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車踊実装写真

緊急車 1. 
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圃国園田園

取付場所 名称 型式 個数 価格(税別) 製品詳細ページ

ルーフ 散光式警光灯 NF-ML-VJ2M-LA 1 ￥420，000 P.72 

左サイド 新型LED警光灯 LFA-200 2 ￥78，000 P.57~59 

左サイド 新型強力LEDライト LlA-200 2 ￥96，000 P.61、62

‘ 
!:I'. -. 

右サイド 新型しED警光灯 LFA-200 ー2 ￥78，000 P. 57~59 . 

右サイド 新型強力LEDライ卜 LlA-200 2 ￥96，000 P.61、62

フロン卜 LED警光灯 LFA-50 2 ￥46，000 P.57~59 

フロント 消防マーク 署マーク OPEN P.95 

車内 新型電子サイレンアンプ TSK-D151 MK-D1 |￥163，500 P.24~33 

合計 ￥977，500 
(OPEN価格と消賀税は除<)

機 ・実義製品はあくまで推奨製品となります.
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車輯実装写真
|小型車・積載車・資材搬送車 | 
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散光式警光灯 NF-MしVJ2-LA1 ￥382，000 P.72 

新型強力LEDライ卜 L1A-200 ￥48，000 P.61、62

手動シャッター 35A型シャッター OPEN I P.98~190、 101

11:‘ 

新型強力LEDライト L1A-200 ￥48，000 P.61、.62

手動シャッター 35A型シャッター OPEN P.98~100、 101

消防マーク 団マーク OPEN. . P.95 

新型電子サイレンアンプ TSK-D151 MK-D1 |￥163，500 P.24~33 

合計 ￥641，500 
(OPEN価格と消費税は除く)

様 ・・実装製品はあくまで推奨製品となります.
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車踊実装写真

l普通消防車 1 

7 



P.72 

新型LED警光灯 LFIA-300 5 P.60 

手動シャッター 35B型シャッター 2 OPEN IP目 98~ 100、 102. 

新型LED警光灯 LFII¥-300 5 ￥410，000 I P.60 

-， 
手動シャッター 35B型シャッター 2 OPEN I P. 98~ 100、 102

新型LED警光灯 LFA-160 2 
￥O94P9EN00 I| 目7~59

消防マーク 署マーク P.95 

新型電子サイレンアンプ TSK-D152 MK-D1 ￥163，500 P.24~33 

新型LED警光灯 LFA-300 2 ￥110，000 P. 57~59 

合計 ￥1，607，500 
(OPEN 価格と消費税は除く)

機・・・実益製品はあくまで推奨艇品となりま1九
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車輔実装写真
|大型消防車・救助工作車 寸|

9 



新型LED警光灯

新型強力LEDライト LlA-300 3 ￥237，000 

新型LED警光灯 LFA-300 2 ￥110，000 P.57~59 

新型LED警光灯 LFA-300 ￥55，000 P.57~59 

新型強力LEDライ卜 LlA-300 ￥79，000 P.61、62

手動シャッター 35A型シャッター 2 OPEN nnO_.1/V¥ 1(¥咽 r ・ '.
新型LED警光灯 LFIA-300 ￥82，000 

￥237，000 

新型LED警光灯 LFA-300 2 ￥110，000 I P.57~59 
新型LED警光灯 LFA-300 ￥55，000 I P.57~59 

新型強力LEDライ卜 LlA-

手動シャッター 35A型シャッター 2 OPEN P.98~100、 101

新型電子サイレンアンプ TSK-D152 MK-D1 ￥163，500 P.24~33 

新型10連スイッチ SBW-D1 OPEN P.21~23 

合計 ￥1，289，500 
(OPEN価格と消費税は除く)

燦・・実重量製品はあくまで推奨魁品となります.
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車踊実装写真
|支援車・はしご車・その他 | 
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'百九

新型LED警光灯

新型LED警光灯

新型LED警光灯

新型電子サイレンアンプ

新型10連スイッチ

LFIA-300 3 

LFIA-300 3 

LFA-300 2 

TSK-D152 MK-D1 

SBW-D1 

￥246，000 P.60 

￥246，000 P.60 

￥110，000 P.57̂'59 

￥163，500 P.24~33 

. 
OPEN P.21~23 

合計 ￥765，500 
(OPEN価格と消費税は除く)

滋 実装製品はあくまで推奨製品となります.
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車踊実装写真
救急車・ドクターカー
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新型強力LEDライ卜 LlA-200 2 ￥96，000 P.61、62

新型強力LEDライ卜 LlA-200 2 ￥96，000 P.61、62

新型LED警光灯 LFA-150 2 ￥96，000 I P.57~59 

新型電子サイレンアンプ OPS-D151 MK-D1 OPEN 

合計 ￥288，000 
(OPEN価格と消費税は除<)

※ 実装製品はあくまで推奨製品となります.
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車輔実装写真
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車鏑実装写真
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操作性に優れたスイッチ
lO偲のLEO透過照明付スイッチ。

明確に確認でき、さらに動作確認音

により確実な操作を可能にしま五

透過照明ディスプレイ
I塁11

スイッチの機能名を透過照明する表示パネルを装備。

表示パネルはそれぞれのスイッチの動作状態により、緑色と赤色

が切り替わりますL

【スイッチ機能のカスタマイス】
・101固そ・れぞれのスイッチは、接続する電装機器の種類

や使い方によって機能をカスタマイス、で、きます二(こ、注文

時の仕様により設定)

カスタマイズできる機能は、モメンタリまたはオルタネイ

ト、回路の常閉または常問、表示パネル色の緑または赤、

なと}

E一一一一雪

E二二二二コ ~ 

E三三三雪 E二二二二コ '-- -

調光スイッチ

。
lDINサイズに
10系統スイッチを配備

操作昔日は電子サイレンアンプMK-O

シリーズと同寸法で調和したデザイ

ンで主

透過照明の明るさを調整する調光スイッチを備えており、周囲の明るさ

に合わせて照度を切り替えることができま五

【連動機能1
.一つのスイッチ操作で、他のスイッチも連動してオ以オ

フさせることができま主

【電子サイレンアンプrMK-DlJとの通信機能1
・本機とrMK-DlJを接続することにより、本機から電子

サイレンアンプfMK-DlJの一部の機能を操作すること

ができま乱

。対象の電子サイレンアンプはfTSK-DlJ・fTS-DlJ 
で主

リレーボックス
接続ハーネス(約5m)

組み合わせ
(標準SBW-D1-SR)

JillliJAiJJZ 電源ボックス
(全通信用)



組み含わせ

※通信なし (SBW-D1 -SR) 操作部一一リレーボックス

&E聖

柑だD@耐

~II'B~日

リ

」

勺

U
W

叫
閉山
U

品
国
型

一

四
ト
岡
山
山
山
川
山

叶
国
型
品
国
立

一

同
開
閉
山
品
阻
止
す
『

町
一一

J
川

川
周回
U

品
固
と

一

品

醇

曲

斗

山

川山一
川
山
川
川
山

製

晶
由一

EE-
-
一一

司一口口
一=一

一
一

一

一

問

一由一口口
E
一
二
一

一一

①一
E
E
E
E
-
-
一叫
:

E
EE
--
一一
回

一一

(正面図)(背面図)

画
一

番号 品名 仕様・規格 備考

操作部

2 リレポッヲス後続ハ ヰス
長さ=約5m 長さ=約1m、約10mの

2-1 5Pコヰヲター
2-2 6Pコネクタ

推奨ハ ネス通し穴径申20 オプシヨンあり

3 5m延長ハヰス
長さ=約5m

3-1 6P中継コネクター オプシヨン
3-2 6Pコネクタ

推奨ハーヰス通し穴径中25

4 リレーボツヲス
5 電源ハーヰス 長さ=約300mm、ヒューズ容量 2A 
5-1 2Pコネクタ
6 機器接続ハーヰス 畏さ=約300mm
6-1 4Pコネクタ 電線色、電線数なと多数の仕槍あ り

。

※一部通信 (SBW-Dl-SRC)---リレーボックス操作部くく
----電子サイレンアンプ

(正面図)

. 

(背面図)

① 操作部

① ( 暗号言語

』 L ( 同 ~I (背面図)

相も:ー/1明冶@1~ 棚⑤! 匂バイ|

(膏面図)

明層明智智
歯菌曲曲曲目・

」一寸

fiド
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番号 品名 仕槍・塑望i 備考
操作部

2 リレ ボックス接続ハネス
長さ=約5m 長さ約1m、約10mの

2-1 5Pコネクタ 推奨ハーネス通し穴径 ~20 オプションあリ
2-2 6Pコネクタ
3 5m延長ハヰス

長さ=約5m
オプション3-1 6P中継コネクタ

推奨ハーネス通し穴径 ~25
3-2 6Pコネクタ
4 リレポツヲス
5 電源ハヰス

長さ=約300mm、ヒューズ容量:2A 
5-1 2Pコネヲタ
6 後器接続ハヰス 長さ約300mm
6-1 4Pコヰクタ 電線色、電線数なと多数の仕様あり

6 アンプ通信ハ ネス
長さ=約5m

7-1 4Pコ才、ヲタ (小)
推奨ハーヰス通し穴径 ~20

7・2 4Pコヰクタ (大)

日 電子サイレンアンプ MK・D1 別売品



※全通信 (SBW-Dl-SPC) ---サイレンアンプ操作部くご
----電源ボックス

① 操作部

ャ呂田巴呂田e悶(正面図)

li 骨 iI (背面図)

?冶d

① lltl売晶『包子サイレンアンプ MK-01J

(背面図)

製

晶

① 電源ポツヴス

(正面図) (背面図)

。冶

立

~ 

ド
香号 品名 仕犠・ 規格 備考

操作部

2 電源ボックス接続ハーヰス 長さ=約5m

2-1 6Pコネクター
※2ー1、2-2のコヰクタ は同形状です。
取り付け方向の指定はありません。

2-2 6Pコ才、ヲター 推奨ハーネス通し穴径4>20

3 電源ボックス
4 電源ハヰス

長さ=約300mm、ヒューズ容量 ー2A
4-1 2P 
5 アンプ通仏ハヰス

長さ=約5m5-1 4Pコヰヲタ (小)

5-2 4Pコネクター (大)
推奨ハーヰス通 し穴径4>20

6 電子サイレンアンプ MK・01 別売品

[舛観寸法図 E 

-リレーボックス

.操作部
品 名 10連集中スイッチ

型 式 SBW-01 

電 源電 圧 OC12V. OC24V兼用

使用 電 圧 範 囲 11 ~32V 

消費電 流 OC12V:約BOmA
l農作tHリト事'l7Aa用時l DC24V:約45mA

使 用 温度範 囲 - 20 'C~ + 60'C 

保存温度範囲 - 20 'C~+80'C 

1系統につき最大10A'(突入時100A/1 OOms) 
かつ

許容電流 上段、下段のそれぞれ5系統の合計が35A以内

※1系統とは、 1つの入出力ハーネスに接続する電装機

器全てを表します。

操作部 目約230g
質 量 リレーボックス:約880g

電源ボックス .約 150g

川二寺
田

由

円

戸
ド

上段5系統の合計最大35A

「 1系統につき量大10A 1 
1 / 
: 1茶 2桃 3f宣 4黄 5緑 l
I If.三王三司 E 苦言司 配~-司 配三百三司 正三五三罰 l 

@、@ 

よ互L口

-電源ボックス

l院生当邑生当 住 主 当 住主当住昌三当 1

16青 7紫 日灰 9白 10若葉1

¥ 1系統につき最大 10A
L_ーー“一一 ー _______________J 

下段5系統の合計最大35A
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新型デジタ附イレシアシプ

-新開発のデジタルアンプ
MK-D用に開発した省電力デジタルアンス大阪サイレン定評

のサイレン音を効率よく鴫らしま主

-操作性に優れた透過照明スイッチ
緊急走行時に使用頻度の高いスイッチは大きな照明丸形ス

イッチを右側に集中配置し、マイクにも音声再生などの透過照

明スイッチを備えていますL照明色は動作によって変わり動作

状態が一目でわかりま主

-ディスプレイ表示
フロントパネルのディスプレイに、音声のタイトルや音量、機能

設定の状態を表示しま主

-スライドマウント機構
前面両側のねじを外してアンプ本体を手前に引き出すことがで

きます二

保守・点検作業が容易に行えま主

※但し、架装メーカー様の取付方法によって容易ではない事も

ございますL

!日!日佐佐富島〕

需型司・・・

-運用環境に合わせて多彩な機能をカスタマイズ
サイレン音で周囲の人を驚かせないようにするfフェードイン・

アウトj、弱音量からサイレンを起動させる[弱スタートムサイレ

ンを鴫らすと自動的に警鐘も鴫る「警鐘連動(TSK)Jなど、多彩

な機能を設定することができま主

一旦設定を行えば、通常はシンヌルな操作で運用できます二

-大容量の音声機能
マイクに備えられた[出動]ボタンを押すだけで、出動注意の音

声放送とサイレス警光灯を作動させる出動機能をはじめ、走行

時の注意音声放送を6チャンネル、火災予防などの広報音声5

チャンネル(オプションで10チャンネル)、ユーザー自身で録音

できる録再音声5チャンネルを搭載していますL

-異常検出・表示機能
アンプの出力異常や過度な温度上昇などを検出し、エラーとし

てテ~スプレイに文字表示しますLまたボタン操作により、接続
されたスヒtー力ーや接続の異常をチェックできま主

24 
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Mark-D1 ーデジタル式-( m  ・TSK圃 01

置廷混国ilJõ'I:J珂~.. 

-íD]!\'闘~ìt.1JJJ1~猛攻1IJ1

留..
-~F8司ÎHI}1Ji.'IfJ唖

山一世M._-Zムー匂..四個
①自動

「ウーJサイレンが吹鳴し、連動して主主光灯
が作動します。

②警鐘

著書鐙を鳴らします。

③警光灯

光灯を作動させます。

サイレン欧鴫時は自動的に嘗光灯も作動し
ます。

④停止

サイレンを停止させます。(警光灯は停止し

ません)

⑤弱

サイレンを弱音量にします。

⑥音声

音声機能をオンにします。

⑦マイクIAUX

AUX (外部入力)機能をオンにします。
マイクのトークスイッチ操作で自動的にオン
になります。

⑧テスト

サイレン音をテスト音量にします。
(テスト音量で緊急走行は出来ません。)

⑨ボリュームノブ

マイク/AUXの音量を調整します。

押してマイクとAUXを切り笛えます。

⑮マイクジャック

付属の専用マイク[MC-Dl]を接続しま昔二

⑪AUX(外部入力)ジャック

メモリープレイヤーなどを接続します。

⑫ディスプレイ

音声タイトル、音量、設定状態などを表示し

ます。

異常発生時のエラー情報を表示します。

⑬スライドマウント構造

前面両側のねじを外してアンプ本体を手前に
引き出すことができます。
保守・点検作業が容易に行えます。

※但し、架装メーカー様の取付方法によって容
易ではない事もございます。

押しボタンスイッチの照明色について

*本機に通電した状態のボタン照明色は、[①自動]ボタンのみ白色、その他の
ボタンは緑色です。

*各ボタンの機能が動作中は赤色などに変わります。

Mark-D1 ーデジタル式- tiI図:;m・TS-01

.OPS-01 

※上記仕織につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい@

手動

押している時のみ「ウーjサイレンがなります。
[自動]サイレン欧嶋中にも作動します。

その他のボタンの機能は[TSIく-01]と同じです。

①ピーポ-
fピーポーJサイレンが吹鳴し、警光灯が連動し

て作勤します。

②サイレン

「ピーポーjサイレン欧嶋中に fウーjサイレン

を嶋らします。 (ウーサイレンは、ピーポーサイ
レン欧嶋中にのみ使用出来ます。)

③弱

「ピーポーJサイレンを弱音量にします。
住宅モードに設定している場合は、 [ピーポ-J
サイレン音が住宅モードになります。 (Q仕織)

その他のボタンの機能は[TSK-Dl]と同じです。

。



-専用マイク MC-DlL 
(標準付属・MARK-Dlシリーズ共通・L型プラグ)

①トークスイッチ
マイク鉱声放送を行います。

本体の[マイク/AUXJが自動的にオンになります。

②出動
出動注意音声を放送した後、自動的にサイレンと登光灯が作動

します。

③サイレン(リモートサイレン)
「ウーJサイレンを鳴らします。サイレンの鳴り方は設定操作

で変更ができます。

OPS-Dlの甥合、

ます。

④交差点

交差点進入時の注意音声を放送します。(rウ-Jサイレンまた

は「ピーポーjサイレン吹鳴中のみ使用出来ます。)

⑤渋滞

渋滞等通過時の注意音声を放送します。(rウーjサイレンまた

は「ピーポーJサイレン映嶋中のみ使用出来ます。)

⑥チャンネル
広報音声のチャンネルを選択します。

⑦繰返パ回(再生回数切嘗)
広報音声の再生回数の「繰り返しパ回Jを選択します。

⑧音量
再生音声の音量を調整します。

⑨録音

マイクまたはAUXからの広報音声等を本機に録音します。

⑩停止

再生中の広報音声を停止します。

⑪再生
選択したチャンネルの音声を再生します。

「ピーポーJサイレン吹嶋中のみ作動し

ー=

置跡~Æ"J咽・・・・

-岡田l~圃圃圃圃圃圃一一一一一J

-取付例

マイクの機能について(マイク狐声以外の機能として)
叫甲しボタンスイッチ②~⑤は、走行中の注意を捉すための音声放送とサイ

レン音を操作するためのものです。[④交差点]と[⑤渋滞]は、本体の[⑥音

声]がオンの状態でサイレン欧嶋中に放送できます。

*操作スイッチ⑥~⑪は、広報用の音声を操作するためのものです。本機に

あらかじめ録音された5チャンネル(鐘大10チャンネル}の音声と、ユー

ザーがマイク等から録音できる5チャンネルを選択して放送できます。

ストレートプラグ(オプション)
標準付属マイクMC-Dlしはレスになりま主

L型プラグ(標準装備)

リモートサイレン音声倉成
操作スイッチ構成 スイッチ操作

(別付けの押しボタンスイッチ)

-リモートサイレンの起動
・渋滞通過(走行注意)の起動
・交差点進入広報の起動
・出動予告放送の起動
*それぞれスイッテおよび取付配線工事が必要です。
* [出動予告放送]を除き、クラクシヨン操作連動も可能

...... . . . . 
- 出動予告
・渋滞通過
.交差点
・サイレン

専用マイクで操作

-音声合成操作
.録音、再生
.チャンネル選択
・音量調整(機能別調整可能)
・一回/繰返の選択
・モード(録再/再生)切醤

• • • • •.••••••••••• 

スイッチ操作
(別付けのスナップスイッチ)

26 

-音声合成キャンセル
このスイッチを操作すると[右折][左折][後退]の
各広報が放送されません。

牢スイッチおよび取付配線工事が必要で、す。

※上記仕嫌につきま しては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。

車両操作に連動

.右折・左折広報・・・・・・・・・・方向指示器に連動
・後退広報・..........・・・・・シフト操作に連動

※車両機器(方向指示器、後退シフト操作)への
配線工事が必要です。

+++: 



デジタルMark-D1仕様一覧

T5K圃~~ ~!~50W~DC~2V I音声合成機能付き|
T5K-D152(50W)DC24V I _.  _on.._.._._ I 

-専用マイク MC-DlLしプラグ
{偲場付属)

T5-D 1 5 1 (50W)DC 12V 

T5-D152(50W)DC24V 
一き一

一付一
一能一

一機一
一成一

一A
吉一

一吉岡一
一畠国一

-・E圭置.:::ニ冒・・ JXックスピーカー付

| ゥー | 

・専用マイク MC-DlL Lプラグ
{領海付属}

匪寓摂理問m開

|音声合成機能付き|

-・E言司直主冒・・

|ピーポー・ウー |

-専用マイク MC-DlL Lプラグ
(11準付属)

来上記仕様につきま しては、予告無く変更する場合がとざいますのでご了承下さい。
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01シリーズ
オプション

.MC-D1S 

ストレートプラグ付
専用マイク

※標準付属マイク

MC-Dlしはレスになります。

.MC-D1L 
L型プラグ付
専用マイク

仁甲!型 瞬間当:

CNl 

@ OSftKASIRIN 

CN2 m' ヲ詩

CN7 Dl専用マイク用ジヤツク(オプション)

.専用マイク取付(増設)
追加で専用マイクを使用する際に、背面のCN7に専用マイクジヤツクを追加しますL専用マイクは別売りですL上記スト

レー卜型かL型プラグをご指定下さい。

-汎用マイク取付(増設)

接続ジヤツク(ゆ 3.5ステレオ)

(リード線出し)

(汎用マイク本体は別売り)

.汎用マイク
DX-256S 

崎1& ￥4，000<税~IJ)_ 

対応機種

大阪サイレン製電子サイレ

ンアンプ全機種に使用可能

です。

.3Pミニステレオ
Lプラグ
MP-012LN-ROHS 

汎用マイクのジヤツクを

設ける(オプション)場合

に、標準で付属します。

.汎用マイク
延長コード

.Dl専用マイク延長コード
(5m・10m) <単体〉

フロン ト専用マイクジヤツク

部から単純に専用マイクを延

長する際に使用し ます。

.汎用マイク用

(3m .5m・10m)
6.3ゆステレオ3P
モールドジヤツク
MJ-018E 0.3 2芯シールド線

D1シリーズでは汎用マイクを標準では使用出来ませ

ん。汎用マイクを追加で使用し、助手席側や後部座

席側なとに汎用マイクのジヤツクを設ける(オプシヨ

ン)1曇合に左のプラグと組み合わせて使用し ます。

-フレキシブルマイクUD・200 .AUXジヤツク増設 .取付ブ、ラケット(コの字金具)

フレキシブルマイク

電子サイレンアンプリアハーネス部にAUX周

のジヤツクを追加します。(AUXジヤツ クは

フロント盤面 リアハーネス部に標準で各1
個合計で2個付いています。)

.無線機入力ジヤツク
電子サイレンアンプリアハーネス部に無線機入力用のジヤツクを追

加し ます。

※MK10. MKllシリ ーズでは標準で設けられていた無線機入力の

ジヤツクは、D1シリーズではオプションに変更となります。
※本機を電子サイレ ンアンプに接続する場

合、電子サイレンアンプ側のオプシヨン対

応等が必要です。電子サイレ ンアンプと

セットでのご注文をお願い致します

/れ 無線臥カ(オプション)に外部機器(側、ヵーステレオ等)を
/1¥ 1圭続される場合は、マッチング トランスや切替スイッチが必要です。
L....!......j 弊社別売の(力ーステレオ車内外切替装置:CS-41)や(マッチング

トランス MTA田 14)のこ使用をお勧め致します。
-詳しくは、弊社までお問い合わせください。

※上記仕織につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。
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.ワイヤレスセット(ユニペツクス製)

WM-3000A 
Pしし300MHz帯スピーチタイプ
ワイヤレスマイクロホン

価格￥34，OOO(糊 1])

AA-3800B 
ワイヤレスアンテナ

価絡￥14，OOO(税制

.寸法全長 300mm
(3C-2V同軸ケーブル 5m付)

t!?当|
NDW・301
システムケース(チューナー内蔵)

価格￥55，OOO(税制

.寸法幅 178mm高さ 50mm奥行 170mm
(つまみ、コネクター含む)

※Dl周は rNDW-30lプラグ無改造仕様Jになります。

カーステレオ車内/車外切替ボックス

市販のカーステレオを当社サイレンアンプに接続し、

広報する場合に御使用下さい.

