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202202取 扱 説 明 書

無料修理規定

アフターサービスについて

保証書付 保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認
ください。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みに
なり十分に理解してください。

●お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出
せるように大切に保管してください。

このたびは本品をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございました。

１. 正常な使用状況で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、上記の保証書に必要事項をご記入ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
①本書の提示がない場合。
②本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を書
き替えられた場合。
③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または修理や改造による故障または損害。
④お買い上げ後の落下等による故障及び損害。

株式会社太知ホールディングスでは、個人情報の重要性を認識し、厳重に管理いたしております。

警告

安全にご使用いただく為に

保証とアフターサービス

安全にご使用いただく為に お手入れの仕方

仕様

この防犯対策電話録音機は、家庭用です。業務用には使用しないでください。
この防犯対策電話録音機をご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みになり、記載事項を
お守りください。

お手入れのときは、本機のACアダプターをコンセントから抜いてください。
●本体は柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞っ
てふき取り、乾いた布で仕上げてください。

●ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

■表示の説明 ■図記号の説明

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡また
は重傷*1を負うことがあり、その切迫の度
合いが高いこと」を示します。

危険

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡また
は重傷*1を負うことが想定されること」を
示します。

警告

「取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を
負うことが想定されるか、または物的損害
*3の発生が想定されること」を示します。

注意

指示

　は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章
で示します。禁止

　は、指示する行為の強制（必ずすること）を示しま
す。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や
文章で示します。

注意

　は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章
で示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要す
るものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

プラグを
抜く

発煙や変なにおいがするときは、すぐに
電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙がでなくなるのを確認し、お買い上げの販売店
に修理をご依頼ください。

プラグを
抜く

内部に水や異物等が入ったらすぐに電源
プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

警告

本体を落下させたり、
強い衝撃を加えない
故障の原因となります。

プラグを
抜く

電源コードが傷んだり、発熱したときは、
電源プラグが冷えたのを確認しコンセン
トから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交
換をご依頼ください。

水ぬれ
禁止

雨天時の屋外や浴室など、水がかかった
り、湿気の多い場所に置いたり使用した
りしない
火災・感電の原因となります。
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意くだ
さい。

分解・修理・改造はしない
発火したり、異常動作してけがをすることがあり
ます。
修理は販売店にご相談ください。機器の上に物を置いたり、異物を入れた

りしない
金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃
えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原
因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししない
感電の原因となります。ぬれ手

禁止

入れない

分解禁止

禁　止

注意

ガソリン・ベンジン・シンナーなど引火性
の物の近くで使用しない
爆発や火災の原因となります。禁　止

火気に近づけない
本体の変形によるショートや発火の原因となり
ます。火気厳禁

電源プラグは交流100Vコンセントに
根元まで確実に差し込む
交流100ボルト、定格15A以外を使用すると、火
災・感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。

ACアダプターは本機以外の用途に使用
しない
火災・感電の原因となります。禁　止

根元まで
差し込む

電源コードを取り扱うときは、つぎのこと
を守る
　●傷つけない
　●延長するなど加工しない
　●加熱しない・引っ張らない
　●重い物を載せない・はさんだりしない
　●無理に曲げない・ねじらない
　●束ねたりしない
守らないと、火災・感電の原因となります。

つぎのこと
を守る

電源プラグにほこりが付着している場合
は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因とな
ります。

ほこりを
とる

●ACコードが傷んでいる
●煙が出る

●変な臭いがする
●その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、使用を中止し、
必ずお買い上げの販売店に
点検・修理をご相談ください。

長年ご使用の機器の点検を
このような症状はありませんか  愛情点検 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問合わせください。

月～金　午前10時～午後5時30分
（土 ・ 日 ・ 祝祭日 ・ 年末年始を除く）

E -ma i l : taichitky@anabas.co.jp
ホームページ:https://www.anabas.co.jp

〒110-0005
東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階

☎ 03-5846-7211

☎03-5846-7211

株式会社 太知ホールディングス
サービスセンター

保証書
●保証書は、本書に添付されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取って
いただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

個人情報のお取り扱いについて

補修料金の仕組み

株式会社 太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その
確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務な
どを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

補修用性能部品の保有期間
●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
●補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
●消耗部品のご注文などについては販売店又は弊社にご相談ください。

部品について
●修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは・・・・・・・・・持込修理
●「故障かなと思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い
上げの販売店又は弊社にご連絡ください。

●本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

保証期間中は
●保証書の規定に従って、販売店又は弊社で修理させていただきます。
　なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは
●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店又は弊社にご相談ください。
　修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

お使いになる前に
主な特長

セットの確認

◆かかってきた電話の冒頭に警告メッセージで応答
「この電話の通話内容は防犯のために録音されています。あらかじめご了承ください。」と警告メッ
セージで応答するため、迷惑電話などの防止が期待できます。

