
一般会話用盗聴器 

★誰にでも簡単に使える盗聴発信機★家庭のコン

セントに差込むだけで半永久的に電波を送信★実

際の分配コンセントとしても使用できるので隠す必要

なし★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍

受される心配なし★電波の到達距離は最大200～

100m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

機が必要（セット商品もあり） 

GQU特価 ¥27,000 

[KAZ-110] 三穴コンセント型盗聴器 

 <<お得なセット商品>>     

KAZ-110＋DJ-X7  [AAセット] ¥47,520 

KAZ-110＋DJ-X7＋REC-4G-L  [ABセット] ¥65,232 

KAZ-110＋KUR-400  [ACセット] ¥64,800 

KAZ-110＋KUR-400＋REC-4G-L  [ADセット] ¥82,512 

KAZ-110/発信機 DJ-X7/多機能受信機 KUR-400/盗聴専用受信機 REC-4G-

L/デジタル録音機 

一般的な市販品と同サイズ 重量 - 

★誰にでも簡単に使える盗聴発信機★家庭のコン

セントに差込むだけで半永久的に電波を送信★実

際の分配コンセントとしても使用できるので隠す必要

なし★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍

受される心配なし★電波の到達距離は最大200～

100m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

機が必要★VOX（音声起動）機能装備タイプ 

GQU特価 ¥29,160 

[KAZV-110] 三穴コンセント型盗聴器 

一般的な市販品と同サイズ 重量 - 

★誰にでも簡単に使える盗聴発信機★家庭のコン

セントに差込むだけで半永久的に電波を送信★実

際の分配コンセントとしても使用できるので隠す必要

なし★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍

受される心配なし★電波の到達距離は最大200～

100m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

GQU特価 ¥27,000 

[KBZ-110] 平型三穴コンセント型盗聴器 

 <<お得なセット商品>>     

KBZ-110/発信機 DJ-X7/多機能受信機 KUR-400/盗聴専用受信機 REC-4G-

L/デジタル録音機 

一般的な市販品と同サイズ 重量 - 

KBZ-110＋DJ-X7  [DAセット] ¥47,520 

KBZ-110＋DJ-X7＋REC-4G-L  [DBセット] ¥65,232 

KBZ-110＋KUR-400  [DCセット] ¥64,800 

KBZ-110＋KUR-400＋REC-4G-L  [DDセット] ¥82,512 

★誰にでも簡単に使える盗聴発信機★家庭のコン

セントに差込むだけで半永久的に電波を送信★実

際の分配コンセントとしても使用できるので隠す必要

なし★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍

受される心配なし★電波の到達距離は最大200～

100m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

GQU特価 ¥29,160 

[KBZV-110] 平型三穴コンセント型盗聴器 

一般的な市販品と同サイズ 重量 - 

★誰にでも簡単に使える盗聴発信機★家庭のコン

セントに差込むだけで半永久的に電波を送信★実

際のテーブルタップとしても使用できるので隠す必

要なし★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで

傍受される心配なし★電波の到達距離は最大150～

50m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

GQU特価 ¥30,240 

[KＤZ-110] テーブルタップ型盗聴器 

 <<お得なセット商品>>     

KDZ-110/発信機 DJ-X7/多機能受信機 KUR-400/盗聴専用受信機 REC-4G-

L/デジタル録音機 

一般的な市販品と同サイズ 重量 - 

KDZ-110＋DJ-X7  [CAセット] ¥50,760 
KDZ-110＋DJ-X7＋REC-4G-L  [CBセット] ¥68,472 

KDZ-110＋KUR-400  [CCセット] ¥68,040 
KDZ-110＋KUR-400＋REC-4G-L  [CDセット] ¥85,752 

 