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃~:.ì !iîi扇厳司凶圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・

-••••• ifrf.知図圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園

ロベ
冠雪

車内SP(左}

【長期ご使用時のご注意】
(部品の経年劣化による機能不全・事故の防止について)

一般的に電子部品や樹脂部品などから構成される製品は、長期使用により部品が劣化し、機能不全を起こしたり、感

電や火災など安全上の問題が発生する場合があります。

電子サイレンアンプには多くの電子部品や基板が使用されており、長期間のご使用で部品の性能低下や接触不良、絶

縁不良などが発生し、これにより、製品の機能不全やサイレンの停止、感電や火災などの事故が起きる可能性があります。

また、樹脂、ゴム、金属部品も長期の使用で変色や亀裂、変形などが生じ、不具合を起こす可能性があります。

本機をご使用いただく頻度や使用環境などの条件により、部品の劣化度合いは大きく異なりますが、概ねご使用期聞

が8年、または走行距離が 10万kmの、何れか早く到達する時期を超えると、前記のような部品劣化による不具合を起

こす可能性が出てまいりますので交換、または点検の実施をおすすめいたします。

なお、スイッチ、マイクジヤツク、マイクケーブル、ブザーは消耗品です。ご使用状況により、スイッチの接触不良、

ケーブルの断線やコネクタの接触不良などを起こす場合があるため、点検や運用中に機能不全や変音、音の途切れなど

がありましたら早いめに弊社、または販売店までご相談ください。

※上記仕織につきましては、予告無く変更する場合がございますので己了承下さい。



標準搭載メッセージ一覧

TSK-0151・0152・TS-0151・0152
⑤ 団堕J篭堕彰(消防団 )団堕J
※上記よりいず‘れかの仕様をご‘選択下さい。

オプションメッセージに変更、もしくは追加をこ'希望の場合は次ページのオプションメッセージ依頼用紙にご記入願います。

①区分 ②メッセージNo ③音声 r Jメッセージ内容

再生方法

ウインカー

バック

※サイレン吹鳴中のみ使用可能

※サイレン吹嶋中のみ使用可能

チャンネル

①火災予防 ②メッセージNo. ③全て女声

仕様 消防署 消防本部 消防団 消防局 内容

CH1 123 322 223 378 
こちらは00です。火災のほとんどは、ちょっとした不注意から発生しています。
火の用心はみんなの務め、火の元点検の習慣を身に付けましょう。

CH2 100 301 200 370 
こちらは00です。ただ今「春の火災予防運動Jを実施中です。空気が乾燥し、
火災が発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さし、。

CH3 110 311 210 372 
こちらは00です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、
火災が発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分こ'注意下さし、。

CH4 131 332 230 374 
こちらは00です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい
状態となっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

CH5 142 340 242 376 
こちらは00です。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。
お出かけ前、おやすみ前には、戸締まりとともに今一度、火の元点検を行いましょう。

※内容の001こは仕様内の文言が入ります
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オプションメッセージ依頼用紙(TSK・TS)
|型式 | 

口変更 E CH8割付

※CH8割付にした場合、自動的にサイレンと
蓄光灯が作動しません

※CH7割付にした場合でも、マイク側の「サイレンI
ボタンの設定は変わりません

CH6割付

※CH6割付にした場合でも、マイク側の「サイレンj

ボタンの設定は変わりません

※変更A:右左折メッセージのみ選択可能

変更B・バックメッセ ジのみ選択可能

変更C:出動予告メッセージのみ選択可能

変更0:出勤途上メッセージのみ選択可能

(サイレン吹嶋中のみ再生可能)

再生方法

ウインカー

バック No 

口変更 E CH9割付

No 

CH10割付

リモー卜2

牌咽巨富里富
山凶匡司匡司

変更E目指定のチャンネルの割付。サイレン吹鳴中でなくても

再生可能。どのメッセージでも選択可能。

変更Eはスイッチ表記が割付したチャンネルのものになります。

(リモー卜1、2を除く)

チャンネル

協力感謝のメッセージに変更

(変更D、E)した場合は全て

下記のスイッチ表記になります。

仕様:口消防署 口消防本部 口消防団 口消防局

チャンネル区分を標準仕様から一箇所以上変更する場合は下記もご、記入願います

CH1 
口標準

CH6 
口標準 メッセージ、なし

口変更 No 口追加 No 

CH2 
口標準

CH7 
口標準 メッセージ、なし

口変更 No 口追加 No 

CH3 
口標準

CH8 
口標準 メッセージ、なし

口変更 No 口追加 No 

CH4 
口標準

CH9 
口標準 メッセージなし

口変更 No 口追加 No 

CH5 
口標準

CH10 
口標準 メッセージなし

口変更 No 口追加 No 



標準搭載メッセージ一覧

OPS-D151・0152
②メッセージNo ③音声①区分

再生方法

「左へ曲がります。ご注意下さし、。 j
ウインカー

/'¥ック
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~J広 育室

Jメッセージ内容

※サイレン吹鳴中のみ再生可能

※サイレン吹鳴中のみ再生可能

チャンネル

③全て女声

①火災予防 ②メッセージNo
内容

CH1 400 
こちらは救急隊です。現場付近は救急車の出入りが非常に多くなっています。
救急車の妨げにならないよう道路を広くあけてください。

CH2 421 
事故車両から燃料が漏れています。
火災の発生の恐れがありますので、現場周辺では火気を使用しないで下さい。

CH3 402 
ただ今この付近で、救急通報がありました。
通報された方、若しくは目撃された方は、近くの救急隊員までお知らせ下さい。

CH4 732 
救急隊が到着しました。これから救急活動を開始しますので、ご協力をお願いします。
また、二次災害の危険性も考えられますので、救急隊の指示に従ってください。

こちらは、救急隊です。これから高度救命救急活動のため、ドクターへリが着陸しますので、ご協力をお願い

CH5 770 します。ドクターへリの着陸・離陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注
意してくださし、。ご迷惑をおかけしますが、こ~t協力をお願いします。
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オプションメッセージ依頼用紙(OPS)

|型式 | 

口変更 ECH8割付

※CH8書J付にした場合、自動的にサイレンと
替光灯が作動しません

来CH7i'J1J付にした場合でも、マイク側の「サイレンj

ポタンの設定は変わりません

来CH6割付にした場合でも、マイク側の「サイレンj

ボタンの設定は変わりません

再生方法

ウインカー

バック

リモート2

リモー卜 1

No 

口変更 E CH9割付

戸 (
No525 

口変更 D No 

口変更 E CH10割付

昨叩匡冨醒富
山U~司匡司

※変更A:右左折メッセージのみ選択可能

変更B:後退メッセ ジのみ選択可能

変更E:指定のチャンネルの割付。サイレン吹鳴中でなくても

再生可能。どのメッセージでも選択可能。

協力感謝のメッセ ジに変更

(変更D、E)した場合は全て

下記のスイッチ表記になります。変更C:出動予告メッセ ジのみ選択可能

変更D:出動途上メッセージのみ選択可能

変更Eはスイッチ表記が割付したチャンネルのものになります。

(リモート1、2を除く)

(サイレン吹鳴中のみ再生可能)

チャンネル
仕様:救急車

チャンネル区分を標準仕様から一箇所以上変更する場合は下記もご記入願います

CH1 
口標準 No400

CH6 
口標準 メッセージなし

口変更 No 口追加 No 

CH2 
口標準 No421

CH7 
口標準 メッセージなし

口変更 No 口追加 No 

CH3 
口標準 No402

CH8 
口標準 メッセージなし

口変更 No 口追加 No 

CH4 
口標準 No732

CH9 
口標準 メッセージ、なし

口変更 No 口追加 No 

CH5 
口標準 No770

CH10 
口標準 メッセージ、なし

口変更 No 口追加 No 



消防広報メッセージ一覧
緊急車輔の現場広報用として、下記メッセージをご用意していま乱

消防活動全般にお役立て頂ける内容となっておりま90ぜひご活用下さい。

オリジナルメッセージ(特注)の制作・録音も可能ですユ弊社までご相談下さい。

目次

P52 

P52~53 

P53 

最新メツセ ジ NEW
(日本語、英語、中国語、韓国語)

.左折メッセージ

・出勤途上(協力感謝)

.出勤途上

-広報

現場活動消防署

現場活動消防本部

現場活動消防団

現場活動消防隊 P47~48 

現場活動現場指揮隊

現場活動はしご車隊 P48~49

現場活動救助隊

現場活動救急隊

現場活動救急車

現場活動その他

P34 

P43~46 

P46~47 

P47 

P48 

P36~39 

P49 

P49~50 

P35 

P35 

P35 

P35~36 

P39~40 

P40~42 

-右左折メツセ ジ

後退メッセージ

-出動予告

出勤途上(協力感謝)

.出動途上

・広報

火災予防消防署

火災予防消防本部

火災予防消防団

火災予防その他

その他予防

P50 

P50~51 

P42~43 

P43 

.右左折メッセージ
ウインカー

静

一瞬

一一一

一一知

一指

一一同

一同

一掃

一一同一一泊

メッセージ内容

右ヘ曲がりま1九ご注意下さい。

左へ曲がりま1九ご注意下さい。

右ヘ走行しま衣戸ご注意下さい。

左へ走行しま衣己ご注意下さい。

右に曲がりま衣占ご注意下さい。

左に曲がリま1九ご注意下さい。

右に曲がりま1九

左に曲がりま1九

キーワード

545 

555 

580 

590 

640 

541 

551 

No 

一
日
一
知

一一日

一瞬

右に走行しますhご注意下さい。

左に走行しますhご注意下さい。

650 

643 

653 

右を通過しま衣日658 

左を通過しま1九657 

消防車、右に曲がりま1九

消防車、左に曲がりま衣己

消防車

消防車

645 

男声

一日

一一同

一掃
一
掃

一野
一
野
一
時

一瞬

一掃
一
一
日

一瞬

655 

消防車、左へ曲がりますL

消防車が右に曲がリます、ご注意下さい。

消防車が左に曲がります、ご注意下さい。

救助工作車が右ヘ曲がりますLご注意下さい。

救助工作車が左ヘ曲がりま守二ご注意下さい。

救急車が右ヘ曲がりま1九ご注意下さい。

救急車が右へ曲がりま1九ご注意下さし、。

救急車が右ヘ走行しま1九

放急車が左ヘ曲がりま官二ご注意下さい。

救急車が左へ曲がりま示日ご注意下さい。

救急車が左へ走行しますh

消防車、右へ曲がりま1九消防車

消防車

消防車

消防車

救助工作車

544 

554 

646 

647 

547 

救助工作車557 

救急車542 

救急車543 

救急車

救急車

548 

34 

女声

救急車

救急車

552 

558 

553 



.後退メッセージ I ~ッヲ I~ッヲ

No キーワード メッセージ内容 音声 i 

561 /やyクしま1抗日ご注意下さい。 男声

564 消防車 消防車がパックします二ご注意下さい。 女声

662 消防車 消防車、パックしますL 男声

663 消防車 消防車、パックしますユ 女声

562 救急車 救急車がパックしますLご注意下さい。 女声

563 救急車 救急車がパックします二ご注意下さい。 男声

-出動予告
司・・・・・

No キーワード メッセージ内容 3日a二F土司= 

502 救助工作車 救助工作車が出動します。ご注意下さい。 女声

503 緊急自動車 緊急自動車が出動します。ご注意下さい。 女声

504 消防自動車 消防自動車が出勤します。ご注意下さい。 女声

505 緊急車両 緊急車両が出動します。ご注意下さい。 女声

506 消防車 消防車が出勤します。 女声

670 消防車 消防車が出勤します。注意して下さい。 女声

800 消防車 消防車が出勤します。ご注意下さい。 男声

801 救急車 救急車が出勤します。ご注意下さい。 男声

2501 ドクターカー ドクター力ーが出動します。ご注意下さい。 女声

-出勤途上(協力感謝)

No キーワー ド

601 

602 

603 

604 

605 

720 

724 

メッセージ内容 3主二三金E
回同

ご協力ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。

ご協力あリがとうございます。

救命活動にご協力ありがとうございます。

緊急走行にご協力ありがとうございます。

救命活動にご協力ありがとうございます。

緊急走行にご協力あリがとうございます。

一日

一帯

一昨日

一耕
一
帯

一指

一一日

No キーワード メッセージ内容

519 交差点、進入 交差点に進入します。注意してください。

528 渋滞通過 火災出動中です。道をあけて下さい。

533 渋滞通過 救助出動中です。道をあけて下さい。

538 渋滞通過 火災出動中です。道をあけて下さい。

512 交差点進入 消防車が交差点に進入します。ご注意下さい。

523 渋滞通過 消防車が通ります。進路を譲って下さい。

534 渋滞通過 消防車が通ります。道をあけて下さい。

535 渋滞通過 消防車が通ります。道を譲って下さい。

531 交差点進入 消防車が交差点に進入します。ご注意下さい。

-出勤途上

一日

一照

一野

一掃

一一日

一一日

一掃

一知

一昨日

35 



メッセージ内容

521 

静

一一日

一一日

一一
同
一
掃

一一日

一
一
日
一
瞬

一野

一
時
計
一
野

一野

一一日一一同

一一日

一野
一
一
同

一野

一一日

一掃
一
掃
一
野

一一日

一鼎

一掃
一
一
同

一指

一一日

一掃
一
一
同

消防車が通ります。ご注意下さい。

消防車が続いて通過します。ご注意下さい。

緊急車が交差点に進入します。ご注意下さい。

緊急車が通ります。道をあけてください。

緊急自動車が交差点に進入します。ご注意下さい。

緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。

緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。

緊急自動車がUターンします。止まってください。

緊急自動車が交差点に進入します。 止まってください。

緊急自動車が転回します。止まってください。

緊急自動車が通ります。道をあけてください。

緊急自動車が通ります。道をあけてください。

緊急車両が通ります。進路を譲って下さい。

救助工作車が交差点に進入します。ご注意下さい。

救助工作車が交差点に進入します。ご注意下さい。

救助工作車が通ります。進路を譲ってください。

救助工作車が通ります。進路を譲ってください。

消防自動車が通ります。進路を譲って下さい。

はしご車が通ります。進路を譲ってください。

救急車が交差点に進入します。ご注意下さい。

救急車が交差点に進入します。ご注意下さい。

救急車が通ります。進路を譲って下さい。

救急車が通ります。進路を譲って下さい。

救急車が通ります。ご注意下さい。

救急車が通ります。道を譲って下さい。

救急車が通ります。道を空けて下さい。

救急車が通ります。左に寄ってください。

ドクターカーが交差点に進入します。ご注意下さい。

ドクタ カ が通リます。進路を譲って下さい。

交差点進入

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

渋滞通過

交差点進入

交差点、進入

交差点、進入

一一型
車
両
面
一型
車

一一向一一一一交差点進入
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-広報
No 

火災予防消防署

こちらは消防署です。ただ今[林野火災防止運動jを実施中です。空気が乾燥して風も強く火詳の
起こりやすい日が続きますので、火の取り扱いには、十分注意してください。

女声林野150 

こちらは消防署です。ただ今 I林野火災予防運動]を実施中です。入林中の煙草の投げ捨てはやめ
ましょう。防火にご協力下さい。

女声林野151 

こちらは消防署です。ただいま「山火事防火運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災の起こりや

すい状態が続きますので、火の取り扱いには十分注意しましょう。
女声

1¥イ力ーの皆さん、こちらは消防署です。只今、山火事予防運動を実施しています。空気が乾燥
し、山火事がおこりやすい気候となっています。自然美豊かな山の緑を守るため、火遊び、たばこ

の投げ捨ては絶対にしないようにしましょう。

林野380 

女声林野954 

36 

女声

こちらは消防署です。只今、山火事予防運動を実施しています。空気が乾燥し、 山火事がおこりや
すい気候となっています。自然美豊かな山の緑を守るため、火遊び、たばこの投げ捨ては絶対にし
ないようにしましょう。

林里子955 



No キーワード メッセージ内容 音声

140 年末
こちらは消防署です。ただ今 I年末の特別警戒jを行っています。大婦除で出たゴミなどを燃やす

女声
時は、水や消火器の準備と後始末を確実に行いましょう。

141 年末
こちらは消防署です。ただ今 「年末の特別警戒jを行っています。このところ火災が相次いでいま

女声
す。よいお正月を迎えていただくためにも、火の用心にご協力下さい。

こちらは消防署です。只今、年末の特別警戒を実施中です。空気が乾燥し、火災が非常に発生しゃ
144 年末 すい季節です。年末であわただしいとは思いますが、もう一度安全点検を実施し、火災予防に努め 女声

て、よい新年を迎えましょう。

942 年末
こちらは消防署です。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、お

男声
やすみ前には、戸締まりとともに今一度、火の元点検を行いましょう。

966 年末
こちらは消防署です。現在、年末特別警戒をしています。年の瀬で、あわただしい毎日ですが、火

女声
の取扱に十分注意して、新しい年を迎えましょう

101 春
こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どち

女声
ら様も火の元には十分注意し、防火にご協力下さい。

102 春
こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動jを実施中です。最近煙草による火災が増えてい

女声
ます。投げ捨てはやめましょう。又空地の枯草などは刈り取っておきましょう。

103 春
こちらは、消防署です。ただ今 「春の火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生し

女声
やすくなっています。火の元には、十分注意してください。

900 春
こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しゃ

男声
すくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

111 秋
こちらは消防署です。ただ今「秋の火災予防運動Jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どち

女声
ら僚も火の元には十分注意し、防火にご協力下さい。

112 秋
こちらは消防署です。ただ今 I秋の火災予防運動jを実施中です。 最近煙草による火災が培えてい

女声
ます。投げ捨てはやめましょう。又空地の枯草などは刈り取っておきましょう。

113 秋
こちらは、消防署です。ただ今「秋の火災予防運動Jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生し

女声
やすくなっています。火の元には、十分注意してください。

910 手火
こちらは消防署です。 ただ今 I秋の火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しゃ

男声
すくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

161 事故防止
こちらは消防署です。 ただ今「焼死者事故防止強調運動jを実施中です。火の用心はみんなの務め

女声
どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力下さい。

152 強風時
こちらは消防署です。風がたいへん強くなっています。どちら様も火の元には十分注意し、防火に

女声
ご協力下さい。

153 強風時
こちらは消防署です。本日は風が強く、大火になる恐れがあります。火の取り扱いに十分御注意下

女声
さい。

931 
乾燥注意報 こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報Jが発令中です。火災の発生しやすい状態となっていま

男声
発令 す。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

132 
乾燥注意報 こちらは消防署です。ただ今 「乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態となっていま

女声
発令 す。火の元には、十分注意してください。

133 
乾燥注意報 こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態となっていま

女声
発令 す。どなた様も火の元には十分ご注意下さい。

134 
乾燥注意報 こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報jが発令中です。ちょっとした不注意が火事の元、お出

女声
発令 かけ前、お休み前には必ず火の元を確かめましょう。

37 



No キーワード メッセージ内容 音声

135 
乾燥注意報 こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報Jが発令中です。風が強く、火災の発生しやすい状態と

