥2,000（税抜）

15003683

■サイズ／約φ45×172mm
■内容量／約135ml ■主成分／マスタード、着色料、代替フロン
■噴射距離／約2m（無風時） ■連続噴射時間／約20秒
■有効期限／2年間

防犯用マスタード&
カラースプレー護身・護金
¥3,950（税抜）

15006079

■型番／BS-989
■サイズ／約φ25×H80mm ■内容量／25cc
■噴射距離／約2m ■連続噴射時間／約15～20秒

携帯用催涙スプレー
¥2,000（税抜）

91104

■サイズ／約74×18×33ｍｍ ■重量／約50ｇ 
■材質／ＡＢＳ樹脂
■電源／12Ｖ電池1本（付属）

防犯ブザーライト パール
¥1,200（税抜）

4813

■サイズ／（使用時）約530×2,060×30mm
　（収納時）約530×1,200mm
■重量／約1,200g ■材質／本体：アルミ合金、グリップ：PVC樹脂
■JAN／4969402048132

防犯用不審人物防御棒
こない手Ｕ型 Ｊタイプ
¥13,000（税抜）

犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関
などに普及している防犯カラーボールです。

暴漢に唐辛子の天然
成分のスプレーを噴射
することにより一時的
に涙が止まらなくなり
激しく咳き込む為、そ
の間に逃げることが
できます。

◎保管場所に困らない2ＰＣＳジョイント式。
◎握りやすいゴムグリップ付。
◎ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
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Security Equipment  防犯用品Security Equipment  防犯用品 Security Equipment  防犯用品Security Equipment  防犯用品

万一の時に暴漢から身を守ります。
滑らず握りやすいソフトグリップ。

点灯・点滅ができる
赤色指示灯

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審
者を最低限の力で押さえ込むことができます。

防石・防刃用

即効性のあるマスタードと唐
辛子ガスにより、犯人の動き
を数分間止めることができ
ます。同時にピンクのカラー
塗料が噴射しますので、逃
走犯の識別ができます。

LEDライト・赤色点滅灯・
防犯ブザーの3機能

◎握りやすいゴムグリップ付。
◎ハンドルはすべりにくく、
　手にやさしい特殊リブパイプ
　使用。

◎左右の折り返しが足払いに有効。
◎横ハンドルで、体重を掛けて不審
　者を押さえつけることができます。
◎滑りにくく手にやさしい特殊リブ付
　アルミパイプを使用。

▲

壁取付フック付。
※取付ネジはついておりません。

■ネット仕様/3.2×3.2m
　(超強力ポリエチレン)  
■射程距離/約2～3.5m
　(屋外にて風速3m/s時)  
※風向、風速により射程距離は
　変動します。
■作動電源:特殊リチウム電池 

生活防水レベルの耐水性を備えて
いるので、雨天時も使用できます。

防水性
手前に引くことで発射するプルスイッ
チを採用。直感的に操作することが
できます。

プルスイッチ

リチウム電池採用により4年間は電
池交換不要。電池残量チェック等の
わずらわしい操作も必要ありません。

メンテナンスフリー

不審者の顔面から胸元を狙い発射。
瞬時に不審者に向けてネットが飛び
出します。

発射されたネットは不審者の逃げ道を
遮るように広がりながら不審者に
迫ります。

不審者に到達したネットは不審者を
覆います。動けば動くほど絡まりやすい
構造です。

ネットが絡みついた不審者がもがいて
いる間に、避難・通報などの時間を
確保することもできます。

ネットランチャーを不審者に向け、
腕をまっすぐにして構えます。

❶構える ❷発射 ❸広がる ❹絡みつく ❺制圧・避難

スイッチを引くだけの簡単作業で瞬時に網が飛び出し不審者に網が絡まります。小型軽量で取扱いが簡単。
網は簡単に破くことが出来ず、絡まりやすい構造になっています。飛翔物はネット、ゴム製フタ、ゴムコーティングされたオモリで安
全を考慮しています。