★誰にでも簡単に使える盗聴発信機★家庭のコン

セントに差込むだけで半永久的に電波を送信★実

際のテーブルタップとしても使用できるので隠す必

要なし★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで

傍受される心配なし★電波の到達距離は最大150～

50m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

機が必要★VOX（音声起動）機能装備タイプ 

GQU特価 ¥33,480 

[KＤZV-110] テーブルタップ型盗聴器 

一般的な市販品と同サイズ 重量 - 

★クリップ型の盗聴発信機★家庭のAC100Vをクリップで

はさめば半永久的に電波を送信（ビニールを剥いて中の

電線をクリップするので感電やショートしないようにご注意

下さい★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍受さ

れる心配なし★電波の到達距離は最大200～100m★こ

の盗聴器の電波を聞くためには別途受信機が必要

★VOX（音声起動）機能装備タイプ 

GQU特価 ¥32,400 

[KNN-110] クリップ型盗聴器 

サイズ- 重量 - 

★ボックス型の盗聴発信機★当店取扱い盗聴器の

中で最も電波の飛距離が長い（最大600m）★電源

には単３電池（リチウム/オキシライド/アルカリ）を使

用★電波はUHF帯（D/E/F）なのでFMラジオで傍受

される心配なし★電波の到達距離は最大600～

300m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

機が必要（セット商品もあり） 

GQU特価 ¥33,480 

[KT-800] 強力会話用盗聴器 

タテ 68mm×ヨコ 65mm×厚み 20mm 重量105g 

★ボックス型の盗聴発信機★当店取扱い盗聴器の

中でもっとも電波の飛距離が長い（最大600m）★電

源にはリチウム電池を使用★電波はUHF帯

（D/E/F）なのでFMラジオで傍受される心配なし★電

波の到達距離は最大600～300m★この盗聴器の電

波を聞くためには別途盗聴器専用受信機が必要

★VOX（音声起動）機能切替スイッチ付★別売りの

コンタクトマイクを接続するとコンクリートマイクとして

も使用可能 

販売終了 

[KTK-800] 強力多機能会話用盗聴器 

タテ 55mm×ヨコ 40mm×厚み 20mm 重量57g 

★ボックス型の盗聴発信機★最もベーシックな標準

タイプの電池式盗聴器★電源にはリチウム電池を

使用★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍

受される心配なし★電波の到達距離は最大250～

100m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

機が必要（セット商品もあり） 

GQU特価 ¥20,520 

[KT-400] 会話用盗聴器 

タテ 25mm×ヨコ 33mm×厚み 18mm 重量43g 

GQU特価 ¥21,600 タテ 25mm×ヨコ 33mm×厚み 18mm 重量43g 

★超小型の盗聴発信機★電源にはリチウムボタン

電池を使用★ボタン電池の差込式なので、どこにで

も設置可能な超小型化を実現★電波はUHF帯

（A/B）なのでFMラジオで傍受される心配なし★電波

の到達距離は最大150～50m★この盗聴器の電波

を聞くためには別途受信機が必要 

販売終了 

[SNB-400] 超小型会話用盗聴器 

タテ 35mm×ヨコ 27mm×厚み 7mm 重量10g 

 <<お得なセット商品>>     

KNN-110/発信機 DJ-X7/多機能受信機 KUR-400/盗聴専用受信機 REC-4G-L/

デジタル録音機 

KNN-110＋DJ-X7  [BAセット] ¥52,920 

KNN-110＋DJ-X7＋REC-4G-L  [BBセット] ¥70,632 

KNN-110＋KUR-400  [BCセット] ¥70,200 

KNN-110＋KUR-400＋REC-4G-L  [BDセット] ¥87,912 

 <<お得なセット商品>>     

KT-800/発信機 KUR-400S/盗聴専用受信機 

KT-800＋KUR-400S  [JAセット] ¥71,280 

 <<お得なセット商品>>     

KT-400＋DJ-X7  [IAセット] ¥41,040 

KT-400＋KUR-400  [ICセット] ¥58,320 

KT-400/発信機 DJ-X7/多機能受信機 

★ボックス型の盗聴発信機★最もベーシックな標準

タイプの電池式盗聴器KT-400の強力版★電源には

リチウム電池を使用★電波はUHF帯（A/B/C）なの

でFMラジオで傍受される心配なし★電波の到達距

離は最大350～150m★この盗聴器の電波を聞くた

めには別途受信機が必要 

[KT-400D] 会話用盗聴器 

GQU特価 ¥23,760 タテ 55mm×ヨコ 20mm×厚み 14mm 重量43g 

★ボックス型の盗聴発信機★電源にはリチウム電

池もしくは単5乾電池を使用★リチウム電池使用時

は電池寿命が約6日（144時間）と長寿命★電波は

UHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍受される心配

なし★電波の到達距離は最大250～100m★VOX

（音声起動）機能装備タイプ★この盗聴器の電波を

聞くためには別途受信機が必要 

[KTLV-400] 会話用盗聴器 

★ボックス型の盗聴発信機★電源にはリチウム電

池もしくは単5乾電池を使用★リチウム電池使用時

は電池寿命が約6日（144時間）と長寿命★電波は

UHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍受される心配

なし★電波の到達距離は最大250～100m★この盗

GQU特価 ¥21,600 

[KTL-400] 会話用盗聴器 

タテ 55mm×ヨコ 20mm×厚み 14mm 重量43g 

 <<お得なセット商品>>     

KTL-400＋KUR-400  [HAセット] ¥59,400 

KTL-400/発信機 KUR-400/盗聴専用受信機 

販売終了 タテ 70mm×ヨコ 30mm×厚み 18mm 重量118g 

★ボックス型の盗聴発信機★電源には単3乾電池

（アルカリ推奨）を使用★アルカリ単3電池使用時は

電池寿命が2週間以上（約420時間）と当店取扱い盗

聴器の中で最も長寿命★電波はUHF帯（A/B/C）な

のでFMラジオで傍受される心配なし★電波の到達

距離は最大200～100m★この盗聴器の電波を聞く

ためには別途受信機が必要 

[ULX-40] 長時間会話用盗聴器 

★キーホルダー型の盗聴発信機★電源にはアルカリボタン電
池を使用★キーホルダー型なので自然な外観を実現★電波は
UHF帯（A/B）なのでFMラジオで傍受される心配なし★電波の
到達距離は最大80～50m★この盗聴器の電波を聞くためには