女声
発令 なっています。どなた僚も火の元には十分ご注意下さい。

130 乾燥時
こちらは消防署です。最近火災が多発しております。空気が乾燥し、ちょっとした不注意が火事の

女声
元、お出かけ前、お休み前には必ず火の元を確かめましょう。

136 乾燥時
こちらは消防署です。ただ今空気が乾燥し、風が大変強く火災の発生しやすい状態となっていま

女声
す。火の元には、十分注意してください。

124 一般
こちらは消防署です。最近ストーブによる火災が増えています。ストーブは、カーテンやふすまな

女声
ど燃えやすいものから離しましょう。また注油の時は必ず火を消しましょう。

125 一般
こちらは消防署です。マッチ一本火事の元、火の用心はみんなの務め、火の取扱いには十分注意

女声
し、防火にご協力下さい。

126 一般
こちらは消防署です。おたくの火の元は安全でしょうか。毎月 1日を防火の日として、家族全員で

女声
防火について確認しあいましょう。夜 10 時は、防火の時間です。

127 般
こちらは消防署です。この火災は、飛ぴ火が多く発生しています。自宅付近の見回りと警戒をして

女声
ください。

923 一般
こちらは消防署です。火災のほとんどは、ちょっとした不注意から発生しています。火の用心はみ

男声
んなの務め、火の元点検の習慣を身に付けましょう。

4120 般
こちらは消防署です。もう一度、お休み前に戸締りとともに火の元をたしかめましょう。火の用

女声
心 ・火の用心をいたしましょう。

163 連続放火
こちらは消防署です。最近、この地区で放火が相次いでいます。家のまわりに燃えやすい物を置か

女声
ないようにしましょう。又物置などには必ず鍵をかけておきましょう。

1639 連続放火
こちらは消防署です。最近この地区で放火が相次いでいます。家の周りに燃えやすいものを置かな

女声
いようにしましょう。

755 予防週間
こちらは消防署です。おたくの火の元は安全でしょうか。毎月1日を防火の日として、家族全員で

女声
防火について確認しあいましょう。夜 10 時は、防火の時間です。

956 予防週間
こちらは消防署です。おたくの火の元は安全でしょうか。毎月 1日 ・15日は火災予防の日です。

女声
『 家族全員で防火について確認しあいましょう。夜9時は、消防の時間です。

120 予防運動
こちらは消防署です。ただ今 「火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすく

女声
なっています。どちら棟も火の元には十分ご注意下さい。

121 予防運動
こちらは消防署です。ただ今 I火災予防運動Jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様

女声
も火の元には十分注意し、防火にご協力下さい。

122 予防運動
こちらは消防署です。ただ今「火災予防運動Jを実施中です。最近煙草による火災が増えていま

女声
す。投げ捨てはやめましょう。又空き地の枯草などは刈り取っておきましょう。

159 予防運動
こちらは消防署です。空気が乾燥し、火災の起こりやすい気象状態となっています。どちら様も火

女声
の取り扱いには十分注意し、防火にご協力してください。

こちらは消防署です。現在、火災予防運動を実施しています。寝室に、住宅用火災警報機を設置し

962 予防運動 ましたか。消火器の期限は、大丈夫ですか。火災から貴重な財産と、尊い命を守るためもう一度、 女声

火の元を点検してください。

963 予防運動
こちらは消防署です。現在、火災予防運動を実施しています。火災から貴重な財産と、尊い命を守

女声
るためもう一度、火の元を点検してください。

2321 予防運動
こちらは消防署です。ただ今 「火災予防運動Jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様

女声
も火の元には十分御注意し、防火にご協力下さい。
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960 無火災推進
こちらは消防署です。毎月 1日と 15日は、無火災推進の日です。火災は、ちょっとした油断や不

女声
注意が原因で発生します。外出する時や、お休み前にはもう一度火の元を確かめましょう。

4122 年始
こちらは消防署です。ただ今「年始の特別警戒Jを行っております。火の取扱に十分注意いたしま

女声
しよう。火の用心 火の用心をいたしましょう。

162 地震警戒
こちらは消防署です。直ちに火の始末をして下さい。地震は治まりました。落ち着いて、もう一度

女声
火の元を確認してください。

137 強風乾燥発令
こちらは消防署です。ただ今「強風及び車2燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態と

女声
なっています。どなた僚も火の元には十分御注意下さい。

138 強風乾燥発令
こちらは消防署です。ただ今「強風及び乾燥注意報jが発表中です。火災の発生しやすい状態と

女声
なっています。どなた様も火の元には十分御注意下さい。

381 章E燥時 こちらは消防署ですの空気が監燥し風も強く吹いていますので、焚き火はやめましょう。 女声

810 乾燥
消防署からお知らせします。空気が乾燥し、火災の起こりやすい気象状態となっています。屋外、

女声
山裾での焚き火、火入れには十分注意してください。

1301 乾燥
こちらは消防署です。ただいま[乾燥注意報jが発表中です。火災の発生しやすい状態となってい

女声
ます。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

こちらは、消防署です。只今、火災予防運動実施中です。これから火災が発生しやすい季節になり
975 火災予防 ます。火災から貴重な財産と尊い命を守るため、もう一度安全点検を実施し、火災予防に努めま 女声

しよう。

4247 火災予防
こちらは消防署です。ただ今 I火災予防運動jを実施中です。この時期、空気が乾燥し、大変火災

女声
が発生しやすくなっていますので、火の元には十分注意して下さい。

156 
火災注意報 こちらは消防署です。ただ今 I火災注意報jが発令中です。空気が非常に乾燥し、火災が起こリや

女声
発令 すい気象状態となっています。火の取り扱いに十分注意しましょう。

154 
火災警報発4 こちらは消防署です。ただ今 I火災警報」が発令中です。空気が非常に乾燥し、ちょっとした不注

寸コ 意が火事の元、お出かけ前、おやすみ前には、必ず火の元を確かめましょう。
女声

155 火災警報発令
こちらは消防署です。ただ今「火災警報jが発令中です。空気が非常に乾燥し、枯草などが燃えや

女声
すくなっています。煙車の投げ捨て、たき火などは禁止です。ご協力下さい。

964 火災警報発令
こちらは消防署です。市内に、 I火災注意報J_が発令されました。空気が乾燥し、風が強いため火

女声
災の発生しやすい気象状況です。焚火は完全に消して、火の取リ扱いに十分注意して下さい。

157 火災警報解除
こちらは消防署です。当地域に発令されていました火災警報は、ただ今解除されました。解除はさ

女声
れましたが、引き続き火の取扱いにはご注意下さい。

158 火災警報
こちらは消防署です。ただ今 I火災警報Jが発表中です。火災の発生しやすい気象状況となってい

女声
ます。どちら様も火の取り扱いには十分注意してください。

302 
火災気象通報 こちらは消防署です。ただ今「火災気象通報jが発令中です。空気が非常に乾燥し、火災が起こり

女声
発令 やすい気象状態となっています。火の取り扱いに十分注意しましょう。

火災予防消防本部

300 春
こちらは消防本部です。ただ今 「春の火災予防運動Jを実施中です。火の用心はみんなの務め、ど

女声
ちら様も火の元には十分御注意し、防火にご協力下さい。

303 春
こちらは消防本部です。ただ今、春の火災予防運動が実施されています。火の元には十分注意しま

女声
しよう。
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310 秋
こちらは消防本部です。ただ今「秋の火災予防運動Jを実施中です。火の用心はみんなの務め、ど

女声
ちら様も火の元には十分御注意し、防火にご協力下さい。

312 秋
こちらは消防本部です。ただ今 I秋の火災予防運動jを実施中です。火災はちょっとした不注意か

女声
ら発生しています。どちら様も火の元には十分注意し防火に御協力ください。

313 手大
こちらは消防本部です。ただ今、 「早大の火災予防運動jが実施されています。火の元には十分注意

女声
しましょう。

320 予防運動
こちらは消防本部です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやす

女声
くなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

321 予防運動
こちらは消防本部です。ただ今[火災予防運動Jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら

女声
織も火の元には十分御注意し、防火にご協力下さい。

330 乾燥時
こちらは消防本部です。ただ今空気が乾燥し、風がたいへん強く、火災の発生しやすい状態となっ

女声
ています。どちら様も火の元には十分御注意ください。

331 強風乾燥発令
こちらは消防本部です。ただ今 「強風及び乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態と

女声
なっています。どなた様も火の元には十分御注意下さい。

350 強風時
こちらは消防本部です。本日は風が強く、大火になる恐れがあります。火の取り扱いに十分御注意

女声
下さい。

360 火災警報発令
こちらは消防本部です。ただ今、火災警報が発令中です。火の取リ扱いには、 十分注意して下さ

女声
L、。

362 年末
こちらは消防本部です。ただ今、歳未の特別警戒を行っています。お休み前には、火の元を点検し

女声
ましょう。

366 震災時
こちらは消防本部です。直ちに火の始末をして下さい。地震は治まりました。落ち着いて、もう

女声
度火の元を確認して下さい。

1152 強風時
こちらは消防本部です。風がたいへん強くなっています。どちら様も火の元には十分注意し、防火

女声
にご協力下さい。

1319 乾燥注意
こちらは消防本部です。ただ今「乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態となってい

女声
ます。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

火災予防消防団

春
こちらは消防団です。ただ今 「春の火災予防運動jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どち

女声
ら様も火の元には十分注意し、防火にご協力下さい。

202 春
こちらは消防団です。ただ今 I春の火災予防運動jを実施中です。最近煙草による火災が培えてい

女声
ます。投げ捨てはやめましょう。叉空地の枯草などは刈り取っておきましょう。

211 秋
こちらは消防団です。ただ今 「秋の火災予防運動jを実施中です。火の用心はみんなの務め、どち

女声
ら様も火の元には十分注意し、防火にご協力下さい。

212 秋
こちらは消防団です。ただ今「秋の火災予防運動jを実施中です。最近煙草による火災が増えてい

女声
ます。投げ捨てはやめましょう。又空地の枯草などは刈り取っておきましょう。

220 予防運動
こちらは消防団です。ただ今 [火災予防運動Jを実施中です。火災はちょっとした不注意から発生

女声
しています。どちら僚も火の元には十分ご注意下さい。

40 



No キワド メッセージ内容 音声

221 予防運動
こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し火災が発生しやすく

女声
なっています。どちら様も火の元には十分御注意下さい。

222 予防運動
こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様

女声
も火の元には十分御注意し、防火にご協力下さい。

224 般
こちらは消防団です。マッチ一本火事の元、火の用心はみんなの務め、火の取扱いには十分注意

女声
し、防火にご協力下さい。

225 警報発令
こちらは消防団です。ただ今「警報Jが発令中です。災害の発生しやすい状態となっています。ど

女声
ちら僚も十分ご注意下さい。

227 予防運動
こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様

女声
も火の元には十分ご注意下さい。

231 章2燥H寺
こちらは消防団です。最近火災が多発しております。空気が乾燥し、ちょっとした不注意が火事の

女声
元、お出かけ前、お休み前には必ず火の元を確かめましょう。

232 強風乾燥発令
こちらは消防団です。ただ今「強風及び乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態と

女声
なっています。どなた様も火の元には十分御注意下さい。

233 
乾燥注意報 こちらは消防団です。ただ今、 「乾燥注意報Jが発令中です。風が強く、火災の発生しやすい状態

女声
発令 となっています。どなた様も火の元には十分ご注意下さい。

235 
乾燥注意報 こちらは消防団です。ただ今、 「乾燥注意報jが発表中です。火災の発生しやすい状態となってい

女声
発令 ます。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

236 強風乾燥発令
こちらは消防団です。ただ今「強風及び乾燥注意報jが発表中です。火災の発生しやすい状態と

女声
なっています。どなた様も火の元には十分御注意下さい。

237 火災警報
こちらは消防団です。ただ今[火災警報Jが発表中です。火災の発生しやすい気象状況となってい

女声
ます。どちら様も火の取り扱いには十分注意してください。

238 予防運動
こちらは消防団です。空気が乾燥し、火災の起こりやすい気象状態となっています。どちら様も火

女声
の取り扱いには十分注意し、防火にご協力してください。

240 年末
こちらは消防団です。ただ今「年末の特別警戒jを行っています。大掃除で出たゴミなどを燃やす

女声
時は、水や消火器の準備と後始末を確実に行いましょう。

241 年末
こちらは消防団です。ただ今「年末の特別替戒」を行っています。このところ火災が相次いでいま

女声
す。良いお正月を迎えて頂く為にも、火の用心にご協力下さい。

250 強風時
こちらは消防団です。本日は風が強く、大火になる恐れがあります。火の取り扱いに十分御注意下

女声
さい。

251 林野
こちらは消防団です。ただ今「林野火災予防運動jを実施中です。入林中の煙草の投げ捨てはやめ

女声
ましょう。防火にご協力下さい。

252 水防警報 こちらは消防団です。ただ今「水防雪報J発令中です。どちら様も今後の情報にご注意下さい。 女声

944 連続放火
こちらは消防団です。最近、この地区で放火が相次いでいます。家のまわりに燃えやすい物を置か

女声
ないようにしましょう。又物置などには必ず鍵をかけておきましょう。
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No キーワード メッセージ内容 音声

4110 無火災推進
こちらは消防団です。今日は無火災推進の日です。火災は、ちょっとした不注意や油断から起きて

女声
います。お互いに気を付け合って安全な町を創りましょう。

こちらは消防署です。只今、「春の火災予防運動J:が行われています。これから春先は、火災の起こ

4111 春 りやすい季節です。屋外でのタバコの投げ捨ては止めましょう。また、焚き火などの火の取り扱い 女声

にも十分注意してください。お休みや外出の際は安全を確かめてからにしましょう。

こちらは消防団です。只今、「春の火災予防運動J;が行われています。これから春先は、火災の起こ

4112 春 りやすい季節です。屋外でのタバコの投げ捨ては止めましょう。また、焚き火などの火の取り扱い 女声

にも十分注意してください。お休みや外出の際は安全を確かめてからにしましょう。

こちらは消防署です。只今、 I秋の火災予防運動J;が行われています。火災は、ちょっとした不注意

4113 手火 や油断から起きています。ストーブの周りに洗濯物など燃えやすい物を置いていませんか。寝タパ 女声

コやタバコの投げ捨てをしていませんか。お休みや外出の際は安全を確かめてからにしましょう。

こちらは消防団です。只今、「秋の火災予防運動Jが行われています。火災は、ちょっとした不注意

4114 秋 や油断から起きています。ストーブの周りに洗濯物など燃えやすい物を置いていませんか。寝タパ 女声

コやタバコの投げ捨てをしていませんか。お休みや外出の際は安全を確かめてからにしましょう。

4116 年末
こちらは消防団です。只今、 I年末特別嘗戒jを実施中です。火の元は大丈夫ですかつお出かけ

女声
前、お休み前には今一度、火の元を確かめましょう。

こちらは消防団です。只今、[火災注意報jが発令されています。風が強く、空気が乾燥して、火災

4118 火災注意報 の発生しやすい状態になっています。焚き火の後始末や煙突は大丈夫ですかっコン口の近くに燃え 女声

やすい物を置いていませんか?もう一度、火の元を確かめ水バケツを準備しましょう。

4123 年始
こちらは消防団です。ただ今 「年始の特別警戒jを行っております。火の取扱に十分注意いたしま

女声
しよう。火の用心・火の用心をいたしましょう。

5501 火災予防
こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動jを実施中です。どちら様も火の元には十分ご注意下

女声
さい。

火災予防その他

1100 春
ただ今 I春の火災予防運動Jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。ど

女声
ちら様も火の元には十分ご注意下さい。

1110 手虫
ただ今 「秋の火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。ど

女声
ちら様も火の元には十分ご注意7下さい。

1123 乾燥時
火災のほとんどは、ちょっとした不注意から発生しています。火の用心はみんなの務め、火の元点

女声
検の習慣を身に付けましょう。

1131 乾燥注意報
ただ今[乾燥注意報Jが発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。どちら様も火の元

女声
には十分ご注意下さい。

1142 年末
年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、おやすみ前には、戸締ま

女声
りとともに今一度、火の元点検を行いましょう。

4200 
防災センター こちらは防災センターです。ただ今「春の火災予防運動jを実施中です。空気が転燥し、火災が発

生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。
女声

4210 防災センター
こちらは防災センターです。ただ今「秋の火災予防運動Jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発

女声
生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

42 



43 

No キーワード

4223 防災センター

メツセ ジ内容

こちらは防災センターです。火災のほとんどは、ちょっとした不注意から発生しています。火の用
心はみんなの務め、火の元点検の習慣を身に付けましょう。

音声

女声

こちらは防災センターです。 t~t;:_~ r乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態となっ
4231 防災センター ーー 7 女声

ています。どちら僚も火の元には十分ご注意下さい。

こちらは防災センターです。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ
4242 防災センター 女声

前、おやすみ前には、戸締まりとともに今一度、火の元点検を行いましょう。

4001 消防学校

4002 消防学校

4003 消防学校

4004 消防学校

4005 消防学校

その他予防

こちらは消防学校です。火災のほとんどは、ちょっとした不注意から発生しています。火の用心は
みんなの務め、火の元点検の習慣を身に付けましょう。

こちらは消防学校です。ただ今「春の火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生し

やすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

こちらは消防学校です。ただ今「秋の火災予防運動jを実施中です。空気が乾燥し、火災が発生し
やすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

こちらは消防学校です。ただ今 「乾燥注意報jが発令中です。火災の発生しやすい状態となってい
ます。どちら様も火の元には十分ご注意下さい。

こちらは消防学校です。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、
おやすみ前には、戸締まりとともに今一度、火の元点検を行いましょう。

女声

女声

女声

女声

女声

みなさんこちらは、消防署です。ただいま救急医療週間です。救急車の正しい利用を心掛けましょ
610 救急医療週間 ー 女声

つ。

みなさんこちらは、消防署です。ただいま救急医療週間を行っています。救急車の正しい利用を心
802 救急医療週間 男声

掛けましょう。

2771 熱中症 こちらは消防署です。気温が非常に高くなっていますので、熱中症には十分ご注意ください。 女声

2772 熱中症
本日も気温が上昇し、大変暑くなっています。熱中症には十分に御注意をお願いします。また熱中

女声
症のサインがみられる人を発見した場合は119番通報をお願いいたします。

2775 危険物
こちらは消防署です。ただ今危険物安全週間を実施しております。灯油やガソリンなど危険物の取

女声
扱いには十分ご注意ください。

4246 救急車
こちらは消防署です。救急車は限りある貴重な資源です。尊い命を救うため正しい利用を心がけま

女声
しよう。

4268 河川培水
こちらは消防署です。ただ今、 上流のダムで放流をしています。 川がI曽水するので大変危険です。

女声
ご注意下さい。

現場活動消防署

410 連絡要請 こちらは消防署です。火災建物関係の方は、至急、近くの消防隊員にお知らせ下さい。 女声



No 

411 

430 

431 

435 

451 

452 

776 

820 

946 

947 

948 

キーワード

群衆整理
(火気厳禁)

鎮火

鎮火

鎮火

鎮火

鎮火

メッセージ内容

こちらは消防署です。この現場は、火気厳禁です。非常に危険ですから、現場に近づかないで下さ

こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。ご安心下さい。現在原因を調べています。関係者
以外は危険ですから現場に近寄らないで下さい。

こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。ご安心下さい。消火作業にご協力ありがとうござ
いました。今後皆様も火の元には注意し、防火にご協力下さい。

こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。こ.安心下さい。消火活動にご協力ありがとうござ
いました。今後皆様も火の元には注意し、防火にご協力下さい。

こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。ご安心下さい。現在原因を調べています。関係者
以外は危険ですので現場に近づかないで下さい。

こちらは消防署です。只今の火災は鎮火しました。現在原因を調べています。関係者以外は危険で
すので現場付近には近づかないようご協力をお願い致します。

こちらは、消防署です。これから高度救急活動のため、ドクターヘリが着陸しますので、ご協力を
群衆整理

お願いします。ドクターヘリの着陸の際は、大変危険です。砂などの飛散物が舞い上がりますの
(ドクターヘリ)

連絡要請

群衆整理
(災害発生)

群衆整理

(災害発生)

で、窓を閉め飛散物にご注意下さい。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

こちらは消防署です。先ほどの火災で消火栓を使用しました。そのため付近の水道水が濁る恐れが
あります。水道を使用する際は、くれぐれもご注意下さい。

こちらは消防署です。この付近で原因不明の災害が発生しました。調査中ですので、消防官等(と
う)の指示に従い、安全な場所に避難して下さい。

こちらは消防署です。この付近で原因不明の災害が発生しました。調査中ですので、安全な場所に

避難して下さい。

群衆整理 こちらは消防署です。この付近に有毒な物質が散布された可能性があります。危険ですから現場に
(有毒物散布) は近づかないで下さい。

音声

女声

男声

男声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

953 群衆整理 こちらは消防署です。ただ今この付近で有毒なガスが発生しております。消防隊が現場確認をして 女声

(有毒物散布) おります。消防隊の指示に従ってください。

こちらは消防署です。これからヘリコプターが離着陸します。ヘリコプターの離着陸は、大変危険

971 (ヘ群リ衆コ整プタ理 ) ですので近づかないでください。また、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下 女声

さい。ご協力をお願いします。

群衆整理 こちらは消防署です。ただいま災害対応をしておりますが、火災ではありませんのでご安心くださ

980 (災害発生) い。なお、消ノ防車はしばらく」守の場所仁」停車しています。周辺の皆様には大変ご迷惑をお掛けしま 女声

すが、ご協力をお願いします。

44 



45 

No キーワード メッセージ内容 音声

こちらは消防署です。これからヘリコプタ が離着陸しますので、ご協力をお願いします。ヘリコ
群衆整理 プターの離着陸の際は、大変危険ですので近づかないて・ください。また、砂などの飛散物が舞い上

