
●窓の施解錠/開閉状態を常に監視 
●異常を検知した場合には 
　「光」と「音声＋警報」で即座に知らせます 
●AC100Vのコンセントに差しこむだけの簡単施工 
●センサーの電池切れ自己診断機能 

基本システム 

￥182,000 
（モニター1台＋センサー付きクレセント4個） 
（自動通報機込み） 

センサー付きクレセントからの異常を検知、 
即座に異常を知らせます。 
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※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

※表示価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品除く）、組立代、現場搬入費、取付費等は含まれていません。 
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モニター（受信機） 

窓の施解錠/開閉状態のお知らせ 

警戒/報知/解除状態を表示 

エリア毎の警戒/報知/解除ボタン 

モード選択ボタン 

電波状態 
ノイズ発生をお知らせ 

送信異常・停電をお知らせ 

暗証番号・ 
警戒解除 

センサーの 
電池切れを 
お知らせ 

窓が開いているお部屋を赤のサインでお知らせ。 

戸締りがされていないお部屋をオレンジ色のサインでお知らせ。 
（※戸締りとはクレセントとクレセントロックをかけた状態のことです。） 

AC100V

●小電力型ワイヤレスペンダント発信器 
高齢の方などが体の異常を感じた時など、
ペンダントのボタンひとつで連絡ができます。 

センサー オプション 

センサーを取付けている窓の施解錠状態※1・開閉状態を常時モニターしており、万が一の異常発生時にはモニターが
点滅し、警報と音声が鳴り響きます。さらに、屋外表示警報器や自動通報機との組合せによって安心感を高めます。 

「Eyesシステム」窓センサー（送信機） 
ア イ ズ 

※浴室等、水が直接かかる所ではご使用にならないでください。 

※1汎用センサーBは開閉確認 
　  のみです。 

最新の技術が、従来のクレセントとカムラッチハンドルを大きく変えました。窓の開閉
状態※1や施解錠状態を常時モニターに送信、異常発生時にはモニターに知ら
せると同時にセンサー自体からも警報音を発信します。 

●センサー付き 
　クレセント 

●センサー付き 
　カムラッチハンドル 

対応窓種 
縦辷り出し窓 

対応窓種 
引違い窓・上げ下げ窓 

●汎用センサーA 
 

●汎用センサーB

対応窓種 
玄関ドア・玄関引戸・ 
横辷り出し窓 他 

対応窓種 
通風ドア エアリフレ 他 

浴室や、ガラスルーバー窓など、サッ
シ本体にセンサーが取付けられ
ない窓の外部（屋外）に設置。熱
線センサーが不審者をキャッチし
てお知らせします。 

対応窓種 
ガラスルーバー窓・オーニング窓他 
 ご注意 
※本体は防雨構造になっていますが、故意に水
をかけたり、台風などの大雨時には水がかから
ないようご注意ください。 
　（故障の原因となります。ひさしのあるところへ
の取付けをおすすめします。） 
 

●屋外人感センサー 

開口部の施解錠状態、開閉状態を一括でモニター確認※1。異
開口部の防犯対策をお考えの方に、YKK APが最もおすすめ

11

戸締り確認防犯システム「Eyesシステム」 受 注  
生 産 品  

ア イ ズ 

※表示価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品除く）、組立代、現場搬入費、取付費等は含まれていません。※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

ECD2306 
※松下電工（株）製 （                       ） 
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自動通報機 
万が一の異常発生時には、自分の携帯電話や友人宅など最大4ケ所に
自動通報。どこにいても自宅の状態が把握でき、安心感を高めます。 

最大4ケ所まで 
外部通報できます。 

例えば… 

自分の携帯電話 

ご近所の電話 

ご両親の電話 

友人の電話 
自動通報機 

小電力型 
ワイヤレス 

接点入力送信器 
警報フリッカランプ 
音無しタイプ 
（防滴型・DC12V） 

小電力型 
ワイヤレス 
接点出力受信器 
AC100V

※屋外設置となります。 

屋外表示警報器（屋外設置） 
万が一の異常発生時には、屋外に設置した警報フリッカランプが点滅
してご近所に異常を知らせると同時に、ご帰宅時は異常発生をお知ら
せする外部サインになります。 

さらに安心感を高める商品 

●窓の施解錠状態の確認 
●窓の開閉状態の確認 
●8エリアを集中監視 
●送信機は50台まで接続可能 
●エリアごとの警戒/報知/解除設定が可能 

●AC100Vのコンセントに差すだけの簡単施工 
●便利な遅れ警戒機能付 
●異常発生時80dB以上の警報音 
●センサー故障・電池切れを自己診断 
●音声警告機能付 

「Eyesシステム」特長 
ア イ ズ 

増設機（2台まで）を利用すると最大24エリアを
集中監視。親機と専用コネクターで接続します。 
※増設機を接続する場合にはモニター（受信機）の設定変更 
　が必要になります。 
　詳しくは設定マニュアルをご確認ください。 

モニター（増設機） 

常発生時は「光」と「音声＋警報」でお知らせし、侵入者を威嚇。 
する戸締り確認防犯システム「Eyesシステム」です。 

アイズ 

12

 

