
マドストッパー（ゆるみ止め付）
マドストッパー（ロック付）

サッシ窓用補助錠 シリーズ充実

サッシの動きをストップ！
換気扇の横でも振動でゆるみません。

設置には工具や接着不要、

つまみを回すだけの「簡単取付」。

平成19年犯罪統計より
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空き巣に注意！！
侵入窃盗は窓や玄関から侵入しています。

空き巣に注意！！

赤色のツマミで防犯意識をアピールするシルバー色赤色のツマミで防犯意識をアピールするシルバー色赤色のツマミで防犯意識をアピールするシルバー色 サッシの色に合わせて目立ちにくいブロンズ色サッシの色に合わせて目立ちにくいブロンズ色サッシの色に合わせて目立ちにくいブロンズ色

マドストッパー（ゆるみ止め付）マドストッパー（ゆるみ止め付）マドストッパー（ゆるみ止め付） マドストッパー（ロック付）マドストッパー（ロック付）マドストッパー（ロック付）

ゆるみ止めを押さえながら回さないと開錠できない... リングを引きながら回さないと開錠できない...
侵入者から開錠しにくい

安心設計！

MSY-40S
（シルバー/赤）

MSY-40B
（ブロンズ）

MSL-40S
（シルバー/赤）

MSL-40B
（ブロンズ）

No.MSY-40S / 40B
可動範囲   27～44mm  　      本体重量    119g　           本体寸法　幅38×高さ40.7×長さ60.5mm
包装     台紙（紙）                    包装重量    128g 　 包装サイズ   幅85×高さ125×厚み40.7mm
内装　 10個　    外装    120個        JAN     MSY-40S：4907587500366 / MSY-40B：4907587500373

可動範囲   24.5～43mm  　   本体重量   143g　           本体寸法　 幅38×高さ44.3×長さ89mm
包装     台紙（紙）                    包装重量   152g 　 包装サイズ   幅85×高さ125×厚み44.3mm
内装　 10個　    外装    120個        JAN     MSL-40S：4907587500380 / MSL-40B：4907587500397

マドバンス・マドストッパー（ゆるみ止め付）

No.MSL-40S / 40Bマドバンス・マドストッパー（ロック付）

24.5   4327   44

OK!OK!OK!



ツマミ
ゆるみ止め

マドストッパー上枠用（ゆるみ止め付）マドストッパー上枠用（ゆるみ止め付）マドストッパー上枠用（ゆるみ止め付）

マドストッパー上枠用
（ゆるみ止め付）

サッシ窓用補助錠 シリーズ充実

マドロック（鍵付）
マドロック隙間用（鍵付）

サッシの動きをストップ！
上枠専用。下用とセットで防犯効果UP！

侵入者から手が届きにくいので安心。

換気扇の横でも振動でゆるみません。

鍵をかけてサッシをストップ！
取り付けは強力両面テープで簡単！

換気の時も安心、仮施錠できます。

力のいらないラクラク施錠。

MSTY-70S
（シルバー/赤）

MSTY-70B
（ブロンズ）

MKL-50SL
（シルバー）

MKL-50S
（シルバー）

非常時に安心。

蓄光のラインが

暗闇で光ります。

MKL-50B
（ブロンズ）

MKL-50BL
（ブロンズ）

No.MSTY-70S / 70B
可動範囲      8～28mm         本体重量     138g　本体寸法      幅69×高さ43×長さ66mm
包装   台紙（紙）　　          包装重量     146g   包装サイズ     幅85×高さ125×厚み43mm
内装   10個   外装   120個    JAN     MSTY-70S：4907587500403 / MSTY-70B：4907587500410

マドバンス・マドストッパー上枠用（ゆるみ止め付）

No.MKL-50SL / 50BLマドバンス・マドロック隙間用（鍵付）

No.MKL-50S / 50B
可動範囲        0～68mm(レール幅120mm)      本体重量    132g       本体寸法      幅30×高さ24×長さ67mm
パック  ブリスタ（PET）、台紙（紙） パック重量   178g    パックサイズ    幅150×高さ140×厚み30mm
内装   10個　外装  120個     JAN    MKL-50S：4907587500427 / MKL-50B：4907587500434

可動範囲        0～68mm(レール幅120mm)      本体重量    154g       本体寸法     幅30×高さ24×長さ67mm
パック  ブリスタ（PET）、台紙（紙） パック重量   200g  パックサイズ    幅150×高さ140×厚み30mm
内装   10個　外装   80個     JAN    MKL-50SL：4907587500441 / MKL-50BL：4907587500540

マドバンス・マドロック（鍵付）

窓が重なった時の隙間1.5㎜から対応
(隙間の狭い気密性サッシに…)

長い爪でしっかり
突っ張る。

ガタツキがなく
締めやすい。

コ
コ
が
違
う

窓が重なった時の
隙間5㎜から対応

外
窓

内
窓

窓枠

取付場所

キー2本付

OK!OK!OK!
ゆるみ止めを押さえながら回さないと開錠できない...