1170 女声
(ヘリコプター) がりますので、窓を閉め飛散物に注意して下さい。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いしま

1411 

1614 

1624 

1633 

1634 

1641 

1646 

群衆整理

連絡要請

連絡要請

鎮火

鎮火

群衆整理

(火気厳禁)

群衆整理

(有毒物散布)

す。

こちらは消防署です。この現場は非常に危険ですから、現場に近づかないで下さい。

こちらは消防署です。火災建物のご家族、関係者の方をご存じの方は、至急、現場(げんじよう)指
揮本部へおいで下さい。

こちらは消防署です。発生中でありました火災は、これ以上広がる恐れはなくなりました。鎮火ま
でしばらく時聞が掛かりますので、引き続きご協力をお願いします。

こちらは消防署です。発生中の火災は、鎮火致しました。ご協力ありがとうございました。

こちらは消防署です。発生中の火災は、鎮火致しました。ご協力あリがとうございました。

こちらは消防署です。事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場
(げんじよう)周辺で火気の使用やタバコは阪わないで下さい。

こちらは消防署です。この付近に有毒な物質が散布された可能性があります。危険ですから現場
(げんじよう)には近づかないで下さい。

女声

男声

男声

女声

男声

女声

女声

群衆整理 こちらは消防署です。この付近に有毒な物質が散布された可能性があります。体調がすぐれない方
1648 女声

(有毒物散布) 等(とう)がみえましたら、現場(げんじよう)救護所までお越し下さい。

1671 

1672 

1673 

1674 

1676 

群衆整理

(火災)

群衆整理

(救助活動)

群衆整理

(救助活動)

群衆整理

(火気厳禁)

群衆整理

(火気厳禁)

こちらは消防署です。消防隊員が、現在、消火活動を行っています。消火活動が終了するまでしば
らく時間がかかりますので、ご協力をお願いします。

こちJるは消防署です。消防隊員が、現在、救助活動を行っています。救助活動が終了するまでしば
らく時間がかかりますので、ご協力をお願いします。

こちらは消防署です。消防隊員が、現在、救助活動を行っています。救助活動が終了するまでしば
らく時闘がかかりますので、ご協力をお願いします。

こちらは消防署です。事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場
(げんじよう)周辺で火気の使用やタバコを吸わないで下さい。

こちらは消防署です。この周辺でガス漏れが発生しています。火災の発生の恐れがありますので、
現場(げんじよう)周辺で火気の使用や、タバコを阪わないで下さい。

女声

男声

女声

男声

男声



No キーワード メッセージ内容 音声

2614 連絡要請 こちらは消防署です。火災建物のご家族、関係者の方をご存じの方は、至急、現場指揮本部へおい 女声
で下さい。

2641 群衆整理 こちらは消防署です。事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場 占女同
(火気厳禁) 周辺で火気の使用やタバコは阪わないで下さい。

2648 群衆整理 こちらは消防署です。この付近に有毒な物質が散布された可能性があります。体調がすぐれない方 ム女同
(有毒物散布) 等(とう)がみえましたら、現場救護所までお越し下さい。

2674 群衆整理 こちらは消防署です。事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場 女声
(火気厳禁) 周辺で火気の使用やタバコを阪わないで下さい。

2676 群衆整理 こちらは消防署です。この周辺でガス漏れが発生しています。火災の発生の恐れがありますので、 ム女同
(火気厳禁) 現場周辺で火気の使用や、タバコを吸わないで下さい。

こちらは消防署です。これから高度救命救急活動のため、 ドクターヘリが着陸しますので、ご協力

2770 (ド群ク衆ター整ヘ理リ) をお願いします。 ドクターヘリの着陸 ・離陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓 女声
を閉め飛散物に注意してください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

5297 津波警戒 こちらは消防署です。ただ~ r津J 波警報j が発令中です。直ちに高台に避難して下さい。海や川な 女声
どには絶対に近づかないで下さい。

5298 大雨 こちらは消防署です。ただ今「大雨警報jが発令中です。河川の増水、低地の浸水、崖崩れ等には ム女同
十分注意して下さい。

こちらは消防署です。これから高度救命救急活動のため、 ドクターヘリが着陸しますので、ご協力

5521 (ド群クタ衆ー整ヘ理リ) をお願いします。 ドクターヘリの着陸 ・離陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓 女声
を閉め飛散物に注意してください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

こちらは消防署です。現在消防隊、救助隊が災害活動中です。 ご協力をお願いします。また、この
5572 軌道事故 現場の関係者、情報提供者及び怪我・具合の悪い方がいらっしゃいましたら、お近くの消防職員ま 女声

でお声矧け下さい。

5573 大規模災害 こちらは消防署です。現在、この付近で大規模な災害が発生しました。関係者以外は危険ですので 女声
現場に近付かないで下さい。

5612 大雨 こちらは消防署です。ただ今、大雨により河川の矯水、低地の浸水等発生する恐れがありますの 女声
で、 十分注意して下さい。

現場活動消防本部

364 群衆整理 こちらは消防本部です。この現場は、火気厳禁です。非常に危険ですから、現場に近づかないで下 占女同
(火気厳禁) さし、

441 鎮火 こちらは消防本部です。ほん火災は鎮火しました。消火活動にご協力ありがとうございました。 4フ 女声
後皆僚も火の元には注意し、 防火にご協力下さい。
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No 

804 

806 

5299 

404 

405 

408 

734 

764 

765 

768 

771 

772 

774 

782 

783 

816 
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キーワード

鎮火

鎮火

大雨

連絡要請

群衆整理

群衆整理

メッセージ内容

こちらは消防本部です。ほん火災は鎮火しました。こ.安心下さい。消火作業にご協力ありがとうご
ざいました。今後皆様も火の元には注意し、防火にご協力下さい。

現場活動消防団

こちらは消防団です。ほん火災は鎮火しました。ご安心下さい。消火作業にご協力ありがとうござ
いました。今後皆様も火の元には注意し、防火にご協力下さい。

こちらは消防団です。ただ今「大雨警報jが発令中です。河川の鑓水、低地の浸水、崖崩れ等には
十分注意して下さい。

現場活動消防隊

こちらは消防隊です。ただいまこの付近で消防隊出動要請がありました。通報された方、若しくは
目撃された方は、消防隊までお知らせください。

消防隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。消防活動には危
険が伴いますので、隊員の指示に従って下さい。

こちらは消防隊です。これからドクターヘリが着陸します。ヘリコプターの着陸は、大変危険です
ので近づかないでください。また、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下さ
い。ご協力をお願いします。

こちらは消防隊です。これから高度救命救急活動のため、 ドクターへリが離着陸しますので、ご協
群衆整理

力をお願いします。ドクターヘリの離着陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓を
(ドクタヘリ)

群衆整理

群衆整理

(救助活動)

群衆整理

閉め飛散物に注意してください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

消防隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、消防活動
に危険が伴うこともありますので、消防隊の指示に従って下さい。

消防隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、消防活動
の障害になる場合もありますので、消防隊の指示に従って下さい。この現場の関係者の方、情報提
供者の方、怪我具合の悪い方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願いいたします。

消防隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、この付近
は大変危険ですので、消防隊の指示に従って下さい。消防隊が調査情報収集後に情報提供を行いま
すので、その指示に従って下さい。

群衆整理 こちらは消防隊です。これからドクターヘリが離着陸します。ドクターヘリの離着陸の際は、大変
(ドクターヘリ) 危険です。砂などが飛散しますので、窓を閉め飛散物に注意して下さい。ご協力をお願いします。

群衆整理 こちらは消防隊です。これからドクターヘリが着陸します。ドクターヘリの離着陸の際は、大変危
(ドクターヘリ) 険です。砂などが飛散しますので、窓を閉め飛散物に注意して下さい。ご協力をお願いします。

群衆整理 こちらは消防隊です。これから高度救命救急活動のため、ドクターヘリが着陸しますので、ご協力
をお願いします。ドクターヘリの離着陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓を閉

(ドクターへリ)

協力感謝

協力感謝

群衆整理

め飛散物に注意して下さい。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

こちらは消防隊です。ただいま消防隊の出動要請があり緊急走行をしてまいりましたが、先着消防
隊により活動が完了いたしました。緊急走行にご協力ありがとうございました。

こちらは消防隊です。現時点をもって消防隊の活動は終了しました。これよリ消防車が動きますの
でご注意下さい。ご協力ありがとうございました。

こちらは消防隊です。ただ今救急支援活動中です。火災ではありません。

音声

男声

男声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声

女声



No キーワード メッセージ内容 音声

こちらは消防隊です。只今この付近で火災が発生しております。付近住民の皆様には大変ご迷惑を
830 群(衆火整災理) おかけしますが、 Aフしばらく消J 防隊の活J 動ドL'-ザ協力をお願い致します。また、二次災害の危険性も 女声

ありますので、火災現場付近には近づかず、消防隊の指示に従って下さい。

こちらは消防隊です。これからヘリコプターが離着陸します。ヘリコプターの離着陸は、大変危険

970 (ヘ群リ衆コ整プタ理ー) ですので近づかないでください。また、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下 女声

さい。ご協力をお願いします。

こちらは消防隊です。これからヘリコプタ が離着陸します。大変危険ですので付近には近づかな

974 (ド群ク衆ター整ヘ理リ) いで下さい。ま子ー、炉ノなどの飛散物が舞い上がりますので、窓を閉め飛散物に注意して下さい。ご 女声

迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い致します。

1667 消火活動中 消防隊は消防活動中です。危険ですので近寄らないで下さい。 女声

1668 消火活動中 消防隊は消火活動中です。危険ですので近寄らないで下さい。 男声

1669 消火活動中 消防隊は消火活動中です。危険ですので近寄らないで下さい。 女声

群衆整理 こちらは消防隊です。これからヘリが着陸します。ヘリコプターの着陸は、大変危険ですので近づ

4087 (ヘリコプター) かないでく戸ーさい。ま子ー、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下さい。ご協力 女声

をお願いします。

4089 群衆整理 こちらは消防隊です。ヘリコプターの着陸は、大変危険ですので近づかないでください。また、い' 女声

(ヘリコプター) などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下さい。ご協力をお願いします。

4270 群衆整理 こちらは消防隊です。この出動は火災ではありません。救急隊の活動を支援しております。ご協力 女声
をお願いします。

4271 群衆整理 こちらは消防隊です。この出動は火災ではありません。救急隊の支援のため現場活動中です。ご迷 占女円

救急支援 惑をおかけしますが、 付近には近づかないよう御協力をお願い致します。

現湯活動現場指揮隊

現場指揮隊が到着しました。これから活動を開始しますのでご協力をお願いします。また、消防活
760 連絡要請 動に危険が伴うこともありますので、消防隊員の指示に従い、十分注意して1さい。なお、関係者 女声

の方、情報提供者の方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願いします。

現場指揮隊が到着しました。これから活動を開始します。消防活動には危険が伴し¥ますので隊員の
762 連絡要請 指示に従って下さい。尚、関係者の方、情報提供者の方がおられましたら、こちらまでお願いしま 女声

す。

現場活動はしご車隊

790 群衆整理 消防はしご車隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、 女声
消防活動に危険が伴うこともありますので、消防隊員の指示に従ってください。

消防はしご車隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、
791 連絡要請 救助活動の障害になる場合もありますので、消防隊の指示に従ってください。この現場の関係者の 女声

方、情報提供者の方、怪我具合の悪い方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願いします。

48 
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No キーワード メッセージ内容 音声

消防はしご車隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、
792 群衆整理 はしご車の周囲は大変危険です。消防隊員の指示に従い、はしご車の周囲には近づかないようにお 女声

願いします。

793 協力感謝 こちらは消防はしご車隊です。ただいま、はしご車隊の出動要請があり緊急走行をしてまいりまし 女声
たが、先着消防隊により活動が完了いたしました。緊急走行にご協力ありがとうございました。

現場活動救助隊

406 連絡要請 こちらは救助隊です。ただいまこの付近で救助出動要請がありました。通報された方、若しくは目 女声
撃された方は、救助隊までお知らせください。

群衆整理 消防救助隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、救助
766 (救助活動) 活動の障害ド」なる場ム口もありますので、救助隊の指示に従って下さい。この現場の関係者の方、情 女声

報提供者の方、怪我具合の悪い方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願いいたします。

群衆整理 消防救助隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、救助
767 (救助活動) 活動の障害仁」なる場4口もありますので、救助隊の指示に従って下さい。この現場の関係者の方、情 男声

報提供者の方、怪我具合の悪い方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願いいたします。

824 群衆整理 救助隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。救助活動には危 ム女同

(救助活動) 険が伴いますので、隊員の指示に従って下さい。

825 群衆整理 救助隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。救助活動には「 男声

(救助活動) 険が伴いますので、隊員の指示に従って下さい。

828 群衆整理 救助隊が到着しました。これから救助活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、二d、欠 女声

(救助活動) 災害の危険性も考えられますので、救助隊の指示に従ってください。

829 群衆整理 救助隊が到着しました。これから救助活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、二次 男宜円

(救助活動) 災害の危険性も考えられますので、救助隊の指示に従ってください。

群衆整理 こちらは救助隊です。これからヘリが着陸します。ヘリコプターの着陸は、大変危険ですので近づ

832 (ヘリコプター) かないでく戸ーさい。まtc_ー、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下さい。ご協力 女声
をお願いします。

こちらは救助隊です。これからヘリコプターが離着陸します。ヘリコプターの離着陸は、大変危険

972 (ヘ群リ衆コ整プタ理 ) ですので近づかないでください。また、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意して下 女声

さい。ご協力をお願いします。

消防救助隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。また、.救助

2766 群衆整理 活動には危険が伴い、活動障害になる場合もありますので、救助隊のP日示に従って下さい。この現 女声
(救助活動) 場の関係者の方、情報提供者の方、怪我具合の悪い方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願い

いたします。

現場活動救急隊

401 群衆整理 こちらは救急隊です。現場付近は救急車の出入りが非常に多くなっています。救急車の邪魔になら 男声
ないよう道路を広くあけて下さい。

728 協力要請 救急隊が到着しました。これから救急活動を開始しますので、ご協力をお願いします。 女声



No キーワド メッセージ内容 音声

736 連絡要請
こちらは救急隊です。ただ今この付近で救急通報がありました。通報された方、若しくは目撃され

女声
た方は、救急隊員までお知らせください。

744 連絡要請
救急隊が到着しました。具合の悪い方、怪我在された方がいらっしゃいましたら、こちらまでお願

女声
いします。

750 連絡要請
こちらは救急隊です。この事故によりケガをされた方、若しくは気分が悪くなられた方は、近くの

女声
救急隊までお知らせ下さい。

現場活動救急車

726 協力要請 救急車が到着しました。ご協力をお願いします。 女声

742 連絡要請 関係者の方、救急車までおいでください。 女声

現場活動その他

412 
群衆整理 この周辺でガス漏れが発生しています。火災発生の恐れがありますので、現場周辺で火気の使用や

女声
(火気厳禁) タバコは吸わないでください。

413 
群衆整理 この周辺でガス漏れが発生しています。火災発生の恐れがありますので、現場周辺で火気の使用や

男声
(火気厳禁) タバコは阪わないでください。

419 
群衆整理 事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場周辺で火気の使用やタ

男声
(火気厳禁) /~コはP及わないでください。

420 
群衆整理 事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場周辺で火気の使用やタ

女声
(火気厳禁) パコは吸わないでください。

422 
群衆整理 この周辺でガス漏れが発生しています。火災発生の恐れがありますので、現場周辺で火気の使用を

女声
(火気厳禁) しないでください。

665 拡帳注意 アウトリガーを張り出します。注意して下さい。 女声

666 拡幅注意 アウトリガーを収納します。注意して下さい。 女声

667 拡幅注意 アウトリガ一、ジャッキ作動中です。ご注意下さい。 女声

721 協力要請 救命処置の為、救急車が停車します 女声

738 連絡要請
ただ今この付近で救急通報がありました。通報された方、若しぐは目撃された方、近くの救急隊員

女声
に連絡してください。

794 ドアが開放しました。駐車ブレーキを作動させてください。 女声

795 ドアが開いています。 女声

796 車両が傾斜しています。設定位置を変更してください。 女声

797 放水を開始します。 女声

798 はしご用 PTOに接続されました。 女声

799 装置用 PTOに接続されました。 女声

812 
ボディー

ボティーが動きます。ご注意下さい。 女声
拡幅注意
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No キーワド メッセージ内容 音声

814 車両が動きます。ご注意ください。 女声

840 津波 津波注意報が発令されました。十分注意して下さい。 女声

841 津波 津波注意報は解除されました。 女声

843 津波 津波警報が発令されました。至急避難して下さい。 女声

844 津波 津波警報は解除されました。 女声

846 津波 大津波警報が発令されました。至急避難して下さい。 女声

847 津波 大津波警報は解除されました。 女声

5475 津波 津波注意報が発令されております。海岸にいる方は、危険ですから海岸から離れて下さい。 女声

5628 大雨 ただいま大雨警報が発令されております。様々な災害が予想されますので、 十分ご注意下さい。 女声

848 震災時 危険です。安全な場所に離れて下さい。 女声

850 地震警戒 大きな地震が発生しました。大きな余震があるかもしれません。壊れた建物の中には入らないで下 女声
さい。

群衆整理 ドクターヘリが着陸しますので、ご協力をお願いします。ドクタ ヘリの着陸・離陸の際は、大変
950 (ドクターヘリ) 危険ですo li'Jノ、などが飛散しますので、窓を閉め飛散物に注意してください。ご迷惑をおかけします 女声

が、ご協力をお願いします。

969 (ヘ群リ衆コ整プタ理ー) ヘリコプターが到着します。 女声

1640 群衆整理 事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場(げんじよう)周辺で 女声

(火気厳禁) 火気の使用やタバコは吸わないでください。

1650 群衆整理 この周辺でガス漏れが発生しています。火災発生の恐れがありますので、現場(げんじよう)門L市 女声

(火気厳禁) で火気の使用やタバコは阪わないでください。

1660 群衆整理 事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場(げんじよう)周辺は 女声

(火気厳禁) 火気の使用をしないでください。

2660 群衆整理 事故車両から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので、現場周辺は火気の使用をし 女声

(火気厳禁) ないでください。

4245 群衆整理 消防防災ヘリが着陸します。着陸・離陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓を閉 」女ー同

(ヘリコプター) め、飛散物に注意して下さい。

4400 給水活動 ただいま給水車による給水活動を行っています。 女声

4401 給水活動 ただいま作業中です。危険ですから給水車から離れてください。 女声



最新メッセージ NEW 
日本語、英語、中国語、韓国語

-左折メッセージ
ウインカ

No 言語 メッセージ内容 音声

右左折 中国語
救炉享左特。 i青注意。

女声
(救急車が左折しますLご注意下さい。)

右左折 英語
An ambulance is turning left. Please be careful. 

女声
(救急車が左折します。ご注意下さい。)

右左折 韓国語
干音対フ}王}豆|モj首しIcト至創言H 卒~人1 .2.

女声
(叙急車が左折します二ご注意下さい。)

右左折 韓国語
モl苓2呈召しIcf. 至剣吉H 卒~人1 .2..

女声
(左に曲がりま雪ユご注意ください。)

右左折 英語
An emergency vehicle is turning left目 Pleasebe careful. 

女声
(緊急車両が左に曲がりますhご注意ください。)

右左折 韓国語
干音対外到主|記官しIcトヨ三位言H卒刈IR.

女声
(救急車が左折しますhご注意下さい。)

右左折 韓国語
白書再三豆~L..I仁トヨミ創舌H 卒刈I R.

女声
(左に曲がりますhご注意ください。)

右左折 日→中
左へ曲がり ます。ご注意下さい。救f戸*左持。 i青注意。

女声
(救急車が左折しま1九ご注意下さい。)

右左折 日→英
左へ曲がりまヲユご注意下さい。Anambulance is turning left. Please be careful 

女声
(救急車が左折しま1九ご注意下さい。)

右左折 日→韓
左へ曲がりますhご注意下さい。子音対対卦亘|自首し|叫~創訓李起人1 .2.

女声
(救急車が左折しま主ご注意下さい。)

布左折 日→韓
左へ曲がりますLご注意下さい。モ!寄2呈首L..I叶互創言H卒倒人1.2.

女声
(左に曲がります主ご注意ください。)

右左折 日→英
左へ曲がりま五ご注意下さい。Anemergency vehicle is turning left目 Pleasebe careful. 

女声
(緊急車両が左に曲がりますhご注意ください。)

右左折 英→中
An ambulance is turning left. Please be careful. 救t戸*左特。 i青注意。

女声
(救急車が左折します。ご注意下さい。 X2)

右左折 英→韓
An ambulance is turning left. Please be careful. 干音対フト王}豆，1モj脅しIcト . ~~訓-?-~人1 .2.

女声
(救急車が左折しますhご注意下さい。 x2)

-出勤途上(協力感謝)
司・圃

No iSヨ z白百 メッセジ内容 ヨ日白巳間三盆=

3540 中国語
i射朔合作

女声
(ご協力ありがとうございます;，)

3541 英語
Thank you for your cooperation. 