※各センサーの価格はP.53、対応窓種はP.57、採用・使用上の注意はP.56でご確認ください。 

※上記はすべて松下電工（株）の商品です。詳しくは
最寄りの支店・営業所までお問い合せください。 

（ECE5301） 

（ECE5101） 

（EA5715） 

（WQNT102） 

※YKK APの窓サッシが対象となります。取替えができない窓種、機種、
サイズがございますので、あらかじめご了承ください。 
※本商品は異常開閉や、ガラスの破壊時にお知らせする機能を持って
いますが、侵入・盗難を阻止する商品ではありません。 
　（発生した損害については責任を負いかねます。） 
※本商品は一部を除いて屋内専用です、屋外でのご使用は絶対に避
けてください。（故障の原因になります。） 
※浴室等、水が直接かかる所ではご使用にならないでください。 
※商品改良のため、使用・外観は予告なしに変更する場合があります
のでご了承ください。 

 ご注意 

防犯配慮商品ガイド　発行/2004年8月(3版)① 
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開口部の施解錠状態、開閉状態を常時監視。 
さまざまな生活シーンに対応するEyesシステムの機能で安心生活。 

戸締り確認防犯システム「Eyesシステム」、便利な安心機能 

在 宅 

外出時 

就寝時 

ピーポーピーポー「防犯異常発生!」 
の音声と警報音が鳴り響き、場所をサインでお知らせ。 
窓センサーの警報音も鳴り響きます。 
 

ピーポーピーポー「防犯異常発生!」 
の音声と警報音が鳴り響き、場所をサインでお知らせ。 
窓センサーの警報音も鳴り響きます。 
 

ピーポーピーポー「防犯異常発生!」 
の音声と警報音が鳴り響き、場所をサインでお知らせ。 
窓センサーの警報音も鳴り響きます。 
 

窓の施解錠状態、開閉状態を監視 

留守警戒ボタンを押す→ 留守警戒モードにして外出 

在宅警戒ボタンを押す→ 在宅警戒モードにして就寝 

■戸締りをしっかりさせた状態で万が一窓のこじ破り 
　などの異常が発生すると… 

■万が一異常が発生すると 

■万が一異常が発生すると 

○自動通報機との併用で自分の携帯、
ご近所の電話など最大4ヶ所に
自動通報。 
○屋外表示警報器との併用でご近所
に異常発生をお知らせし、ご帰宅
時には外から見えるサインとなり
ます。 

便利な「遅れ警戒機能」 

特定のエリアだけ警戒移行を遅らせ
る〈遅れ警戒機能〉を装備。 
例えば、お子様が遅くまで起きてい
る時、その部屋だけの警戒移行を遅
らせることが可能です。就寝時、施
錠すると自動的に警戒状態に移行し
ますので、モニターでのセット忘れ
の心配はありません。 
〈自動通報機や屋外表示警報器との
併用でさらに安心感が増します。〉 

窓が開いているよ～ 

アイズ 

 ご注意　※本商品は異常開閉時をお知らせする機能を持っていますが、侵入・盗難を阻止する商品ではありません。（発生した損害については責任を負いかねます。） 

窓の閉め忘れが 
一目でわかるのね。 

便利だわ 

アラ、窓が開いていたのね 

おやすみなさい 

外出前に窓の開閉状態が一目でわかります 

窓が開いてると 
ポン！「戸締りを確認してください」 
の音声とサインでお知らせします 

アラ、窓が開いていたのね 

開いている窓をサインでお知らせします 

錠があいてるよ 

窓の戸締まり状態をお知らせします 

アイズ 

（　　　　　　　　） 
窓が開いているお部屋を赤のサインでお知らせ。 

戸締りがされていないお部屋をオレンジ色のサインでお知らせ。 
（※戸締りとはクレセントとクレセントロックをかけた状態のことです。） 

1階 玄関 

1階 勝手口 

1階 リビング 

1階 キッチン 

1階 和室 

1階 トイレ 

2階 寝室 

2階 子供部屋 

留守警戒 

在宅警戒 

通報 

報知音量 

警戒解除 
1 2

電源 

状態 
表示 

警戒 

70dB70dB以上以上 80dB以上 

通報 

報知音量 

警戒解除 
1 2

状態 
表示 

70dB70dB以上以上 80dB以上 

電池切れ 

機器異常 

受信モニタ 

通報 

報知音量 

警戒解除 
1 2

状態 
表示 

70dB70dB以上以上 80dB以上 

電池切れ 

機器異常 

受信モニタ 

電池切れ 

機器異常 

受信モニタ 

1階 玄関 

1階 勝手口 

1階 リビング 

1階 キッチン 

1階 和室 

1階 トイレ 

2階 寝室 

2階 子供部屋 

1階 玄関 

1階 勝手口 

1階 リビング 

1階 キッチン 

1階 和室 

1階 トイレ 

2階 寝室 

2階 子供部屋 

※表示価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品除く）、組立代、現場搬入費、取付費等は含まれていません。※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

留守警戒 

在宅警戒 

電源 

警戒 

留守警戒 

在宅警戒 

電源 

警戒 
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●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、
 　あらかじめご了承ください。

 ●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は部材標準販売価格です。

 　消費税、ガラス代、組立施工費等は含まれておりません。
 

h t t p : / / w w w . y k k a p . c o . j p /ホームページ

安全のため必ずお守りください。
 

【商品選択上のご注意】

【組立・施工上のご注意】

【使用上のご注意】

本カタログでは、商品を選定するうえで、安全に関する内容については次の
 ような絵表示で示しています。内容をよく理解して本文をお読みください。
 

●商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
●商品の製作可能範囲をお守りください。

 
●商品の組立・施工については必ず説明書に従ってください。また、施工完
　了後に取扱説明書（ユーザーマニュアル）が施主様に渡るようお手配ください。

 

●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書（ユーザーマニュアル）
 　などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

絵表示
 

意 　 　 　 　 　味
 

取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害

の発生が想定されることを示します。

「必ず行っていただく事」を示します。お願い
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