販売終了 

[SNB-700] キーホルダー型会話用盗聴器 

タテ 105mm×ヨコ 35mm×厚み 22mm 重量34g 

★ボールペン型の盗聴発信機★電源には酸化銀電池SR48W

を使用★ボールペン型なので自然な外観で、もちろん通常の

ボールペンとしての使用も可能★電波はUHF帯（A/B/C）なの

でFMラジオで傍受される心配なし★電波の到達距離は最大

100～30m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信機が

販売終了 

[KPK-300] ボールペン型会話用盗聴器 

直径 14mm×長さ 132mm 重量20g 

 <<お得なセット商品>>     

KPK-300＋KUR-400  [EAセット] 販売終了 

KPK-300/発信機 KUR-400/盗聴専用受信機 

★ボールペン型の盗聴発信機★電源には酸化銀電池SR48W

を使用★ボールペン型なので自然な外観で、もちろん通常の

ボールペンとしての使用も可能★電波はUHF帯（A/B/C）なの

でFMラジオで傍受される心配なし★電波の到達距離は最大

100～30m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信機が

必要★VOX（音声起動）機能装備タイプ 

販売終了 

[KPV-300] ボールペン型会話用盗聴器 

直径 14mm×長さ 132mm 重量20g 

★ボールペン型の盗聴発信機★電源にはアルカリボタン電池

を使用★ボールペン型なので自然な外観で、もちろん通常の

ボールペンとしての使用も可能★電波はUHF帯（A/B）なので

FMラジオで傍受される心配なし★電波の到達距離は最大150

～50m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信機が必要 

販売終了 

[FPK-250] ボールペン型会話用盗聴器 

直径 14mm×長さ 125mm 重量29g 

★カード型の盗聴発信機★電源にはリチウム電池

CR-2430を使用★カード型なので設置場所を選ばな

い薄型設計★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジ

オで傍受される心配なし★電波の到達距離は最大

100～30m★この盗聴器の電波を聞くためには別途

受信機が必要（セット商品もあり）★VOX（音声起動）

機能装備タイプ 

GQU特価 ¥32,400 

[CDV-500] カード型会話用盗聴器 

タテ 86mm×ヨコ 55mm×厚み 5mm 重量20g 

 <<お得なセット商品>>     

CDV-500＋DJ-X7  [FAセット] ¥52,920 

CDV-500/発信機 DJ-X7/多機能受信機 

★カード電卓型の盗聴発信機★電源にはリチウム

電池CR-2430を使用（電卓機能はソーラーパワーで

稼動）★上記紹介のカード型盗聴器CD-500VOXに

カード電卓を重ねた商品です★電波はUHF帯

（A/B/C）なのでFMラジオで傍受される心配なし★

電波の到達距離は最大100～30m★この盗聴器の

電波を聞くためには別途受信機が必要★VOX（音声

起動）機能装備タイプ 

販売終了 

[CD-500VOX-CAL] カード電卓型盗聴器 

タテ 86mm×ヨコ 55mm×厚み 8mm 重量30g 

★電卓型の盗聴発信機★電源にはリチウム電池も

しくは単5乾電池を使用（電卓機能はソーラーパワー

で稼動）★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで

傍受される心配なし★電波の到達距離は最大100～

50m★この盗聴器の電波を聞くためには別途受信

機が必要（セット商品もあり）★VOX（音声起動）機能

GQU特価 ¥33,480 