女声
(ご協力ありがとうございま1九)

3542 韓国語
百至言H卒λヰ人イ百人}首L..lcf

女声
(ご協力ありがとうございま1九)

3543 韓国語
2f旦言H卒人ヰ人イ百人ト暫しIc卜

女声
(道を譲って頂き、有難うございま1九)
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No 言語 メッセージ内容 2白O~主=
日 戸弓

3650 日→中
ご協力ありがとっございました。湖i射合作

(ご協力ありがとうございま1九)
女声

3651 日→英
ご協力ありがとうございました。 Thankyou lor your cooperation. 
(ご協力ありがとうございま1九)

女声

3652 日→稼
ご協力ありがとうございました。 百~古H-'?-人ヰ 人イ 百人}苦しIc卜

(ご協力あリがとうございま1九)
女声

3653 日→韓
ご協力ありがとうございました。 2fE亘古H 卒人ヰ人イ百人f~しIcf
(道を譲って頂き、有難うございま三九)

女声

3657 英→中
Thank you lor your cooperation. i射朔合作
(ご協力ありがとうございま1九x2)

女声

3660 英→韓
Thank you lor your cooperation. 百三吉H卒人ヰ人イ百人ト首Llc卜
(ご協力ありがとうございま1九x2)

女声

-出勤途上
喝圃・国・F・・・・

No 言語 メッセージ内容 音声

3520 中国語
救炉:$通迂。 i青t上路。

女声
(救急車が通リま1九道を空けて下さい。)

3522 英語
An ambulance is approaching. Please make way. 

女声
(救急車が通ります。道を空けて下さい。)

3534 韓国語
干音対フト ^Iしf~Llcト . 宣告 ~og;.剣人 1 .2.

女声
(救急車が通ります。道を空けて下さい。)

3537 英語
An emergency vehicle is approaching目 Pleasemake way目

女声
(緊急車両が近づいていま1九道を開けてください。)

3539 中国語
救f戸:$通近。 i青i上出一条路。

女声
(救急車が通りま衣日道を 本あけてください。)

3634 韓国語
平号外フf̂I しト~LI叫型呈包01卒Áll 5l'.

女声
(救急車が通りま1九道を空けて下さい。)

3640 日→中
救急車が通リま1九進路を譲って下さい。救炉:$通).10 i青t上路。

女声
(救急車が通りま1九道を空けて下さい。)

3642 日→英
救急車が通りま1九進路を譲って下さい。 Anambulance is approaching. Please make way 

女声
(救急車が通りますL道を空けて下さい。)

3644 日→韓
救急車が通りま1九進路を譲って下さい。 干音対外 ^ I しmLI仁ト型呈包01卒~人|♀

女声
(救急車が通りますL道を空けて下さい。)

3647 日→英
緊急自動車が通りますL進路を譲って下さL、。 Anemergency vehicle is approaching. Please make 

女声
way.(緊急車両が近づいていま1九道を開けてください。)

3655 英→中
An ambulance is approaching. Please make way. 救炉:$通泣。 i青t上路。

女声
(救急車が通りま1九道を空けて下さい。x2)

3658 英→韓
An ambulance is approaching. Please make way. 干音対外;疋ILト ~LI仁ト型呈包01卒~人|♀

女声
(救急車が通ります。道を空けて下さい。 x2)
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大型8ボタンスイッチの三
高い信頼性を追求した、電子サイレンアンプの新しいスタンダードでま
-新開発のデジタルアンプ
MK-O用に開発した省電力デジタルアンス大阪サイレン定評のサイレン音を
効率よく鴫らしま五

・透過照明の押しボタンスイッチ
動作中は赤色照明に変わり、一目で動作状態がわかりま五

・警光灯連動機能
サイレンを鳴らすと、連動して警光灯が作動しま五(サイレンを停止させても警
光灯は停止しません。)

デジタ)vMark-D2仕様一覧

TSK圃 0251 (50W)DC 12V 

TSK -025 2(50W)DC24V 

-・E圭置薗三週・・

|ゥー・カンカン |

-拡声マイク DX・2668
{柵準付属)

TS-D251 (50W)DC12V 

TS-0252(50W)DC24V 

-・E圭司・;:;..  

| ゥー | 
.描声マイク DX・2668

{練場付圃}

※上記仕様につきましては、予告無く変更する湯合がございますのでこ了承下さい。

-スライドマウント構造
フロントパネル南側のねじを外してアンプ本体を手前に引き出すことができ、
保守が容易におこなえま弘

.異常檎出機能
アンプの出力や電圧異常などを検出し、ボタン照明を点滅させます二またボタン
操作により、接続されたスヒtーカ や接続の異常をチェックできま瓦
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Mark-D2ーデジタル式-6塁ヨ
圃 TSK-D2

動Z幅一t-，;.~ . C@)#itl C@m!，' _ 

.~広声マイク
DX-256S 
(標準付属)

-~IDJ!\I踊lUJiCJ."... 

-E腕11};Um'，'j臨~.

劃~i(#'~]I .@~i(#'71!")~・ea Ga， 
①手動 ⑦テスト ⑪マイクジャック

押している時のみ fウーJサイレンがなります。 サイレン音をテスト音量にします。 付属のマイク [DX-256SJを接続します。

②自動
{テスト音量で緊急走行は出来ません。) ⑫AUX(外部入力)ジャック

サイレンが欧鳴し、連動して警光灯が作動します。 ⑧マイクIAUX メモリープレイヤーなとを緩続します。

③警鐘
鐙を鳴らします。

④弱
サイレンを弱者量にします。

⑤停止
サイレンを停止させます。

⑥警光灯
光灯をオン・オフさぜます。

02シリーズオプション

. 汎 用マイク取付

.汎用マイク周延長コード

(5m・10m)
フロント汎用マイクジヤツク部
から単純に汎用マイクを延長す
る際に使用します。

AUX (外部入力)機能をオンにします。

マイクのトークスイッチ操作で自動的にオンに
なります。

⑨マイクボリュームノブ
マイクの音量を調整します。

⑩AUXボリュームノブ
AUXIこ接続した機器の音量を調整します。

押しボタンスイッチの照明色について

*本機に通電した状態のボタン照明色は、[②自動]ボタン
のみ白色、その他のボタンは緑色です。

*各ボタンの機能が動作中は赤色などに笛わります。

※上記仕様につきましては、予告無く変更する揚合がございますのでと了承下さい。

. 汎用マイク取付(増設)接続ジヤツク(ゆ 3.5ステレオ)

(リード線出し)

豚ミl列
一臥クl当

一一陣a・
. 汎用マイク

DX・256S

、
価惜 ￥4，000<税別)

対応機種

大阪サイレン製電子サイレ

ンアンプ全機種に使用可能
です。

(汎用マイク本体は別売り)

.3Pミニステレオ

Lプラグ
MP咽 012LN-ROHS

j凡用マイクのジヤツクを

設ける(オプション)湯合
に、標準で付属します。

.汎用マイク

延長コード

(3m・5m'10m)
0.3 2芯シールド線

- 汎用マイク用

6.3ゆステレオ3P
モーJレドジヤツク

MJ-018E 
汎用マイクを追加で使用し、助手席側や後部座席側

などに汎用マイクのジヤツクを設ける(オプシヨン)
場合に左のプラグと組み合わせて使用します。

. フレキシブルマ イクUD・200
フレキシブルマイク

.無線機入力ジヤツク
電子サイレンアンプリアハー

. 取付ブラケット

(コの字金具)
※本機を電子サイ レンアンプに後続する場合、電子サイ

レンアンプ側のオプション対応等が必要です。電子サ

イレンアンプとセッ卜でのご注文をお願い致します

ネス部に無線機入力用の

ジヤツクを追加します。
※MK10・MKllシリーズで

は標準で段けられていた無

線機入力のジヤツクは、

D2シリーズではオプショ
ンに変更となります。

ど色 無線機……に州器(無線機力一一
1妾続されるI畠合は、マッチンクトランスや切替スイッチが必要です。
弊社別売の(カーステレオ車内外切替装置 CS-41)や(マッチング
トランス・ MTA-14lのこ使用をお勧め致します。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。

※上記仕僚につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。
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電子サイレンアンプ

大型6ボタンスイツ
と高信頼性を追求した

町師団園町問地局畳一陣什圃笹富田町叫m ー

置睡'II''-I.~.泊四'Æ ~m1líl' .... ~肱w1&童書 C@}"Mjt _ 
①警鐘 (TSK) ⑤警光灯 ⑨マイク入力ジャック

鐙を鳴らします。 サイレンに連動してオンになります。 付属マイク (DX-256S)周のジャックです。

②自動
単独での操作も可能です。 ⑩鍋助入力ジャック

サイレンをウエーブで嶋らします。 ⑥減音 外部機器を銭続するミニプラグ用のジャックで、す。

サイレン音量を小さくし、点検等に使用します。
③マイク/補助
補助に媛続した機器を倣送するときに使用します。⑦マイク音量調整ツマミ
マイク狐声放送時は自動的にオンになります。 マイクによる狐声放送の音量を調整します。

⑪手動(丁目
押しているときのみサイレンが鳴ります。

③停止 ⑧補助音量調整ツヲミ
サイレン、 警鐘を停止させます。 補助入力ゾヤツク1;::議続された機器の音量を調整します。

Mark-11 仕様一覧

型式
ふ

TSK・3111(30W)DC12V 
価格(税別)

電源電圧

使用電圧範囲

サイレン警鐘音最大出力

消費電流DC12V仕様

スピーカー出力インピーダンス

マイク入力回路

1補助入力回路

無線機入力回路

使用周囲温度

外径寸法

質量

車載用スビーカーセパレート型、コンビネーション型

Eヨ

50W16C1ドライバーユニット付
口径 145X180mm 
全長 275mm 
全高 175mm 
質量 0.9kg (ホーンのみ}
色赤
価格 24，000円{税別)

理
口d.Ll

25W16C1 
口径 232x152mm 
全長 227mm 
全高 150mm 
質m1.4kg 
色赤
価絡 12，500円{税別)

SP-1AB 
50W16C1ドライバーコニット付
口径 145x180mm 
全長 261mm 
金高 178mm 
質量 1.0kg (ホーンのみ)
色 君主

価格 29，000円(税目1])

圃圃圃圃司副~JI.Iiiii酎I!.j.

PS-50NB 
SP-1A 
SP-10 
SP-1A8 
SP-108 
SP-20 
50W16C1 
質量 2.3kg 
価格 18.000円 (l見目的

ドライバー
ユニット

1RJ3!I3D 

￥76，500 

DC12V 

DC1 OV~DC1 6V 

30W 

5.5A以下(定絡出力時)

80及び160

-36dBV(2kO不平衡)

-10dBV(20kO不平衡)

1W 80 

-10 'C~+50 'C 

178(W) x 50(H) X 146(D)mm 

約1.3kg

SP-10 
50W16C1ドライバーユニット付
口径 175mm申
全長 214mm 
金高 190mm 
質量 0.8kg (ホーンのみ}
色 白又は赤

価格 26，000円{税別)

PS-50D 
SP-30 
50W16ロ
質屋 l.1 kg 
価格 23，000円{税目IJ)

ドライバー
ユニット
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lFA-50 @
 

発光状態

|幽

f 
正面 側面

這出 配光図

電源電圧

12/24兼用

防水保護性能

JIS D0203 D2準鎚

LFA-50専用プロテクター

￥9，OOO(税別)
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lFA-l00 @
 

発光状態

岡田I
「竺二」

側面正面

晶

配光図

aI r~ 
リップ付(オプション)

電源電圧

12/24兼用

防水保護性能

JIS 00203 02準拠

LFA・100専用プロテクター

￥11，OOO(税別)。
lFA-150 @町一相

発光状態

鱒|dE三~

kzJ 
正面 側面

配光図

仕様 I 
型式 | 電源電圧

LFAー 150 I 12/24兼用

使用温度範囲 | 防水保護性能

-30・C~+ 80
0cl JIS 0020③ 02準拠

。
lFA-160 ⑪ 

丸一JEl 

発光状態

正面 側面

lq 配光図

LFA-160専用プロテクター

￥14，OOO(税別)
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lFA-200 
新

製

"" ロロ

クリアレンズ仕犠(オプション)

|仕様

型式 1 電源電圧

LFA -200 12/24兼用

使用温度範囲 | 防水保護性能

-30'C~+ 80・cl jlS 00203 02準拠

LFA-200専用プロテク9-

￥12，OOO(税別)

lFA-300 

仕様γliI ，;一九一 ず'平 ..  

型式 | 電源電圧

LFA -300 I 12/24兼用

使用温度範囲 | 防水保護性能

30'C~+ 80・cl jlS 002閃 02準拠

LFA-300専用プロテクター

￥15，OOO(税別)

59 

クリアレンズ仕様(オプション)

発光状態

正面 側面

配光図

強力照射角度50
0

@ 

hi--中l司-
() 

発光状態

正面 側面

配光図

強力照射角度50
。

@
 

(214) 

180 



『強力LE
一つになった NEW

型 式 LFIA -300 

電源電圧 OC12V • OC24V兼用

使用電圧範囲 OC10V ~ 32V 

消費電流
約0.2A (筈光灯)・約 1.6Aat OCl OV 
約0.6Aat OC20V (LEOライト)

使用温度範囲 -30'C~+ 80・c
防水保護性能 JIS 00203 02準鎚

質 量 約850g

価格(税別) ￥82，000 
⑪
 発光状態

LFIA-300専用プロテクター

￥15，OOO(税別)
正面

LFA発光パターンは4種類
スイッテ(配線必要)操作で切替が可能です。

1i-話器 1000務

初期設定 問交互発光 1 000  

単独・複数
同期発光

2 I シングル

3 ファイブ

複数交互発光

単独・複数
周期発光

複数交互発光

単独・復数
同期発光

複数交互発光

4 トリプル

新

製

晶

⑫ 
{2141 

本体裏面の配線

はコネクタ一方式

を採用、取り付け、

取り外しが容易に

なりました。
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日品300 日品200

仕様 [.，!~・ 仕様 [.，~・

型 式 LlA -300 

電源電圧 OC12V • OC24V兼用

使用電圧範囲 OC1 OV ~ OC32V 

消費電流 約 3.2A 約 1.2A 

使用温度範囲 -30'C~ + 80'C 

防水保護性能 JIS規格 00203(1994) 02準拠

質 量 950g 

価格(税別) ￥79，000 

型 式 LlA -200 

電源電圧 OC12V・OC24V兼用

使用電圧範囲 OC10V ~ OC32V 

消費電流 約1.6A 約 0.6A 

使用温度範囲 -30'C~+ 80'C 

防水保護性能 JIS規格 00203(1994) 02準拠

質 量 500g 

価格(税別) ￥48，000 

⑪
 

(214) 

180 

@
 

(214) 

180 

国

LlA・200専用プロテクター

￥12，OOOC税別)

LlA-300専用プロテクター

￥15，OOO(税別)
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( ) 

|・配光性能 l 
配光特性図(24V(車両)}

9m 

*配光特性図は、LlA-300、LlA-200をそれそ'れ高さ2mに設

置し、路面の照度を測定したものです。

*1ルクス以上の照明面積は175%、3ルクス以上の照明面積

は178%、20ルクス以上の照明面積は300%です。
*イラストの消防自動車は、説明の都合上書き加えたものです。

9m 

寸法図

@ 

主塁盗旦
取付ピッチ140

1LX 

2LX 

3~4LX 

圃 5~7LX

• 8~14LX 

• 15~24LX 

• 25~39LX 

• 40~60LX 

. 61LX以上

一 ←@{三~~~{~~~~:B三t~!:~~歪三1母 止コ
2-φ4.5 

-30.C-+80.C 
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省電力高性flLED警光灯{フラツシユタイプ)

明るさと省電力の両立を実現。

な警告光で安全走行をサポート。

-B渦・t:j.，-1'I'f! fむ nìl日[，布Ijf.:tl~茸川町局長E置'J_
・・・・・・・・・・.r~1主主E散請 ~ ít;，_ _ _ _  _ 

発光状態イメージ

4'は

uw

au流
河

%
J
E1

訓掘削
A
M
一
叩

m

F
F灘
間

3
2
F
1

E
且
の
回

l

fL J 

100% 

LF-101回 R

h i 引事
。@

 

ー圏直直温温昌也直B.2盛立E・・・・・・・
i116 

￥11，OOO(税別)LF・101専用プロテクター

補助警先灯(スレンダーLED)

[一I=!'J 幅 …)全長はlHIi'iIli'Iと~の2バリエーション | 

・省エネ[OJIiE1以下の省電力設計 | 

-m付付方向自由 ・点灯、点漏可能{別途点繍ユニットが必要

価格
(税別)

質量
(kg) 

消費電流
(A) 

電源電圧
(V) 

全長
(mm) 

式型

12 141 LS・141・1
￥6，800 約10約0.1以下

24 141 LS-141-2 

12 270 LS-270-1 
￥11，000 

LS-141 

約20

〆 ¥OeS奪f1。 0 0000。ぷ1'0110 回目。因。t-hIOeS:考mou α 

l寸法図 ) 的 将 ・
'-ー/ // i ~~ ノグ i; ~担

"/200 "/20 

，-， LS-270 ..， 

約0.2以下
24 270 LS-270-2 
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型式 セット内容

LF-11C-1 

LF-11 C-2 
LF-11 X1 

LF-12C-1 

LF-12C-2 
LF-12X1 

LF-21C-1 
LF-21 x 1 

LF-21C-2 

LF-31C-1 

LF-31C-2 
LF司 31X1 

LF-11 

広角高輝度LED警光灯(フラッシュタイプ)

lF・11

(出荷時の発光パターンは「ランダムフォーJで「同時発光Jに設定されています。)

.減光機能付き(スイッチの設置が必要で、す。)

lF・13 lF-12 

lF・31

lF・21

※縦方向の取付も可能です。

震源電圧 消費電流 使用 質量 価格

(V) (A) 光源 (kg) (税別)

12 約1.0
約0.5 ￥39，000 

24 約0.5

12 約1.0
角形 約0.4 ￥38，000 

24 約0.5

12 約0.5
超高輝度

24 約0.25
LED 約0.2 ￥29，000 

12 約1.0
約0.4 ￥39，500 

24 約0.5

LF-12・13

※縦方向の取付も可能です。

型式 セット内容
電 源 電圧 消費電流 使用 質量 価格

(V) (A) 光源 (kg) (税別)

LF-11D-1 
LF-11 X2(親・子機)

12 約1.0X2
約1.1 ￥84，000 I 

LF-11D-2 24 約0.5X2

LF-12D-1 12 約1.0X2
角形

LF-12D-2 
LF-12X2(親・子機)

24 約0.5X2
超高輝度 約0.9 ￥82，000 

LED 
LF-13D-1 

LF-13X2(親・子機)
12 約1.0X2

約0.9 ￥86，000 
LF-13D-2 24 約0.5X2

※1 LF-11C・12C、LF・21C、LF-31Cには点滅ユニットは内蔵されていませんので、別売りの点滅
ユニットrLVシリーズjと組み合わせてご使用下さい.

※2 LF-11D、12D、13DI主観機に点滅ユ二ツ卜が内蔵されていますのでrLVシリーズjは必要ありま
せん.発光パタ ンおよび点滅タイミングの切替は、親機本体に内蔵のスイッチで行います.

t 
LF-21 LF・31
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-~司~~五E巴~週明謀者掴・・・・・・・

.ー正
LF-12専用プロテクター

￥14，OOO(税別)

LF-21 C専用プロテクター

￥12，OOO(税別)

LF-31 C専用プロテクター

￥15，OOO(税別)

LED点滅ユニット LV・4(4灯対応)LV・8(8灯対応)・LV.・4'LV・8(LF・11C、12C、21C、31C専用)
LFシリーズを最適の状態で、発光させるための点滅ユニッ卜です。
• LV-4は41J対応.(2灯ずつ交互発光、合計41J接続可能.)

LV-8は8灯対応.(4灯ずつ交互発光、合計B灯1華続可能.)

・出荷時の発光パターンはfランダムフォーJIこ設定されています.

LF灯体の同時点滅ま

たは受互点滅の段定

は、本機との組み合

わせによります.

・ 美しく強靭なアルミ押

出ボディー.放熱性に

も優れます.

※ LF-21Cのみ1台あたり0.5灯として計算して下さい。 ※消費電流は接続灯数億大の喝合の電流値です.

強力LEDライト

[仕様 LI・31

品 名 LEDフイ卜

型 式 LI-31 

発 光 色 白

レンズ色 無色透明

電源電圧 DC12V.24V兼用

消 費 電流 2.0A以下(12V)・1.0A以下(24V)

質 量 約770g

価格(税別) ￥79，000 

門 ，¥， aー/戸

IUO)町付時

四

"" 

巴ヨ ~I ~ I ! 