ネットランチャー

※ご注文後、約10～14日後の発送となります。

※ネットランチャーは、シリアルナンバー管理をして
おります。ご購入日とお客様(ユーザー様)を照合
させる為、本製品はユーザー様直送となります。

直送品

受注生産品

ネットランチャーSTの特徴

15011124

■サイズ／約530×2,060×30mm
■材質／本体:アルミグリップ:PVC樹脂 ■重量／約1,100g
■JAN／4969402024594

防犯用不審人物防御棒
こない手U型 壁取付フック付
¥9,300（税抜）

15009853

■サイズ／約820×1,850×30ｍｍ
■材質／本体：アルミグリップ：PVC樹脂 ■重量／約1,400ｇ
■JAN／4529239001054

防犯用不審人物防御棒
こない手 カモメ型
¥12,500（税抜）

4903
ネットランチャー付防犯セット NRS-7
¥63,000（税抜）
■サイズ／（ケース）約460×265×233mm（ネットランチャー）約φ100×270mm 
■重量／（セット合計）3,500g（ネットランチャーST）約750g 
■使用期限／ネットランチャー:購入後4年、防犯用マスタード&カラースプレー:購入後2年間
■JAN／4969402049030

●ネットランチャーST●護身・護金スプレー×2●伸縮警棒41㎝（ケース付）●ロープ5m×2●収納
ケース

セット内容

15017160

■サイズ／全長約530ｍｍ ■重量／約173ｇ
■材質／ポリカーボネート 
■電源／単二電池2本（別売）
■連続点滅時間／連続点滅時間

ＬＥＤ点滅指示灯 Ｌ ＢＳ-１１７２ 青
¥3,200（税抜）

49210017

■サイズ／約60×140×20ｍｍ

ロックポケット ＬＰ-６００
¥3,200（税抜）

様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有
に大変便利なキー保管ボックスです。

4810

■型番／CSD-K40L ■サイズ／約縦400×横300×厚さ5mm 
■重量／約970g ■LEDライト付（連続点灯時間約24時間）
■材質／（シールド部）ポリカーボネイト

クリアシールド（ライト付）
¥35,000（税抜）

15004208

■製品サイズ／（ケース）約180×97×92㎜（ボール）φ73㎜
■重量／（1個）約150g ■材質／（ボール）塩化ビニール（ペンキ）
　水性塗料（ケース）発砲スチロール
■内容量／（1個）約120cc ■耐用年数／2～3年

防犯カラーボール D-92
¥3,400（税抜）

15006009

■製品サイズ／使用時：全長約410㎜（3段階伸縮）
　収納時：全長約165㎜グリップφ26mm
■重量／約330ｇ ■専用収納ケース付 
■材質／（本体）スチール、スポンジゴム製ハンドル（ケース）ナイロン

警棒 41㎝
¥3,620（税抜）

15013659

■サイズ／（全長）約530ｍｍ（発光部分）335ｍｍ
■重量／約173ｇ ■電源／単二電池2本（別売） 
■材質／ポリカーボネイト ■連続点滅時間／約140時間
■付属品／蛍光色ハンドストラップ

LED点滅指示灯
¥2,000（税抜）

15003683

■サイズ／約φ45×172mm
■内容量／約135ml ■主成分／マスタード、着色料、代替フロン
■噴射距離／約2m（無風時） ■連続噴射時間／約20秒
■有効期限／2年間

防犯用マスタード&
カラースプレー護身・護金
¥3,950（税抜）

15006079

■型番／BS-989
■サイズ／約φ25×H80mm ■内容量／25cc
■噴射距離／約2m ■連続噴射時間／約15～20秒

携帯用催涙スプレー
¥2,000（税抜）

91104

■サイズ／約74×18×33ｍｍ ■重量／約50ｇ 
■材質／ＡＢＳ樹脂
■電源／12Ｖ電池1本（付属）

防犯ブザーライト パール
¥1,200（税抜）

4813

■サイズ／（使用時）約530×2,060×30mm
　（収納時）約530×1,200mm
■重量／約1,200g ■材質／本体：アルミ合金、グリップ：PVC樹脂
■JAN／4969402048132

防犯用不審人物防御棒
こない手Ｕ型 Ｊタイプ
¥13,000（税抜）

犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関
などに普及している防犯カラーボールです。

暴漢に唐辛子の天然
成分のスプレーを噴射
することにより一時的
に涙が止まらなくなり
激しく咳き込む為、そ
の間に逃げることが
できます。

◎保管場所に困らない2ＰＣＳジョイント式。
◎握りやすいゴムグリップ付。
◎ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。

4645
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TOOL SELECTION

【本カタログのご使用にあたって】

【本  社】 〒955-0823 新潟県三条市東本成寺3-3
　　　　  TEL／0256-34-6111　FAX／0256-34-7193

■このカタログの情報は、2018年12月現在のものです。
■製品改良のため仕様その他を予告なく変更することがありますので、ご了承お願い致します。
■製品の色は印刷物のため実物と異なる場合があります。

Excellent tools make your life creative.