◆自動で通話音声を録音
最大で約60分、または30件分の通話録音が可能です。

◆ON/OFFの切り替えが簡単
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチ一つで簡単に切り替えられます。

◆取り付け工事不要
誰でも簡単に取り付けることができます。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

持込み先または送付先 メールでのお問い合わせ

電話でのお問合わせ 受付時間

適用回線
録音方式
保存方式
保存方法
録音時間
ファイル作成
消去方式
録音音声の取出再生仕様

入出力端子

録音仕様

音声出力端子
電話回線端子
電話機端子
電源入力端子

付属品

消費電力
質量
本体寸法

アナログ2線式（アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線）
自動
上書き録音
内部メモリー
約60分
1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
個別
アナログ／音声出力端子
3.5φミニ
モジュラー
モジュラー
DC9V
ACアダプタ（9V／500mA／1.8m）、モジュラーコード（1.0m）、
取扱説明書（本書）、簡単取付けマニュアル
1.2W（待機時）／4.5W（最大）
約105g
115（幅）×30（高さ）×70（奥行）㎜

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

本製品は家庭用として作られており、業務用には
使用出来ません。室内での使用に限ります。

日本国内専用

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This product is designed use only in Japan and cannot be use in any country.
No servicing is availabl outside of Japan.

免責事項について

対応する「電話機器及びサービス」について
①留守番電話機能付き電話機
②コードレス機能付き電話機
③FAX付き電話機（自動受信可）
　※設置方法及び警告音声は通常の電話機と同じです。特別な操作などは必要ありません。
④ナンバーディスプレイサービス●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの

故意又は過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一
切責任を負いません。
●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

録音についてのお願い
●録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
●録音が1通話で30分、最大約60分又は、30件分を越えると、自動的に古いデータから上書き
されます。保存したい内容はあらかじめ音声出力からICレコーダーなどに移しかえてください。

品名 数量
本体
電源アダプター
モジュラーコード
取扱説明書（保証書付）

1
1
1
1

ご注意
●お使いになっています電話機の種類、機種によっては正しく動作しないことがあります。
●ご契約されています電話回線によっては、正しく動作しないことがあります。
●お使いの携帯の機種及び回線（IP携帯）によっては、正しく動作しないことがあります。
●お使いの電話回線が電話機以外の機器と接続されている場合は、正常に動作しないことがあり
ます。

●ガス警報装置及び非常通報装置を使用している場合、正常に動作しない可能性がありますので、
本機との併用はしないでください。

防犯対策電話録音機

スマホ・タブレットでご覧になれます。

▼

取扱説明書

▼

簡単取付けマニュアル



各部のなまえとはたらき

電源の入り/切り 故障かな？ と思ったとき録音した内容を再生する

通話を録音する

取り付けする （必ず電源を切った状態で行ってください。）

動作確認をする
本機の取り付けが完了したら、動作確認を行ってください。

名称 動作内容

① 電源ランプ ACアダプターを接続して、電源スイッチを「入」にすると点灯します。
電話回線へ接続していないと点滅状態になります。

② 聞く（止める）ボタン
録音した音声を再生や停止する時に押します。
再生中に停止して、また再度再生すると最新の録音した内容の再生に
なります。
停止した所からの継続再生ではありません。

③ もどる（前を聞く）ボタン 再生中に押すと、一つ前の録音内容の再生へとスキップします。

④ 消す（2秒長押し）ボタン 再生中に2秒以上の長押しすると録音内容を消去します。

⑤ 再生音量調節スイッチ

自動応答メッセージ及び録音した内容の再生音量を調節するスイッチ
です。本機の動作確認後、うるさいようでしたら、通常は「切」位置でも
構いません。
録音は自動的に行います。
再生したい時には、再度「標準」または「大」にしてください。

⑥ 音声出力端子 外部の録音装置又は、イヤホンなどを接続します。
この端子の音量は「⑤再生音量スイッチ」では調節できません。

⑦ 電源スイッチ 電源の入り切りをします。

⑧ ACアダプター接続端子 付属のACアダプターのDC出力プラグを挿入します。

⑨ 電話機端子 付属のモジュラーコードを使用して電話機に接続します。

⑩ 電話回線端子 電話機に挿入されているモジュラーコードを抜き、ここへ接続します。

正面

背面 側面

［電源スイッチ］を「切」の位置へスライドさせる1

本機の電源を入れる1
応答メッセージの再生が終了し、電話機から呼び出し音が聞こえたら、電話に出る。
※再生音量スイッチが「切」状態では応答メッセージは再生しません。