II・31 II・21

[仕様 111・".11

品 名 LEDフイト

型 式 Lト21

発 光 色 白

レンズ色 無色透明

電源電 圧 DC12V'24V兼用

消費電流 1.0A以下(12V)・0.5A以下(24V)

質 量 約400g

価格(税別) ￥48，000 

「山λ
|プロテクター(ステンレス製

明「

LI-21専用

プロテクター

￥12，OOO(税別)

?ア



省スペースLEDライト

庫内灯・車内照明に
.幅21mm、長さ160mm、厚さは15mmのスリムな外形により取付場所を選ばず、機材収納庫照明や車内の照明に最適です。

【収納庫シャッターレール裏側、収納庫側面、キャブ.天井、手元照明等】

t土三日

金塁
取付ピ

-ゆ[三75J歪司EEZE歪三34

計器灯・周囲照明に
.防水性能(JIS00203 02相当)により外部

での使用が可能です。

【計器周辺、アウトリガー周辺等】

寸法図

2-φ4.5 その他、車両のあらゆる照明に
・消費電流が小さい省エネ設計により、多数使用しでも

バッテリー負担の心配がありません。

.最適なLEO配置とレンズによりムラのないクリアな照明。

・取り付け方向に制限はありません。

型式
電源電圧 消費電流 使用電球 質量

グロープ色
(V) (A) (S白熱球) (kg) (税別)

12 1.6 10WX2 

E二主SL-Y 0.6 
24 0.8 10WX2 

￥7，000 
12 1.6 10WX2 

亡二込SL-W 。目6
24 0.8 10WX2 

SL(標識灯)

66 

-ベーシックな形状の標識灯。
ムラのない照聞で、明瞭な
表示が出来ま友

⑪
 



照明器具・補助警光灯

-夜間の緊急活動を強力にバックアップ。

・交換用HIDバルブはイグナイタ一一体型で交換作業が容易0

・防水、耐振性能、耐久性に優れたステンレスボディー構造。

型 式

05355-51 

05355・52

0535F・51

0535F-52 

電源電圧(V)

12 

24 

12 

24 

消費電流{安定時)

3.4A 

1.8A 

3.4A 

1.8A 

l OPTION ) í~ 1 
交換用HIDパJレブ ーa・圃・
MM園 D1S1"''''::司'三イ
DC12/DC24V ~ -

DS35専用
プロテクター

価格￥14，500(税別)

⑪
 2

 
3
 

司直思トツ7
 

ラ

，
 

占

照明器具・補助警先灯

型式
電源電圧 使用蛍光管 価格

(V) (W) (税別)

12 
￥16，000 KL・1008 10 

24 

12 
￥18，000 Kし1508 15 

24 

KL-2008 
12 

￥20，000 20 
24 

KL-100B，KL-150B，KL・200B(車胴用蛍先則 廃 λ~"ι」
昨二二二弓菩二二二二コ1判| 囲謹 古向 Lリ楢闘 j

-一-一一-一一-一-一-一-- ， 、-〆
， 

十1""トー正法斗::::Hf-

f『l i;J2〆JJ£ ~ コμ 」

」一一一一::n

・ ;~115""'1・~ ~l: :1278 . f モメ~-

十二仁~I巾白け

1] 

-コンパクトサイズに点灯回路を内蔵。取付スペースを選びません。
.本体は美しく強靭なアルミ製。計器盤の照明や、収納庫内外の照
閉など、様々な使い方が出来ます。

ι 
- 二lMMfEhd;|十
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散光式警光灯

スーパーネオフラッシユ

-明るく、ワイドに
フラットでワイドなデザインのグロープは灯体を下まで固

い込み、 LEDや回転灯など、高性能光源の光を正面はもちろ

ん、斜め、横方向に広く、下方向にも明るく照射します。

-標鵬灯とスピーカーのフォーメーション
ネオフラッシユの標識灯モデルは、フラットな大型標識灯の背後にスピーカー2本に加え、

モーターサイレンの内蔵も可能。音量を績なうことなく望書光都と標識灯、スビーカー機能の両

立を実現しました。多機能ワンボディー集約で、架装品の多い緊急車のルーフをシンプルにま

とめることができます。

-アクティブ制御スピーカー (スピーカー :Dタイプ)
アクティブ制御スビーカーの搭載により、前方音量を確保し

ながら車内方向の音量を大幅に減衰。車内サイレン音による

乗務員や同乗者の負担を軽減します。また、小さなスペース

にスビーカードライバーを2本搭載。万一のスビーカートラ

ブルにもパックアップの安心設計です。

*このスピーカーは、/tナソニック株式会社側支持H共与により開発したものです.

〔オプション E (スピーカー t 

防雪カバー SP-l0B 

.・- 二 ~
~"" 

k品、‘ 4・
h、 >>
Eι ー

SP司 30

【取付金具 】目

各機種に何れかが標準装備されています。詳細は各機種の型式表をご参照下さい。

「一一一 機能 ー一一-，
サイズ 分類 タイプスピ力一数追加機能

.NF 
「一一一一ー」「- E・ E ・_.J r--..1 rー」 l 

s =全長 695mm ML=全長1355mm X=j票準 I A=2灯 1 = 1個 I M=専用

MS=全長 915mm L =全長1575mm V=標識灯付き18=4灯 2=2個 I 5SA型内蔵
M =全長1135mm LL=全長1795mm - J=LED 0=2個

11'タティブ者鈎

-11 1 
電圧

J-..-.... . 
1 = 12V 
2=24V 

追加光源

口
1 

LF=ハイブリッ ド
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-ゥインダ形状のデザイン 34五五:Ei:;t??の回転灯ユニット配列により、正面はもちろん斜め、横方向からの視認性

-グローブ
グロープは下方向まで固い込み、回転灯や
LEDの高性能光j原の光を、正面はもちろん

検、斜め方向にも強力に照射し、下方向から
の視認性も良好です。

.WF・Vシリーズの槙識灯献がLEDに。

-標識灯部分の光源をLED化する事により、従来の標識灯より消費電
流が1/12~1/16になり、バッテリー負荷を軽減します。

・長寿命な為、面倒な電球交換がなくなりメンテナンスフリー。

・高輝度白色LEDを均等にレイアウトする事により標識面がより均一
に発光します。

エアロダイナミックAD型

散光式警先灯

AD型の金モデルにダブルレフレクターを線用。

超高効率反射による優れた視認性を発揮しま守主グロープからシャーシに至るまです
べて曲面構成とし、不要な段差を排除。
高速走行や強風時の走行に対応して風圧抵抗、風きり音を低減させたエアロダイナ
ミツクデザインの散光式響光灯で抗
全長はコンパクトなセパレートタイプから大型車用のLLタイプまで11タイメ豊富な
バリエーションで多織な用途に対応します主

(咽中市咽岨!現J

高効率田脂訂底割観ダブルレフレクター

-L~ilii1ヨ匡E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各機種に何れかが標準装備されています。

詳細は各機種の型式表をと参照下さい。

-・~~日回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

専用5SA型内蔵 防雪カバー

-L~:ni ii-~主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -国語量副量・・・

平面型 直付型
(O.3kg/個) (O.15kg/個)

告団彊!こ何れかカ‘騨韮情されています.開時間の型式表をと棚下さい SP-20A

-Eiii益沼EIi司圃圃園田圃圃圃園圃園田圃幽・... 圃薗置壇画E盟国極圏櫨

5SA型モーターサイレン 防雪カバー
(工場組込み)

※写真はWFシリ ズのものです.

明るさは従来のレフレクターに比べて1.5-2倍!
ダブルレフレクターはメインレフレクターに加えて、光源の先を無駄なく反射させる

インナーレフレクターを装備した、狐創的構造の隠紬ニ.反射簡です。

タブルレフレクターはなぜ明るい? 目

ダブルレフレクターは回転半径が小さく、より大きな反射鏡を装備できます。
大きな電球を使わなくても明るく、シャープな筈告光です。

ノ

m型、m;型、r.:..UJ型、[:1;:1型 園
Bl1I[:jj型、 [:~~[型に標準装備 園

NF~をはじめ、 WF型、 AD型、 RFB重量、 BL'BT型、

RM裂の回転灯反射鋭には、全てダブルレフレクター

が標準装備されています。



散先式警先灯
NF.WFシリーズ

宅害

θ
 

園 極圏岨姐魁血圃

NF-M-XJD-LA1 

式型

NF-M-XJD-LA2 

管
@
 

匝u置岨峰雄 -

型 式
定格入力(w) 取付

電源 消貨電流 取付
ー追加機能 電圧

質量
スビーカー数 方向 L{EADl モタ (kg) 

金具 グロープ色 価緒(税別)

(V) サイレン(Al (僚準)

NF・ML-XJD-LA1 12 3.4 
SP-30 

(50W)X2 
前後 16.0 自在

NF・ML-XJD・LA2 24 1.7 
￥413，000 
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あ菅

※LEDパヰJレは広角高鐸度LED。標銘灯は高輝度LED。米スピーカー取付方向民変更で曹ません.

※取付金具につきましては概準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕織につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。

lEAiU 岨 Z値温血圃

NF・ML-XJDM・LA2

NF・ML-XJDM・LA1

式型



散光式警光幻NF.WF.シリーズ

@ 圃回Z置且回組 -

型 式

NF・L-XJD・LC2 平面

lE庫区置!U盤掴E

NF-L-XJDM圃 LC

... て Ji:、辛子手ぞき品、 「

』ー一一ーニニーーー 3(

グローブ色 価格(税制

一 ￥469，000 

l寸法図 I

〉剛静岡 ト
手王国LU自主主軍司副司毎号
||…よfJ|l~ 恩

l追加機能 |定絡入力(w) 取付
電源 消費電流 取付

型式 電圧
官 | モーター |金具|

グローブ色 |価格(税別)
スピーカー数方向

(V) 骨 ..(I，'AA¥ I(標準}

NF-L-XJDM・LC2 4.0 |平面| |￥449，000 (専用5SA内蔵)1(50W)X2 前後 2411.7 

|軽積載車用|

NF-MS-VXJ1・LB1
lE盛z・a団組園田園

前f圭

側面

@
 

~ Iil方

価格{税別)型式 グローブ色

NF-MS-VXJ1・LB1 -画面・ ￥215，000 

|圃幽面温u国国圏直圃

NF-MS-VJ2圃 LA

限付幅可宜(530-690) (207.4) 

型式
定絡入力(w) 取付

電源 消費電流 取付

追加機能
スピーカー数 方向

電圧
質量

金具 グローブ色
L{EAD}標{讃Al灯モーター (kg) 

価格(税制

(V) サイレン(刈 (標準}

NF-MS-VJ2・LA1 12 1.3 
V 

NF-MS-VJ2・LA2
(標識灯付)

22.5 ￥260，000 

SP-10B 
24 0.7 

(50W)X2 
前 0.2 自在 • • NF-MS-VJ2M・LA1 M 

(専用5SA内蔵)
12 1.3 8.0 

NF-MS-VJ2M-LA2 
V 

ト一一←一一← 25.3 ￥298，000 

(標識灯付) 24 0.7 4.0 

71 

※LEDパネルは広角高輝度LED。標識灯は高緯度LED。※スビーカー取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更するi曇合がございますのでご了承下さい。



θ
 

lE薗包i.WD皿墨画面圃

型式 追加機能
=，ロr、'"'・.， 明日

電圧
基司LII1

金具 グローブ色 価格{税別}
スビーカー数 方向

(V) 」LI旦EDl標j設M灯サモイーレタンー{刈 (kg) 
{標準)

NF-M-VJ2-LA1 V 12 1.8 

(1票読灯付)
18.4 ￥290，000 

NF-M-VJ2-LA2 SP-10B 24 1.0 

(50W)X2 
前 0.2 自在

NF-M-VJ2M・LA1 M(専用5SA内蔵)

NF-M-VJ2M司 LA2 V(標識灯付) 12411.01 1 4.0 

NF・ML-VJ2M・LA

τー刷\里~ -
@
 

l .. ~置幽幽血圃

型式
定格入力(w) 取付

電j原 消費電流 取{す

追加機能
質量

スビーカー数 方向
電圧

L{IAED} 標l器Al灯サモイーレタンーl刈 (kg) 
金具 グロープ色 価格{税別)

(V) (標準)

NF・ML-VJ2-LA1 V 12 3.0 

NF-ML-VJ2・LA2 (僚識灯付)
￥382，000 

SP-10B 24 1.5 

NF・ML-VJ2M-LA1 (50W)X2 
前 0.2 自在

M(専用5SA肉箆) 12 3.0 8.0 

NF・ML-VJ2M-LA2 V(標機灯付)
ト一一一一一一23.2 ￥420，000 

24 1.5 4.0 

型式

lE面温国幽血E
NFーしVJ2M圃 LC

追加機能 グロープ色 価格(税制

NF・しVJ2・LC2
V 

(僚議灯11) I SP-1 OB I _ 
日示両副 (50W)X2I剖

V(標識灯付)

￥408，000 

NF-L-VJ2M・LC2 ￥446，000 

恒温盛置盟幽温凪圃

@
 

型式 追加機能 グローブ色 価格(税別)

NF-LL-VJ2-LC2 
v 

空型旦~ ，:~，: ~，~~~ I前
M(専用5SA肉蔵ド ¥OUVV/λζ 

V(僚織灯付)

￥474，000 

NF-LL-VJ2M・LC2 ￥513，000 

※LEDパヰJレは広角高輝度LED，標騎灯は高輝度LED。滋スビーカー取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので己了承下さい。
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NF圃 3圃 JB

散光式警先灯NF-WFシリーズ

@ l・~~量IW血圃

ELJ 
型式 グローブ色

NF・3・JB1

NF-3-JB2 • (170-260) 

制干

@
 

WF-MS圃 XJ1 ピー弔轟」

~‘ 
型 式 グローブ色

WF-MS-XJ1 

圃園面.~I出血血圃

WF-M-XJ2 

定格入力(W)
同付方向

電源 消費電流 質量 取付金具
型 式 追加機能

スビーカー数 電(V圧) L{EAD} を-9{司A判}的 (kg) {標準)
グローブ色 価絡(税別)

SP-20A 
12 2目5

WF-M-XJ1 
(50W)X1 

前 自在 ￥338，000 
24 1.3 

M SP-20A 
12 2目5 8目。 ，、WF-M-XJ1・M

(専用5SA内蔵) (50W)X1 
前 自在 ￥379，000 

24 1.3 4.0 

SP-20A 
12 2.5 

WF-M-XJ2 
(50W)X2 

前後 15.6 自在 ￥368，000 
24 1目3

llIimE圃岨血皿E

定格入力(W) 電源 消費電流 取付金具
型式 追加機能

スビーカー数
取付方向

電(V圧} L【EAD】 トト(Aサ)イレン (標準)
グローブ色 価格(税別)

SP-20A 
12 2.5 

WF-ML司XJ2
(50W)X2 

前後 自在 ￥377，000 
24 1.3 ，、

SP-20A 
12 2.5 8.0 

WF-ML-XJ2-M 
M 

前後 自在 ￥418，000 
(専用5SA内蔵) (50W)X2 

24 1.3 4.0 

73 

※LEDパネルは広角高輝度LED。僚識灯は高輝度LED。※スピーカー取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がこざいますのでこ了承下さい。



l .. ~且~佳盤固E

定格入力(W) 震源 消費電流 取付金具
型 式 追加機能

スピーカー数
取付方向

電(V圧) L【EAロ} モーター?イレン (懐準)
グロープ色 価格(税別}

(A) 

SP-20A 
12 3.0 

WF-ML-XJ2・LF LF(LF-21 C) 
(50W)X2 

前後 自在 ￥392，000 
24 1.5 ，一、LF(LF-21 C) 

SP-20A 
12 3.0 8.0 

WF・ML-XJ1-LF'M M 
(50W)X1 

前 自在 ￥404，000 
(専用5SA内蔵) 24 1.5 4.0 

定格入力(W) 電源 消費電流 取付金具
型 式 追加機能

スビーカー数
取付方向 電圧

L(EAD} モータ{ーAH}U (標準)
グローブ色 価格{税制

(V) 

WF-L-XJ2・LF LF(LF-21 C) 
SP-20A 

前後 24 1.7 直付 ￥444，000 (50W)X2 ，・、LF(LF-21 C) 
SP-20A 

WF-L-XJ1・LF'M M 
(50W)X1 

前 24 1.7 4.0 直付 ￥457，000 
(専用5SA内蔵)

@ |量橿盛置且1m凪圃

WF-LL-XJ2・LF.M

WF・LL-XJ2・LF.M

回垣島置凪姐臨皿圃

WF-M-VJ @
 

前
↑
牛
曹

定格入力(W) 電源 消費電流 取付金具
型 式 追加機能

スピーカー数
取付方向

電(V圧) L(EAD} 槽{醐A)灯篭-9{ーA判}仙 {標準}
グローブ色 価格(税別)

V SP-20A 
12 2.5 

WF-M-VJ1 
(標識灯付) (50W)X1 

前 0.1 自在 ￥370，000 
24 1.3 

(標設V灯付) SP-20A 
12 2.5 8.0 ，、WF-M-VJ1-M 

M (50W)X1 前 0.1 ト一一一一 自在 ￥411，000 

(専用5SA内蔵) 24 1.3 4.0 

V SP-20A 
12 2.5 

WF-M-VJ2 
(標識灯付) (50W)X2 

前後 0.1 自在 ￥399，000 
24 1.3 

※LEDパネルは広角高輝度LED。標識灯は高輝度LED。※スピ カ 取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。
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散光式警光灯NF.WFシリーズ

lE温Z置血血血凶血圃

定裕入力(W) 電源 消費電流 取付金具
型式 追加機能

スビーカー数
取付方向

電(V圧) L(EAD } ezH{Aa}kTトタ{-AH}U (僚準)
グローブ色 価格(税別)

V SP-20A 
12 2.5 

WF圃MしVJ2
(標識灯付) (50W)X2 

前後 0.1 自在 ￥408，000 
24 1目3 ，z、

(標識V灯付) 12 2目5 8.0 
WF・ML-VJ2・M SP-20A 

前後 0.1 自在 ￥450，000 M (50W)X2 
(専用5SA内蔵) 24 1.3 4.0 

臨画虚血且邑凶皿圃

@
 

前↑制官

型 式 追加機能 定格ビー入カ力ー(W数~I 取 | | …一一“・ l唱刊血員| グローブ色 | 価格(税別)ス 付方向 電圧， ~~ l用問打 l~_b_.JI.'， I IUA>.晶、

V 
SP-20A WF・ML-VJ2幽 LF

L(F標(L識F-灯2付1C)) (50W)X2 
前後 0.1 自在 |￥423，000 

24 1.5 ，士、
12 3.0 8.0 

WF-MしVJ1-LF'M IM(~専F(標(用L識F5之5灯A1付内ó!蔵 SP-20A 前 0.1 ト一一一一 自在 |￥436，000 )1 (50W)X1 
24 1.5 4.0 

l-tt-{ A : L値幽園

@
 定格入力(W) 電源 消費電流 取付金具型式 追加機能

スピーカー数
取付方向 電庄

L{EAD} e標{"AHlIトタtーA?)イレン {標準)
グロープ色 価格(税別)

(V) 

V 
SP-20A WF-L-VJ2・LF

L(F標(L識F司灯2付) (50W)X2 
前後 24 1目7 0.1 直付 ￥475，000 

1C) ，ー、
M(VL専F(標札用識F5S灯2A1付内ol蔵)ii!l)WF-L-VJ1・LF.M SP-20A 

前 24 1目7 0.1 4目O 直付 ￥488，000 (50W)X1 

WF-LしVJ2・LF.M ⑪
 

匝遁盛置."".{ 皿圃

型 式 グロープ色

WF・LL-VJ2・LF'M

※LEDパヰルは広角高輝度LED。標識灯は高鱒度LED。泌スビーカー取付方向は変更でぎません.

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更するi昌合がございますのでご了承下さし」
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散光式警光灯
NF.WFシリーズ

⑪ 剛智耐t耐

T 担割菅

@
 

lE彊監置且E岨幽 田 園

NF-M-XAD・HA-LF

型式 グローブ色

NF-M-XAD・HA1・LF

NF-M-XAD・HA2-LF

l 圃血血図画E
NF・ML-XAD・HA・LF

一

型式 グロープ色

NF・ML-XAD・HA1-LF

NF-ML-XAD-HA2-LF 

θ
 

lE盛置幽幽血圃

NF圃 ML-XADM・HA-LF

型 式 グローブ色

NF・ML-XADM・HA1・LF

NF-ML-XADM-HA2-LF • 

守

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55WoLEDパ才、Jレは広角高錦度LED。標識灯は高輝度LED。※LEDパヰjレは回転灯連動にて点滅します。

※全機器量に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。米スビーカー取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては棟準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますのでと了承下さい。
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WFシリーズ

⑪咽雪山田~I附
Ti苦青雪~~菅

回面温且E幽血圃

NF-L-XAD・HC-LF

ご三二二ー一
グロープ色

一

式型

⑪ 剛動層棚

空管

NF・L-XAD・HC2・LF

l・歯直直国国組田園

NF圃 L-XADM・HC・LF

戸一一二二之ー」
式

NF-L-XADM・HC2・LF

型

@ |圃函IIiItW凪15量FIe1e1jjJjj1.