侵入者から開錠しにくい安心設計！

非常時に安心。

蓄光のラインが

暗闇で光ります。

OK!
マドストッパーベランダ用（ゆるみ止め付）



マドストッパー上枠用（ゆるみ止め付）

OK!

マドストッパーベランダ用
（ゆるみ止め付）

大型サッシに最適な補助錠。
ベランダのはきだし窓や、従来の補助錠では

止まらない場合があるマンションの大型サッシに。

取付簡単、ツマミが大きく回しやすい。

可動範囲　　36～53mm　　 本体重量　  134g　　 本体寸法　　幅44×高さ43×長さ71mm
パック 　ブリスタ（PET）、台紙（紙） 　　　　パックサイズ 　幅115×高さ160×厚み46mm
パック重量　154g 　   内装　　 10個　　      外装　　120個 　       JAN　      4907587500045

光と音で威嚇撃退！サッシが動くと警報が鳴ります。

No.MAL-100 No.MSGL-40
可動範囲　　0～62mm　　   本体重量　  168g　　 本体寸法　　幅27×高さ31×長さ117mm
パック 　ブリスタ（PET）、台紙（紙） 　　　　パックサイズ 　幅190×高さ125×厚み31mm
パック重量　197g 　   内装　　  5個　　      外装　　  60個 　       JAN　      4907587500069

No.MQS-60

No.MQS-60P

No.MSGY-40

マドバンス・マドアラーム マドバンス・マドシグナル（ロック付）

マドバンス・マドシグナル（ゆるみ止め付） マドバンス・マド吸盤センサー(プレート無し)  透明ガラス用

マドバンス・マド吸盤センサー(プレート付)  凹凸ガラス用

光で侵入者を威嚇、警告ランプ。片手で解除できない。

光で侵入者を威嚇、警告ランプ、振動でゆるまない。 吸盤で取り付け、割れても開いても警報 ＋サッシ止め。

凹凸ガラスに、割れても開いても警報 ＋サッシ止め。

付属電池　   CR2032（1個）　本体重量　  104g　　 本体寸法　　幅65×高さ43×長さ94mm
パック 　ブリスタ（PET）、台紙（紙） 　　　　パックサイズ 　幅140×高さ160×厚み50mm
パック重量　156g 　   内装　　 10個　　      外装　　  80個 　       JAN　      4907587500090

付属電池　   CR2032（1個）　本体重量　  104g　　 本体寸法　　幅65×高さ43×長さ94mm
パック 　ブリスタ（PET）、台紙（紙） 　　　　パックサイズ 　幅140×高さ160×厚み50mm
パック重量　140g 　   内装　　 10個　　      外装　　  80個 　       JAN　      4907587500083

OK!OK!OK!

可動範囲　　33.5～52mm　  本体重量　  156g　　 本体寸法　　幅44×高さ44×長さ98mm
パック 　ブリスタ（PET）、台紙（紙） 　　　　パックサイズ 　幅115×高さ160×厚み46mm
パック重量　176g 　   内装　　 10個　　     外装　　  80個 　       JAN　      4907587500038

(社)大阪府防犯協会連合会 推薦  554号
(財)東京防犯協会連合会 推薦      524号

両面テープで取り付け簡単。
取り付けると
LEDが点滅

取り付けると
LEDが点滅

(社)大阪府防犯協会連合会 推薦  581号
(財)東京防犯協会連合会 推薦      523号

真空吸盤で吸着。
取り外し可能。

真空吸盤で吸着。
取り外し可能。

PAT.P.

PAT.P.

PAT.

PAT.

PAT.

MSY-GB
（ブロンズ）

No.MSY-GBマドバンス・マドストッパーベランダ用（ゆるみ止め付）

マドストッパーマドストッパーベランダベランダ用（ゆるみ止め付）用（ゆるみ止め付）マドストッパーベランダ用（ゆるみ止め付）

26.5   52

可動範囲      26.5～52mm     本体重量    224g　 本体寸法     幅50×高さ83.4×長さ49.3mm
    包装           台紙（紙）　    包装重量    235g    包装サイズ    幅105×高さ125×厚み50mm
    内装　　  10個　　                外装　　 80個          JAN　     4907587500533

サッシ窓用補助錠 シリーズ充実

ゆるみ止めを押さえながら回さないと開錠できない...

侵入者から開錠しにくい安心設計！

非常時に安心。

蓄光のラインが

暗闇で光ります。

No.DQS-60ドアバンス・ドア吸盤センサー

吸盤で取り付け、玄関ドアからの侵入を警報で威嚇。

付属電池　   CR2032（1個）　本体重量　  112g　　 本体寸法　　幅65×高さ43×長さ94mm
パック 　ブリスタ（PET）、台紙（紙） 　　　　パックサイズ 　幅140×高さ160×厚み50mm
パック重量　152g 　   内装　　 10個　　      外装　　  80個 　       JAN　      4907587500106

PAT.P.
ゲルシート

吸盤

ドアを汚さないゲルシート入り



赤色のツマミで防犯意識をアピールするシルバー色 サッシの色に合わせて目立ちにくいブロンズ色

マドストッパー（ゆるみ止め付） マドストッパー（ロック付）

OK!