2

通話の音声が検出されると録音が開始する
電源ランプが点滅に変わります。

3

電話を切ると録音を終了する4

手順3で取り外した電話機コードを、本機の
［電話回線端子］にカチッと音がするまで差し
込む

4

電源を接続する
ACアダプター接続端子（DC9V）にACアダプターの
プラグ側を挿入した後、電源プラグ側をコンセントに
差し込みます。

2

電話機の電話回線端子と本機の［電話機端
子］を付属のモジュラーコードでカチッと音が
するまで差し込んでつなぐ

5

ご注意
●本機の底面には、ゴム製のすべり止めを使用し
ていますので、置き台との接触面が、まれに変色
するおそれがあります。

ご注意
●正しく取り付けないと、本機や電話機が正常に動作しません。
●本機を取り付ける時や取りはずす際は必ず電源を切ってから行ってください。
●ACアダプターは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでくださ
い。また、半年から1年に1回は、電源アダプターを電源コンセントから抜いて点検・清掃をしてく
ださい。ホコリにより、火災・感電の原因となることがあります。

お知らせ
●本機は1通話で一つの録音ファイルが生成されます。
●本機は1通話で最大30分まで録音ファイルが生成されます。
●本機は最大で約60分又は30件分の通話録音が可能です。これを超えると古いデータから消さ
れて上書きされます。

お知らせ
●モノラル音声のため、ステレオ録音機では片チャンネルのみ録音されます。

お知らせ
●動作テストで応答メッセージが正常に聞こえないときには、表ページの「お使いになる前に」の内
容を確認し、本機の取り付け方やお使いの電話機の設定などを再度確認してください。

ご注意
●一度消去した録音内容は元に戻りません。

ドアホン機能付電話機を使うとき
お使いの電話機がドアホンと共用しているときは、下図のように接続してください。
必ずドアホンアダプターと電話回線の間に接続してください。

電話機の電話回線端子からモジュラーコードを取り外す3

本機の電源を入れる1
本機を取り付けた電話機へ、携帯電話など別の電話機から電話をかける
「この電話の通話内容は…」という応答メッセージが聞こえたら正常です。

2

本機は通話内容を録音することができます。
本機を録音待機状態にすると、電話受信を検出して自動的に通話中に録音が開始されます。

通話を外部の録音機で録音する

本機の［音声出力端子］とお持ちの録音機の外部入力端子（AUX、LINE-INなど）
を市販のオーディオケーブルでつなげる1

録音機を操作して録音を開始する
録音の方法は、録音機の取扱説明書などをご確認ください。

2

本機の［音声出力端子］に市販のボイスレコーダーなどの録音機を接続すれば、電話の
通話内容を録音することができます。
ボイスレコーダーなどの録音機や接続のためのオーディオケーブル（3.5㎜ミニプラグ、市販品）が必
要です。

本機で録音した内容はそのまま再生できます。電源を「入」にして、待機中に操作してく
ださい。

電源入り： 電源を入れるには、電源スイッチを「入」の位置へスライドさせます。
電源ランプが点灯し、電源が入ります。
●電話回線が接続されていないと電源ランプは点滅します。

電源切り： 電源を切るには、電源スイッチを「切」の位置へスライドさせます。
すべてのランプが消灯し、電源が切れます。
●電源を切っても、電話機での通話は通常どおり使用できます。

再生を開始する
「聞く」を押すと電源ランプが点滅し、一番新しい録音内容から再生が始まります。
●複数の録音内容がある場合は、新しい順に再生を続けます。
●すべての再生が終わると停止します。

録音内容を消去する
新しい録音から、ひとつずつ録音内容を消去することができます。

録音内容を指定して消去する
再生中に［再生ファイル消去ボタン］を2秒以上長押しすると、再生中の録音内容が消去
されます。

録音内容をとばす（スキップする）
再生中に「もどる」を押すごとに、その前の録音内容を再生します。

再生を止める
再生中に「聞く」を押すと、再生が止まります。

●電源が入らない
・ACアダプターがコンセントからはずれていないかを確認してください。
・ACアダプターがACアダプター接続端子（DC9V）からはずれていないかを確認してください。

●本機が応答（機能）しない
・正しく接続されているか確認してください。
・電源が「切」になっていないか確認してください。
・本機は家庭用電話機対応です。ビジネスフォンや携帯電話に取り付けて使用することはできません。
・動作テストを実施してください。

●コードレス電話機で電話に出られない
通常は通話ボタンを1回押せば通話ができますが、お使いのコードレス電話機によっては通話
ボタンを2回押す必要があります。

電源スイッチ

ACアダプター接続端子
（DC9V）

電話回線端子

電話機端子

音声出力端子

ACアダプター（付属）

電話機コード

モジュラーコード
（付属品）

電話回線端子

オーディオケーブル
（市販品）

録音機
（市販品）

入力端子へ 音声出力端子へ

①①

⑦⑦ ⑧⑧ ⑩⑩ ⑨⑨ ⑥⑥ ⑤⑤

②② ③③ ④④

デモモード：電源「入」の状態で「聞く」「もどる」ボタンを同時押しすると警告メッ
セージを聞くことができます。

TELポート

ターミナルアダプター

インターネットと電話を
同時契約されている場合

モジュラージャック

電話機

ドアホン
ドアホン
アダプター

電話回線電話機へ

ここは抜かないで
ください。