NF・ML-VA2M・HA-LF

工二圏直二J
電画面

型式
追加 定摘入力{同 取付

電源 消費電流 取付
機能

質量
機能 スピーカー数 方向

電圧
回凶転灯一L(EAD) 標仏讃l灯~~イ-レ9ン-lA (kgl 金異 グロープ色 価格{税別)

(VI {標準)

NF・ML-VA2・HAl・LF V 12 5.9 2.0 

NF・ML-VA2-HA2-LF VA I(標語町付Jlsp匂 10B
18.6 ￥317，000 

24 4.6 1.0 

NF-ML-VA2M-HA1-LF 
(2灯1m(5.?，:!) 前 0.2 自在 •• •• 

(V専l層用向刻葺制村'11 x2 

12 5.9 2.0 8.0 

NF-ML-VA2M-HA2-LF 24 片5-21.4 ￥362，000 
4.6 1.0 

@
 

回圏直園出血圃

NF圃 L-VA2M・HC回しF

「一一一ー&_lLLRー.
追加 定格入力州 取付

電源 消費電涜 取{す
型式 韓量能

機能 スピーカー数 方向
電圧

回{転川灯 L(EAD) 僚l議A)灯|附モイーレヲンー例
金具 グローブ色 価格(税別)

(VI (概準)

NF-L-VA2・HC2・LF
V 

￥337，000 
(樗嵩lJ付)SP-10B 

VA 

画
(50W) 前 24 4.6 1.0 0.2 ト一一一一一 平面

(2灯)

NF・L-VA2M-HC2・LF
X2 

4.0 ￥382，000 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W.LEDパネルは広角高輝度LED.標識灯は高輝度LED.※LEDパヰJレは回転灯連動にて点滅します。

米金峰種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。※スピーカー取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕僚につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。n 



lE盛Z温!!幽酒田園

NF-LL-VA2M・HC-LF

a置置置置 ー 冒 置冒P
づ.-- ‘

付
具
創

取
金
晴

価格(税別)

￥346，000 

グローブ色

平面

24.85 

源

圧

り

電
電
れ
い

追加|定締入力仰II取付
機能 !=:: I:::~/~J"~I 

機能 |スピーカー劃1:方向
式

NF・LL-VA2・HC2・LF

24 前(お)片岡wf
(専~~)I λζ
盟型盟

型

￥392，000 4.0 NF-LL-VA2M・HC2・LF

⑪
 

臨亙盛置凪且峰雄凪圃

WF・ML-XB2・LF

型 式 機能
追加 定倫入力(同 取付 電源 消費電流 取付

機能 スピーカー数 方向
電圧

回I転Al灯 L{IAED} 額i損刈灯サモイ-レ9ン-ω 
金異 グローブ色 価格{税別)

(Vl (樟1準)

WF-MしXB2・LF LFILF-21CI 
SP-20A 12 11.7 0.5 

(50W)X2 
前後

XB 24 9.2 0.25 
￥286，000 

(4灯)!LFILF-21Cl 
自在

，占』、
WF・ML-XB1・LF.M

SP-20A 12 11.7 0.5 8.0 

MI専用おAl'!ill(50W)Xl 
前 ト一一一一 ￥298，000 

24 9.2 0.25 4.0 

回 橿園田 園岨圃

WFーしXB2-LF

型式 機能
追加 定絡入力{川 取付 電源 消費電流 取付

機能 スピーカー数 方向
電圧

回l転刈灯 L{EAlD 標l讃Al灯サモイ-レ9ン-ω 
金具 グローブ色 価格(税別}

(V) (得準)

WF-L-XB2・LF LF(LF-21Cl 
SP-20A 

前後
(50W)X2 

￥338，000 
XB 

(4灯)
24 9.2 0.5 ト一一一一 直付 ，・、

WF・しXB1・LF.M
LFILF-21CI SP-20A 

前
MI専用出納葺)(50W)Xl 

4.0 ￥351，000 
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※闘転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W.LEDパヰIレは広角高輝度LED.僚総灯は高鍔度LED。※LEDパ才、Jレは回転灯連動にて点滅します。

桜全般種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。※スビーカー取付方向は変更できません.

※取付金具につきましては糠準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さし」※上記仕搬につきましては、予告無く変更するi晶合がございますのでこ了承下さい。



WFシリーズ

l・温Z置国且I..W甑w.

WF圃 LL-XB2-LF・ M 

グローブ色

W下LL-XB乞LF.M a・r・.-..
lwaie置岨隆副皿E

WF・ML-VBl・LF'M

VB 

(4m 1， ~ .._ ~ . _， I 
I LF IL問~:I ，~~，剖~， I 前
MI専用5SA向i!)1(50W)x1

⑪ 
_j -旦

副官
グロープ色

4.0 

型 式
追加

機 能 |
機能

WF・ML-VB2・LF

@
 

圃園面温UI回白血圃

追加 定帽入力(W)取付 電源 消費電流 取付

型 式 機能
機能 スピーカー数 方向

電圧
回l転A)灯 L{EAD) 僚仏議)灯 サモイーレヲンーω 金異 グローブ色 価格{税別)

IV) {僚準)

WF-L-VB2・LF LFILF-21C) 
SP-20A 

前後 ￥369，000 
(50W)X2 

VB 
24 9.2 0.5 0.1 直付 ，ー、(4灯)

LFILF-21C) SP-20A 
WF・しVBl・LF.M

MI専用時Ailiii)(50W)Xl 
前 4.0 ￥382，000 

l 温皿幽皿E
WF-LL-VB2・LF.M

グローブ色

WF司LしVB2-LF'M a.-cコー...... 
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※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55Wo LEDパヰJレは広角高鱒度LED。標識灯は高鱒度LED。※LEDパネルは回転灯連動にて点滅します。

※全機種に予備電球(ハロゲン雄)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160固/分です。*スビーカー取付方向は変更できません，

※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますのでご了承下さいロ



散光式警先灯
NF.WF・AD.RFBシリーズ

高効率反射鏡「ダブルレフレクター』搭載の回転灯型。

回転灯用に開発した専用ハロゲン電球は一般晶に比べて

二倍以上の長寿命。強力な警告光で緊急車の安全走行を

サポートします。

l圃配亙亘書図鑑園田園・

NF-S-XAD-HB 

追加 定格入力側l取付
震源 消費電流

型式 機能
質量

機能 スピーカー数 方向
電圧

回転灯(A)サモイ-レtンP-IAi (kg) 
(V) 

NF-S-XAl・HBl SP-20A 12 5.9 
(50W) 前 10.2 

NF-S-XA1-HB2 XA X1 24 4.6 

NF-S-XAD-HBl (2灯) SP-30 12 5.9 
(50W) 前後

NF-S-XAD・HB2 X2 24 4.6 

圃歯直置u国幽園田園

NF-MS圃XAD圃 HA

亡三て三ヨ
型式

NF-MS-XAD・HAl

NF-MS-XAD-HA2 

iE遁亘書回国組担凪圃

NF圃 MS圃 XADM圃 HA

「三三二三コ
型 式

取付

金具
{標準}

直付

@匝国防
司F専守

グロープ色 価格(税制

￥136，000 

-・m ￥167，000 

θ副司四十
菅

グローブ色

-・旺D
θ | 

申告別煙防

需lun...W'専管
グロープ色

NF-MS-XADM-HA 1 

NF-MS・XADM-HA2 -・哩・E
※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、標識灯は高慢度LED。業全復種に予備軍1Jji(ハロゲン球}を付属してい志す.※閏転灯の閃光数はすべて約160関/分です。

※スピーカー取付方向Ci変更でき正せんe※取付金具につきましては標準以外をと希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上!il仕僚につきましては、予告無く変更する傷合がこざいますのでご了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい
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散光式警先幻NF.WF.AD.RFBシリーズ

l 温幽岨臨血圃

NF圃 M-XAD・HA

戸当.二ニー
事管

NF・M-XBD・HA

F 一一二一」
型 式

追加 定格入力{川 取付
電源 消費電流 取付

機能
質量

機能 スピーカー数 方向
電圧

回転灯(A)サモイーレタンーω (kg) 
金具 グローブ色 価格{税別)

(V) (僚準}

NF-M-XAD・HA1 XA 12 5.9 

NF-M-XAD・HA2 (2m SP-30 
13.6 011.110 ￥220.000 

24 4.6 
(50W) 前後 ト一一一 自在

NF-M-XBD・HA1 XB X2 12 11.7 

NF-M-XBD・HA2 (4灯)
14.5 aJJ・[[])

24 
￥255，000 

9.2 

l 彊幽姐魁血圃

NF-M-XADM・HA

戸三二 」耳
型 式 グローブ色

NF-M-XADM・HA1

NF-M-XADM-HA2 -・・旺圃E凹

三竺三一一

@岡国回押4z一HA

閉開閉じML-XBD-HA

lE亙Z置岨鑑出血圃

NF・ML-XBD・HA

雫 Ji謂 雪1菅
型 式

追加 定締入力{川 取付
電源 消費電流 取{す

機能 電圧
質量

機能 スピーカー数 方向 回転灯(A)片ー一レ日ヤ一ω (kg) 
金具 グローブ色 価格(税別)

(V) (僚準)

NF・ML-XAD・HA1 XA 12 5.9 

NF・ML-XAD・HA2 (2m SP-30 
14.5 ([lJ・11Jl) 

24 4.6 
￥235，000 

(50W) 前後 自在

NF-ML-XBD-HA 1 XB X2 12 11.7 

NF・ML-XBD・HA2 (4灯) ([lJ・11Jl) 
24 9.2 

￥269，000 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、僚機灯は高輝度LED。※全段種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スビーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上Ae仕織につきましては、予告無く変更する1暑合がございますのでご了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい



l-.E薗岨峰雄皿E

円竺 」」
⑪』E

困層、宇|閉4CML-x

if-JFF菅

NF圃 ML圃 XBDM・HA

追加 定繍入力{同 取付
電源 消資電流 取付

型 式 機能
機能 スピーカー数 方向

電圧
回転灯(A)サー」イ-レ?'ン一@ 

金具 グローブ色

(V) (懐準}

NF・ML-XADM-HA1 XA 12 5.9 8.0 
[[]圃 [[]) ￥279，000 (2灯) SP-30 NF・ML-XADM・HA2 M 24 4.6 4.0 

(W=~) (50W) 前後 自在
NF・ML-XBDM・HA1 XB X2 12 11.7 8.0 

ml・・fTll ￥314，000 (4灯)NF・ML-XBDM・HA2 24 9.2 4.0 

l-~~置~U量四国

F土三一ー | 
@
 

菅

NF-L-XBD・HC

型 式 グローブ色

NF-L-XBD-HC2 -・・・・ 目立IilJ])

l 昌国幽血E

だ士EJL三一
NF-L-XBDM圃 HC

型 式 グローブ色

NF・L-XBDM・HC2 __lIIIII園田

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、標識灯は高鐸度LED。※全慢樋に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です.

※スピーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をと希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕織につきましては、予告無く変更する湯合がこざいますのでこ了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい
82 



散光式警光幻NF.WF.AD・RFBシリーズ

|回国凶回四

NF-MS-VA2M・HA

型式
追加 定指入力側 取付

電源 消費電流 取付
機能

質量

機能 スピーカー数 方向
電圧

回(転A)灯標l議A)灯サモイーレタンー{刈 (kg) 
金具 グローブ色 価格(税制

(V) {標準)

NF-MS-VA2・HA1 12 5.9 

NF-MS-VA2-HA2 SP-10B 
￥227，000 

VA 24 4.6 

(2灯)
(50W) 前 0.2 自在

-ー・
NF-MS-VA2M-HA 1 M X2 12 5.9 8.0 

NF-MS-VA2M-HA2 (W~~) 17.0 ￥271，000 
24 4.6 4.0 

l 温凪脳 血E

θ
 

型 式 機能
追加 定指入力仰1

取方付向 |電圧|回t 川 恒量打 l=_h  |守苧 |金具 | グローブ色 |価格(税別)
機能 スピーカー数

NF-M-VA2-HA1 

SP-10B 

0.2 卜1ト1一一84一一一一00 一一ー寸1ト1一9一4→~ I 白復

|￥235，000 
NF-M-VA2・HA2 VA 24 4.6 • • (2灯)

ト一一一 (50W) 前
NF-M-VA2M・HA1 M X2 12 5.9 

(!J~~) |￥279，000 
NF-M-VA2M-HA2 24 4.6 

lE盛亘書幽幽血圃

追加 定格入力(同 取付
電源 j肖質電流 取付

型 式 機能
質量

機能 スピーカー数 方向
電圧

回l転A)灯標l講A)灯サモイーレタンー仏 (kg) 
金具 グローブ色 価格{税別)

(V) {標準)

NF・ML-VA2・HA1 12 5.9 

NF-ML-VA2・HA2
19.1 ￥242，000 

VA 24 4.6 

(2灯)
ト一一一一

NF・ML-VA2M・HA1 M 12 5.9 8.0 

NF・ML-VA2M・HA2 (i~~) SP-10B ←一一一 ￥287，000 
24 4.6 4.0 

NF・ML-VB2・HA1
(50W) 前 0.2 自在 •• •• X2 12 11.7 

NF・ML-VB2・HA2
￥277，000 

VB 24 9.2 
ト一一一一

NF-ML-VB2M-HA1 (4灯) M 12 11.7 8.0 

NF・ML圃VB2M-HA2 (専iF) ト一一一一一一 ￥321，000 
24 9.2 4.0 
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※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、標議灯は高輝度LED。※全繊種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スビーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をと希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕篠につきましては、予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい



@
 

t前方

取付

グロープ色

(僚準}

￥296，000 

平面

l￥341，000 

|E盛庖置-'.0盤掴E

型式

NF・L-VB2・HC2

品百マザ|前
NF・L-VB2M・HC2

官

l匝盛盛置且幽辺国圃

NF-LL-VB2M・HC

F士 二重=ーー| -r菅

追加 定締入力附 取付
電源 j肖貧電流 取付

型 式 機能
機能 スピーカー数 方向

電庄
回l転A)灯領l諭刈灯 サモイーレタンーω 

金具 グローブ色 価格(税別)
(V) {標準)

NF・LL-VB2・HC2
SP-10B 

￥306，000 
VB 
(4灯)九7 (50W) 前 24 9.2 0.2 平面

NF-LL-VB2M-HC2 ('~~) 
X2 

4.0 ￥351，000 

lE画面置凪凪瞳超国圃

@同1H同九
|一lz-

取付
電源

消費 取付

型 式 機能
方向

電圧
電流

金具 グローブ色 価格{税別)

(V) (標準)

NF-M-GB・HA1
GB 

12 11.7 
自在 []IIIIIIID ￥125，000 

(4灯)
NF-M-GB・HA2 24 9.2 

l 彊sI!I邑櫨皿E

電源

型 式 電圧 金具
方向

(V) 電流 (標準)

NF・ML-GB・HA1 12 11.7 

1(4灯)
自在

NF・ML-GB・HA2 24 9.2 

@問料tH+同5L
14|一一|斗菅

グロープ色 |価格{税別)

皿]]]]]・・・・ |￥139，000 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、標識灯は高鐸度LED。※全樋種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スピー力一取付方向は変更できません.※取付金具につきま しては様準以外をと希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕織につきま しては、予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。※一部型式につきま しては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい
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lE逼亘置.!.U量四国

NF-L-GB-HC ⑪{榊|宇lQ14|州自I!.n 
llJ-hJ||:!Ei曹

取付
電源

消費 取付

型式 機 能
方向

電圧
電流

金具 グロープ色 価格(税別)

(V) (栂準)

NF・L-GB-HC1
GB 

12 11.7 
平面 [[[111" IITIID ￥152，000 

(4灯)NF-L-GB-HC2 24 9.2 

l・・匝亙z・EB罰E・・ ⑪岨田川j塁~ fNF-1・HB

-置置置ー -E置ー 手斉唱117

EE置置B
8~中tト

一 守

NF圃 2圃 HB

(170 

8~~i ~耐NF・3・HB

EE置邑

記守す
電瀬電圧 消費電流

取付
グローブ色 価格{税別)金具型式

(V) (A) 
(標準)

NF・1-HB1 12 5.9 

-・ 庄町 ￥90，000 
NF・1-HB2 24 4.6 

NF・2・HB1 12 3.0 
直付 _ OJID ￥47，000 

NF・2・HB2 24 2.3 

NF・3・HB1 12 5.9 
_ OJID ￥53，000 

NF・3・HB2 24 4.6 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、僚議灯は高輝度LED。※全機種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

楽スピーカー取付方向は変豆できません.※取付金具につきましては標準以外をと希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

85 
※上犯仕様につきましては、予告無く変更する1暑合がございますのでこ了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい



⑪
 

lE亙，..幽甑岨m.

WF-MS圃 XA1

型 式
追加 定績入力側)取付

電源 消費電流 取付

機能
機能 スピーカー数 方向

電圧
回{転A)灯 サモイーレタンー{刈

金具 グローブ色 価格{税別)

(V) {額準)

WF-MS-XAl XA SP-20A 12 5.9 

(2灯) (50W)Xl 
前

24 4.6 ，、Q=C:)￥180.000 

自在

WF幽 MS-XBl XB SP-20A 12 11.7 

(4灯) (50W)Xl 
前

24 9.2 
￥213.000 

@町由ヲ~WF-M-XAlE薗盗置凪』姐凪血m.

前
↑

m尋

問
歯

追加 定箱入力側)取付
電源 消費電流

質量
取付

型式 機能
機能 スピーカー数 方向

電圧
回{転A)灯 サモイーレタンー(A) 

(kg) 
金異 グローブ色 価格(税別)

(V) (標準)

XA SP-20A 12 5.9 
.wF-M-XAl 

(2灯) (50W)Xl 
前 ￥185.000 

24 4.6 

XA M SP-20A 12 5.9 8.0 
WF-M-XAl・M

(2灯)(専目安A)(50W)Xl 
前 ￥226.000 

24 4.6 4.0 

XA SP-20A 12 5.9 
WF-M-XA2 

(2灯) (50W)X2 
前後 ￥214.000 

24 4.6 ，、。二も自在

XB SP-20A 12 11.7 
WF-M-XBl 

(4灯) (50W)Xl 
前 ￥218.000 

24 9.2 

XB M SP田20A 12 11.7 8.0 
WF-M-XB1-M 

(4灯)(専目言句 (50W)Xl 
前 ￥259.000 

24 9.2 4.0 

XB SP-20A 12 11.7 
WF-M-XB2 

(4m (50W)X2 
前後 16.1 ￥248.000 

24 9.2 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V・55W、標議灯は高輝度LED。※全機種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています，※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スピー力一取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい

前

判日l
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散光式警光灯NF.WF.AD・RFS，シリーズ

|E亙Z置血I.!睦櫨--

WF圃 ML-XA2・M

相官。~wFMYB2M

-骨
型 式 |機能 |追加

機能

WF-MしXA2 ~~，~~~~J 前後
(50W)X21 n'，，，， I 24 

XA|M|sp吋後日WF-ML-XA2-M I (;n)l(専臆A)I(50W)X2

WF・ML-XB2 XB| |SP-20A|前後日1(;灯) 一 (50W)X2

WF-ML-XB2-M I (~~)I(専詩情

付
具
創

取
金
偏

流電賀山
円

グローブ色 価絡(税別)

￥224.000 
4.6 

5.9 

4.6 

11.7 

9.2 

11.7 I B，O 

l 凶 g~， (:亡も

8.0 

￥298.000 
9.2 I 4.0 

l'ii.彊阻姐匝皿E

追加 定相入力l川取付
電源 消費電流 取付

型式 機能
機能 スピーカー艶方向

電圧
回{転A)灯 標f識A)灯サモイーレヲンーω 

金具 グローブ色 価絡(税別}

(V) (僚準)

VA SP-20A 
12 5.9 

WF-M-VA1 
(2灯) (50W)Xl 

前 ￥216.000 
24 4.6 

ト一一一一一

VA M SP-20A 
12 5.9 8.0 

WF-M-VA1・M
(2灯)(専膝竹(50W)Xl 

前 ト一一一一一 ￥257.000 
24 4.6 4.0 

ト一一一一

VA SP-20A 
12 5.9 

WF-M-VA2 
(2灯) (50W)X2 

前後 ￥245.000 
24 4.6 ， 、0.1 ト一一一一一 自在

VB SP-20A 
12 11.7 

WF-M-VB1 
(4灯) (50W)Xl 

前 ￥250，000 
24 9.2 

ト一一一一一

VB M SP-20A 
12 11.7 8.0 

WF-M-VB1・M
(4灯)(専綴A)(50W)Xl 前 ト一一一一 ￥291.000 

24 9.2 4.0 
ト一一一一一

VB SP-20A 
12 11.7 

WF-M-VB2 
(4灯) (50W)X2 

前後 ￥279.000 
24 9.2 

L._ 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、標識灯は高錫度LED。※全l毘種に予備電球{ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スピーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。
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※上記仕嫌につきましては、予告無く変更する湯合がございますのでご了承下さい。※ 部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳し くは当社までお問い合わせ下さい



l 温品111臨皿E

追加 定幅入力側 取付
電源 消費電流

質量
取付

型 式 機能
機能 スピーカー量方向

電圧
回(転A)灯 標{識A)灯サモイーレタンーω (kg) 

金具 グローブ色 価絡{税別)

(V) (標準)

VA SP-20A 12 5.9 
WF・ML-VA2

(2灯) (50W)X2 
前後 ￥255，000 

24 4.6 

VA M SP-20A 12 5.9 8.0 
WドMしVA2-M

(2灯)(専目言句(50W)X2 
前後 口子 ￥296，000 

24 4.6 ， 、0.1 自在
VB SP-20A 12 11.7 

WF・ML-VB2
(4灯) (50W)X2 

前後 ￥288，000 
24 9.2 

VB M SP-20A 12 11.7 8.0 
WF・ML-VB2-M

(4灯)(専務A)(50W)X2 
前後 口了 22.8 ￥330，000 

24 9.2 

⑪
 

|E遁EW出盛田園

AD圃 SS-X1・H

グロープ色

D [[DD AD-SS-Xl・H

式型

~~I面
州車|乍闘@

 

l圃画監置 温幽囚圃

電源 消費電流 取付

色 価格(税別)
定格入力仰)11担付

金具型 式
スピ"カー動 方向

電圧
回転灯 (A) サモイーレタンー(A) (栂準}(V) 

12 5.9 
￥173，000 AD-S-XA1-H 

SP-20A 
前 .】・E口B・:::JI

(50W)Xl 24 4.6 
自在

￥175，000 
12 5.9 SP-20A 

1前AD・S-XBl・H
(50W)X 24 4.6 

88 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W、僚議灯は高輝度LED.T日全機種に予備電球{ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スビーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をご希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕様につきま しては、予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。※一部型式につきま しては、球切感知は出来ません。詳 しくは当社までお問い合わせ下さい



散光式警先灯NF.WF.AO.RFB，シリーズ

⑪ トトRf[州噺
回直亘書凪図鑑温凪圃

AD圃 MS-XA1・H

|蹄λ刷取付155出 消費電モ流
グロブ色 価格{税別)型 式

貯カー動方向も) 回転灯(A)サィLih(標準)

12 5.9 
￥178，000 

SP-20A 
前AD・MS-XA1・H

(50W)X1 

-=・回二D・二・
24 4.6 

自在

￥180.000 
12 5.9 SP-20A 

1前AD-MS-XB1・H
(50W)X 

24 4.6 

@
 

匝 面温幽踏 皿圃

AD-MS-XA2圃 H

定時川附|取付I~~ I i崎電流 |明
λビーカ喰|方向|す|回転灯仏)152L|品事

ぷ則前後日1 5.9 1 

価絡(税別)グローブ色式型

￥209.000 AD-MS-XA2・H

￥211.000 

-二・E仁田・二・自在

4.6 
AD-MS-XB2-H 

@ 併刑事判咽前

h|lifJ|隅面

lE岨亘書魁皿且幽~

電源 消費電流 質量 取付 グロブ色 価格{税制定格入力{刈取付 金具

型式 スピーカー動方向 電(V圧)回転灯(刈 45LC'(A)I (kg) I i標準}

121 5.9 ￥214.000 ~~~2，~~Jiltr~1 '~ I v.u 1 118.2 

(50W)X2前後ーつAI A ~ ー - ←一 自在 ・=-[[[亡IIIJ)・二・
121 5.9 ￥216.0001 SP-20A 前後 」

AD-M-XB2・H 1(50W)X21 liiHl 1 241 4.6 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W.※全機種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160固/分です。

※スピーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上!e仕織につきましては、予告無く変更するi暑合がございますのでご了承下さい。※ 部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい
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lEAe置岨瞳幽.