つけはずしできる
マグネットシートで
スチール家具に
ピタッと取り付け。

No.TAN-50

No.QKB-10

カギバンス・単管ロッカー

カギバンス・Ｑキーボックス　真空吸盤で取り付けタイプ

建築現場の鍵や小物を収納するセキュリティボックス。

吸盤で取り付け、コンパクトな１０個吊りのキーボックス。

キーホルダ　 10個付　　　本体重量　   730g　　 本体寸法　　幅160×高さ160×奥行56mm
包装 　 ボックス（カラー段ボール） 　　　　  包装サイズ 　幅170×高さ205×厚み70mm
包装重量　    1.1kg 　            内装　　  10個　　             JAN　         4907587500113

取付径　        48.6mmφ　  本体重量　   950g　　  本体寸法　   幅110×高さ64×奥行50mm
包装 　 ボックス（カラー段ボール） 　　　　包装サイズ 　幅136×高さ131×奥行72mm
包装重量　     1.0Kg 　            内装　　  10個　　            JAN　         4907587500120

足場用単管
φ48.6mmに
簡単取り付け。

PAT.

No.QKB-20E / QKB-20カギバンス・Ｑキーボックス　マグネットシートで取り付けタイプ
キーホルダ　 20個付　　　本体重量　   800g　　 本体寸法　　幅170×高さ160×奥行57mm
包装 　 ボックス（カラー段ボール） 　　　　  包装サイズ 　幅180×高さ205×厚み80mm
包装重量　    1.1kg 　       内装      10個      JAN     QKB-20E:4907587500564 / QKB-20:4907587500557

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。
●このカタログは再生紙を使用しています。

暗闇で光る蓄光入りを3タイプ。

玄関や車のドアの鍵のそばで

長く光るので夜間の目印になり便利。

住宅玄関ドア/事務所内装ドア/駐車場昇降機/

ロッカー扉などの静電気除去に。

住宅の大型ドア/店舗の大型ドア/エレベータボタン/

自動車ドアなどに。

自由にカット可能。

好きな形に切って使えます。

ビリッとくるイヤな静電気
触れば瞬時に逃がす！

ビリッとくるイヤな静電気
触れば瞬時に逃がす！

ビリッとくるイヤな静電気
触れば瞬時に逃がす！

ビリッとくるイヤな静電気
触れば瞬時に逃がす！

No.SDG-50シリーズドアバンス・静電気なくなるパッド　ミニタイプ
本体重量     6g　  本体サイズ   幅50×高さ30×厚み7mm            包装         PP、台紙(紙) 
包装重量     16g    包装サイズ   幅95×高さ160×厚み7mm          内装         10個   　  外装         100個
　JAN           SDG-50R：4907587500137 / SDG-50K：4907587500144 / SDG-50W：4907587500151

No.SDG-50T / 100T / 150Tドアバンス・静電気なくなるパッド　蓄光タイプ
本体重量    SDG-50T:6g / SDG-100T:12g / SDG-150T:6g  厚み  SDG-50T・100T:7mm / SDG-150T:3mm   包装   PP、台紙(紙) 
包装重量    SDG-50T:16g / SDG-100T:22g / SDG-150T:16g   包装サイズ   幅95×高さ160mm   内装  10個  外装  100個
    JAN       SDG-50T：4907587500229 / SDG-100T：4907587500236 / SDG-150T：4907587500243

No.SDG-100シリーズドアバンス・静電気なくなるパッド　ロングタイプ
本体重量     12g　本体サイズ   幅30×高さ100×厚み7mm          包装         PP、台紙(紙) 
包装重量     22g    包装サイズ   幅95×高さ160×厚み7mm          内装         10個   　  外装         100個
　JAN           SDG-100R：4907587500168 / SDG-100K：4907587500175 / SDG-100W：4907587500182

No.SDG-140シリーズドアバンス・静電気なくなるパッド　シートタイプ
本体重量     14g　本体サイズ   幅38×高さ100×厚み3mm          包装         PP、台紙(紙) 
包装重量     31g    包装サイズ   幅95×高さ160×厚み3mm          内装         10個   　  外装         100個
　JAN           SDG-140R：4907587500199 / SDG-140K：4907587500205 / SDG-140W：4907587500212

マグネットシートで取り付け。

スモールコンパクトなキーボックスに

20個吊が新登場。

シリンダー錠

No.QKB-20E 

No.QKB-20
No.QKH-5

カギバンス・Ｑキーホルダー

キーホルダ：5個付
包装サイズ：幅87×高さ128×奥行17㎜
内装：20セット ＪＡＮ：4907587500571

スペアキーホルダーも新発売！！

スペアキー
２本付き

ダイヤル錠は、
1000通りの
お好きな番号に
変えられます。

キーで選べる2タイプの
セキュリティボックス。

可変ダイヤル錠

10061521.025