型 式

AD・ML-XA2-H

定措入力側|取付|雪 | 消費電流 |早世

泌十世|方向|す|回転灯仏1152JAI|品Z
5目9

グローブ色

自在|・二・日DID・二・
AD・ML-XB2・H

4.6 

lE岨DI田昌盃函凪圃

G民咋

面
価格{税別)

￥222.000 

￥224.000 

句 側芸引叫l山主」主ι;矛-
性古』鼎吊唱爾

⑪ 田園戸AD-W-H 
l・幽圃 血掴

田Ft長
型 式 グローブ色

AD-W-H uロコ・3

lE盛田昌血園調圃

AD-WB-H 

型式 グローブ色

AD・WB-H u 日〕・3

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W。業全11種に予備電球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160図/分て・す。

※スピ カ 取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕織につきましては、予告無く変更する場合がこざいますのでこ了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい
叩



散光式警光灯NF.WF・AD.RFBシリーズ

⑪ 
HJti-附前

自|

型 式
取付回岬 }円買 竃 iii1. 取付

電圧 回{転川}灯[|標{識Al灯 I|サモイ-レ9ン-例
グロープ色 |価格{税別)

機能 スピーカー量
方向 (Vl [-iA(' [ "''(A¥'" [it，( ';~ IA\[ (穣準)

AD・L-VA2-H I - I ，~~，~~~~ |￥251，000 
(50W)X2 

AD・L-VA1-H'M
M(専用 SP-20A 

;|24|46 |19 ト斗 平面5SA内蔵) (50W)Xl 

AD・L-VB2・H
SP-20A ..仁ゴ ・・
(50W)X2 

AD・L-VB1・H.M
M (専用 SP-20A 
5SA内蔵11(50W)X 1 前 |

I 4.0 I |￥265，000 

匝a温幽 踏皿圃

AD-MS-V1・H

型 式 グローブ色

Eコ3AD・MS-V1・H

lE面温1m幽血圃

AD-M-V2・H

型 式
追加

機能
グローブ色

AD-M-V2・H

自在 11::王立B
AD-M-V1-H' M ぷZlsr1|前首

lEAiU 幽幽血圃

AD・ML圃 VA2圃 H

追加

機能
グローブ色型式

AD・ML-VA2・H

8.0 

4.0 [自在 l・仁コ ・AD・ML-VA1・H'M

AD・ML-VB2・H

8.0 
4.0 

￥247，000 AD・ML-VB1・H'M

l圃臨亙Z置園陸函~

@
 司自面

￥234，000 

@
 

面

91 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W。※全機種に予備電磁{ハロゲン球)毛付属 しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スビーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますのでこ了承下さい。※ 部型式につきま しては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい



⑪町田前
申FiF

回虚血園町盗園

AD・1S-H
1・.. 軍自P

型 式 グローブ色

-仁D・・AD・1S-H

( ) 

サイズ~

里里号事ーー咽~ι

..::;;，iii""J酢、
、.，pa陵

L.:;;，;，;i 、

~ー=ーー一戸哩~
~ーーー、唱t

電源 消費電流 取付

型 式 電圧
回{転A)灯

金具 グローブ色 価格(税別)

(V) (額準)

12 5.9 
AD・1A-H ￥90，000 

24 4.6 -・([]TI・・直付

12 5.9 
AD-1B-H ￥94，000 

24 4.6 

@
 

AD-1A-H 

サイズ:425mm 

¥__ノ
、~

‘ 

"'" 
- ー哩=五五 ~ 

電源 消費篭流 取付

価絡(税別)I 型 式 機能 電圧
回{転A)灯

金具 グローブ色

(V) (棟準}

12 2.9 _([]TI_ AD・2包H 直付 ￥47，000 
24 2.3 

AD・2・H

l- 盛BMt..J函圃圃
AD・3・HLJ| AD圃3圃 HLJ| 

型式 グローブ色

-・([]TI_AD・3・H

⑪ 
日通よ

問主。

※回転灯使用電球はハロゲン球12V~35W、 24V-55W. )完全俄種に予備竃球(ハロゲン球)を付属しています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スビーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕様につきま しては、予告無く変更する渇合がございますのでご了承下さい。※ 部型式につきま しては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい
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散光式警光幻NF.WF・AD・RFBシリーズ

回・盛盛置車白血圃圃

AD・48-H

」 。令市|月前

盟首長
電源 消費電流 取付

型式 機能 電圧
回{転A)灯

金具 グローブ色 価格(税別)

(V) (権準)

12 5目9
AD・4A.H 4A 

24 4.6 -・[]]]]-直付 ￥61，000 
12 5.9 

AD・4B.H 4B 
24 4.6 

l・E幽幽=-

RF8-H・2A RF8-H・28

FJ 
電源 取付

型式 縫能 電圧 消費電流(A) 金具
(V) (標準)

12 2.9 
RFB.H・2A 2A 

24 2目3
直付

12 2.9 
RFB.H・2B 2B 

24 2.3 

.防水グランド

FGA21 L.14B FGA21 L.l OB FBA21.13 FBA21-10 

時.，呂4・
2A型 28型

グローブ色 価格{税別) ⑪ 
f了1
L」gi凶

a・ζ三 ￥37，500 

名称 型式
適応ケーブル径

(mm) 

ナイロ ンスーパーグラン ド FGA21 L-14B 9~ 14 

ナイ ロンスーパーグラン ド FGA21 L-l OB 6~ 11 

メタルスーパーグラン ド FBA21-13 9~ 14 

メタルスーパーグラン ド FBA21-10 6~ 11 

※回転灯使用電球はハロゲン球12V-35W、24V-55W。※全11種に予備電球(ハロゲン球)を付属Lています.※回転灯の閃光数はすべて約160回/分です。

※スピーカー取付方向は変更できません.※取付金具につきましては標準以外をこ希望の際は、当社までお問い合わせ下さい。

※上記仕憾につきましては、予告無く変更するi晶合がございますのでご了承下さい。※一部型式につきましては、球切感知は出来ません。詳しくは当社までお問い合わせ下さい



小型散先式警光灯

LIGHT CUBEシリーズ
.軽量・コンパクトで多彩な取付が可能。

.高効率回転灯反射鏡(ダブルレフレクター)の採用により優れた視認性0

.専用プロテクター有り。価格￥ 16，200(税別)

BL型{壁画取付タイプ) 和「器
@ 

「 1 前~ I 色司・・・・ ・・・・・.-12| 色

『 11・己・・画国h
11・己・・: I F~ th且且~

価格
(税別)

価格
{税別)

l_ iI:i飯田制11111・ーー

￥29，000 ￥29，000 

回転灯

回転嘗光灯RM型

黄
-・・~. .J:凶k・~

-斜め下方向からの視認性を考慮し、屈折レンズをグローブに一体成型。

高位置に取付された場合の視認性を改善しました。

.RM型にはダブルレフレクターを採用。高効率回転灯反射鏡による優れた視認性を発揮します。

RM周プロテクター{ベース付)

価格￥18，OOO(棚}

型式 グローブ色 @
 

。1日日回転警光灯 RM型

RM -己・※使用電球はS白熱球40W

-:=翠 霊g;Ì1U，~亘~
PCD120 

ベーシックな形状ながら、ダブルレフレクターと

屈折レンズ一体グローブを搭載した多機能・高

性能回転灯で主

ダブルレフレクター装備
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車載用モー ターサイレン・自動断続吹鴫装置

消防・警察・ガス・電力・水道・自衛隊・道路公団・救急車に使用。

価絡￥37，000<税別) 価 格 ￥48，000<税制

型P フ型

特殊小型パワーリレーの内蔵によりモータサイレンの型式の種類にかかわ5g::結線使用できます

|明ー1DSC72|
自動欧鴎装置 E 

自動断続機本体

3Pスナップスイッチ付属

価格:￥17，000<税別}

l-ssmsW5|| 
サイレンリレー(モーターサイレン専用11

88605: 12V 88615:24V 

-スイッチを入れておけばあとは同一周期でモータサイレンを断続欧嶋させます。

・小型パワーリレーを内蔵しておりますので下図配線図通りにモーターサイレン(56Aのみ)に結線して下さい。
置手動操作による任意欧鳴もできます。

・各種信号装置の自動断続機としてもご利用下さい。

・66A、7型、7N型モーターザイレンをと使用される場合は別途、専用リレー(66605、66615)が必要です。

参考配線図

3Pースナップスイッチ付属

lyrf| 

8W-5 
足踏1段
(88450) 

[在庫限りの販売]

2Pスナップスイッチ
(WD-1Dll) 

消防署マーク消防団マーク
.プラスチック・プラスチック
(15D<t) (15D<t) 



トビ

火事現湯の第一線で活躍する消防士の
初期活動と救出活動に必要な工具がこ
の h，O.，，:Jrとび」携需に便利な消
防士の必傍破壊工具です。

とび

-一一一一一ガス縫スパナ・大

斧刃

消防活動に威力を発揮する!
消防士の必携破槙工具

‘立予
主 長 335mm

軽便(900g)ですが強力で消防活動に必要ないろいろな 買 量 ω09

作業ができる万能工具です。
(1)斧、とぴはドアや窓等を破i哀し、延焼防止、救出活動に使用できます。

(2)ガス詮止めスパナ(大・中・小3種)に使用できます。

(3)釘ぬき(J(ール)は強力な釘I置きとi廷子として使用できます。

(4)ロープ穴を使用し、ロープの投郷誘導におもりとして使用できます。

(5)出勤時にはバンドベルトに吊り下げて務行できます。

(ガンベルト周ケース付き)

価格 回￥12，OOO(税別)

【長期ご使用時のご注意】

ガス詮用ス パ ナ

斧 (刃渡 り)

とぴ {首先)

ロー プ 穴

(部品の経年劣化による機能不全・事故の防止について)

(大)対辺19mm

(中}対辺14mm

{小}対辺l1mm

60mm 

60mm 

12mm 

一般的に電子部品や樹脂部品などから構成される製品は、長期使用により部品が劣化し、機能不全を起こ

したり、感電や火災など、安全上の問題が発生する場合があります。

弊社製品には多くの電子部品や基板が使用されており、長期間のご使用で部品の性能低下や接触不良、

絶縁不良などが発生し、これにより、製品の機能不全や感電、火災なeどの事故が起きる可能性があります。また、

樹脂、ゴム、金属部品も長期の使用で変色や亀裂、変形などが生じ、不具合を起こす可能性があります。

弊社製品は、ご使用いただく頻度や使用環境などの条件により、部品の劣化度合いは大きく異なりますが、

概ねご使用期間が8年、または走行距離が10万kmの、何れか早く到達する時期を超えると、前記のような

部品劣化による不具合を起こす可能性が出てまいりますので、交換、または点検の実施をおすすめいたします。

また、点検や運用中に機能不全などの症状がありましたら早いめに弊社、または販売庖にご相談下さい。

弱
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コンパクトブリッジ

ンパクト

.グリップ部(軟質)と強度部(硬質)を一体成形

した二重構造特殊合成ゴム製。・2本の反射線で夜間の通行が容易。

-寒冷地仕様

-コンパクトブリッジウインター

rCB450-CJは超軽量コンパクト。

.ソールにl立大型スパイクを装備し、

凍結路面にも強力にグリップします。

_119監r;.;】I~温重量p~

価格 ￥62，400(税別)(2個1セット) 価格 :￥64，400(税別)(2個1セット)

(最適リブ設計により、大型車の通行にも十分に耐え5れる強度。) ~) 

通過中 通過後

独創的拡連結構造により、四角く折りたたみができ、小さく収納。

/ 

携帯時 折りたたみ時

ソールに装着された大型スパイク

-ー.，~副監I~>>m減量哩:・"k~

価格 :￥71，600(税別)(2個1セット)
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05手動シャッター35A型1358型
(ダブルハンドル式) (バーハンドル式)

05手動シャッター35A型・ 358型 は、車両用のアルミシャッターとして防振・防水・防音性はもちろん従

来晶に比べてさらに軽量化され、たわみ強度、信頼性、架装作業性も大幅に向上しています。狭い道路などでも

安全に軽量で迅速な作業を可能にします。

BJ.'f.!.~~・

スラット
中空構造のアルミ合金製スラット。

表面はアルマイトを施し、キズが

つきにくく、耐候性にも優れます。

レール
シャッターを閉じた状態でもレール

を取り外しでき、万一の閉じ込み

等のトラブル時にも容易に保守が

行えます。

サイドシールゴム

(リップゴム)
柔軟性の良いゴムと滑りの良いゴム

とのこ重成形シールゴムにより、

シャッターの開閉操作がスムーズ

です。

-~1e"1:をも.

パーハンドル ・シリンダ一以外の

機能は35A型と同等です。

バーハンドル
シャッター表面とパーハンドルの隙

聞は余裕の22mm。手袋をしていて

も操作が容易です。

と二:

巻取ドラム
小径アルミパイプに巻取用スプリングを内蔵、

小さなスペースにシャッターをコンパクトに

巻取りを収納することができます。

ダブルハンドル
ダイカスト製ダブルハンドル(鍵

付き):を標準装備。押しボタン操作

により、開閉作業が可能。ハンド

ル裏部分に装着したカバーによ

り、庫肉積載物との干渉を保護。

シリン夕、ー

パーハンドル中央に大型プロテクター

を装備。施錠シリンダ一部への手挟

みを防止し、ハンドル操作を容易に

します。

01 

(j 
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358型

ー.，.. ~垣正ョ..... ・・
照明スイッチセット
シャッターの開聞を検知し、庫内の照明をオン・オフさせるため

のスイッチです。非接触スイッチによりコンパクトで、積載物と

の干渉を小さくできます。

本体・検知用マグネットセッ卜

コーナー部分に浮き上がり防止ガイド

があり、激しい開閉操作でもシャッター

の浮き上がりを防ぎ円滑に動作します。
1極スイッチセット 2極スイッチセット 取付状態

~ 
1極型=照明灯(3A以下)をオン ・オフさせます。

2極型=照明灯(3A以下)、及び開閉表示灯(小容量)をオン ・オフさせ

ます。

② 3~型ダブルハンドル式部品一覧(手動) I 

35A型
E田君臨llE盤霊園 図国

①マグサホルダー

②マグサゴム

③巻取ドフム

④巻取ドフムフeフケット 2s 
⑤ガイドローフーAssy 2s 
⑥ハンガーベル卜 一式

⑦シャッタ一本体制(ダブルハンドル式) 1s 
③エンドスフット

⑨工ンドカバー

⑩レール用リップゴム

⑪レール

⑫レール用Pゴム

鍵

巻取ベル卜止め板

各固定用ビス類

2 

左右各1
2 

目黒明スイッチセット 1 s 

1② 3m型バーハンドル式部品一覧(手動_.

358型
官回』iE国臣iJ由理 図国 |

①マグサホルダー

②マグサゴム

③巻取ドフム

④巻取ドフムフ'フケット 2s 
⑤ガイド口ーフ-Assy 2s 
⑥ハンガーベルト 一式

⑦シャッタ一本体Tssy(パーハンドル) 1s 
⑥エンドスフッ卜

⑨エンドカバー 1s 

1∞ 
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05手動シャッター35A型(ダブルハンドル式)
注文書/見積依頼書

08手動シャッター35A型(ダブルハンドル式)のご注文 ・見積ご依頼は、このページをコピーし、

下記事項にご留意の上、太線枠内をもれなく記入の上、 FAXまたは郵送いただきますようお願い致します。

御社名 部署 ご依頼回

ご担当
様 年 月

2砂

お届け先 引当先 ご希望納期

年 月

日

日

※ご希望の項目をO印で囲んでください。

No 寸 j去 補助ベルト則 照明スイッチ※1 函数 価格

W間口 H吉1"'司守、ー D奥行(標準250mm) 金具・ベルト付 1極 (12V用)

1極 (24V用)
金具のみ

2極 (24V用)

円1m 打1円1 m町、 不要 不要 面

W間口 H高さ D奥行(標準250mm) 金具・ベルト付 1極 (12V用)

1極 (24V用)

2 
金具のみ

2極 (24V用)

円1円1 m円1 円1円1 不要 不要 面

W間口 H高さ D奥行(標準250mm) 金具・ベルト付 1極 (12V用)

1極 (24V用)

3 金具のみ
2極 (24V用)

m打1 mm  円1円1 不要 不要 面

備考

※1 r照明スイッチ」および「補助ベルトJはオプションです。必要な部昂を選択しOで囲んでください。

※製作可能寸法は下記の通りです。
W間口霞小500mm-最大2300mm
H高さ 最小400mm-貴重大1500mm (ij*~ïxfftI4J) 
D奥行 250mm (標準) 250mmを超える場合は弊社までご根談下さい。

~/J~ij~税問健=141+ (駄親ff-:- l)

72.5 D=奥行(標準は250まで)

一開一告訴戸← 一時←開一

占有洋弓 k v ヒロ

ニヰ LcCI、D3 J ト¥
ト

言翠書( トー EヨごヨPヨL

盃量
+ 芸さ評担LO 1-) cqu コ

祇J

{o~ コ=
11 

11 .:5 (ll) 
ヱ ..r: 

11 
明J
iD~ 
ロ
E 

一
物ii#W

一一(6)ーさ静岡g ーμι ， 

却 有効間口 (W-60) E 

W=間口 :!:2
~ 



os手動シャッター358型(バーハンドル式)
注文書/見積依頼書

08手動シャッター358型(I(-)¥ンドル式)のご注文・見積ご依頼は、このページをコピーし、

下記事項にご留意の上、太線枠内をもれなく記入の上、 FAXまたは郵送いただきますようお願い致します。

御社名 部 署 ご依頼回

ご担当 4薫 年 月 日吋・-

お届け先 引当先 ご希望納期

年 月 日

※ご希望の項目をO印で囲んでください。

寸 i去 補助ベルト※1 照明スイッチ※1I 面数 価格

W間口 H高さ D奥行(標準250mm) 金具・ベルト付 1極 (12V用)

1極 (24V用)

2極 (24V用)

打1m 円1m mm  不要 不要 面

W間口 H高さ 口奥行(標準250mm) 金具・ベルト付 1極 (12V用)

21 

1極 (24V用)
金具のみ

2極 (24V用)

打1円1 mm  mm  不要 不要 面

W間口 H高さ D奥行(標準250mm) 金具・ベルト付 1極 (12V用)

31 

1極 (24V用)
金具のみ

2極 (24V用)

打1m 円1町1 mm  不要 不要 面

備考

※1 r照明スイッチ」および「補助ベルトJはオプションです。必要な部品を選択しOで囲んでください。

※製作可能寸法は下記の通りです。

W間口 量小500mm-最大2000mm
H高さ 最小400mm-最大1500mm
D奥行 250mm (標準) 250mmを超える場合は弊社までご相談下さい。 信雄嘘tHJ)

5 姉z~~Fit~~= 14l+慢*~嘘ー1)

72.5 

I~) I~) 
一争 1戸ト

ト一一

:H-C¥ r:司 自巨 回

!JC 戸~
目 有効間口 (W-60) 却

J 

W =間口:t2
、
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株式会社大阪サイレン製作所
干610・0311 京都府京田辺市草内操毛33-1

本社営業部 TEL.0774-62-3333
FAX.0774-62-3300 

工場 TEし0774-68-2177
FAX.0774-65-5450 

http://www.siren.co.jp/ 
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