[CAL-202] 電卓型会話用盗聴器 

タテ 132mm×ヨコ 111mm×厚み 31mm 重量125g 

 <<お得なセット商品>>     

CAL-202＋DJ-X7  [GAセット] ¥54,000 

CAL-202/発信機 DJ-X7/多機能受信機 

販売終了 直径 60mm×長さ 320mm 重量278g 

★おりたたみ傘型の盗聴発信機★電源には単3電

池もしくは006P9V電池を使用★2種類の電池が使え

るので電池寿命優先か高出力優先か選択可能★電

波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジオで傍受される

心配なし★電波の到達距離は最大300～200m★こ

の盗聴器の電波を聞くためには別途受信機が必要 

[UMB-400] おりたたみ傘型会話用盗聴器 

一般電話回線用盗聴器 

GQU特価 ¥27,000 タテ 32mm×ヨコ 15mm×厚み 10mm 重量 - 

★クリップ型の電話回線用盗聴発信機★電源は電

話線より給電されるので電池不要★通話中のみ電

波を送信★電話線をカットしてクリップするので、多

少の電気知識が必要★ビジネスホンやホームテレ

ホンなどには対応していません★電波はUHF帯

（A/B/C）なのでFMラジオで傍受される心配なし★

電波の到達距離は最大100～50m★この盗聴器の

電波を聞くためには別途受信機が必要 

[KTT-750] クリップ型電話用盗聴器 

GQU特価 ¥31,320 タテ 55mm×ヨコ 40mm×厚み 19mm 重量 - 

★中継ユニット型の電話回線用盗聴発信機★電源

は電話線より給電されるので電池不要★通話中の

み電波を送信★電気知識がなくても簡単に接続可

能★ビジネスホンやホームテレホンなどには対応し

ていません★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジ

オで傍受される心配なし★電波の到達距離は最大

100～50m★この盗聴器の電波を聞くためには別途

受信機が必要（セット商品もあり） 

[KTT-750P] 中継ユニット型電話用盗聴器 

 <<お得なセット商品>>     

KTT-750P/発信機 DJ-X3/多機能受信機 DJ-X7/多機能受信機 REC-4G-L/

デジタル録音機 

KTT-750P＋DJ-X7  [MAセット] ¥51,840 

KTT-750P＋DJ-X7＋REC-4G-L  [MBセット] ¥69,552 

GQU特価 ¥22,680 ■寸法 - ■重量 - 

★二股分配器型の電話回線用盗聴発信機★電源

は電話線より給電されるので電池不要★通話中の

み電波を送信★電気知識がなくても簡単に接続可

能★ビジネスホンやホームテレホンなどには対応し

ていません★電波はUHF帯（A/B/C）なのでFMラジ

オで傍受される心配なし★電波の到達距離は最大

100～50m★この盗聴器の電波を聞くためには別途

受信機が必要（セット商品もあり） 

[KMT-800] 二股分配器型電話用盗聴器 

 <<お得なセット商品>>     

KMT-800/発信機 DJ-X3/多機能受信機 DJ-X7/多機能受信機 REC-4G-L/デ

ジタル録音機 

KMT-800＋DJ-X7  [NAセット] ¥43,200 

KMT-800＋DJ-X7＋REC-4G-L  [NBセット] ¥60,912 

GQU特価 ¥16,200 タテ 33mm×ヨコ 13mm×厚み 10mm 重量 - 

★クリップ型の電話回線用盗聴発信機★電源は電話線より

給電されるので電池不要★通話中のみ電波を送信★電話

線をカットしてクリップするので、多少の電気知識が必要★

ビジネスホンやホームテレホンなどには対応していません

★電波はFM周波数帯（80MHz付近）なので普通のFMラジ

オで受信可能★電波の到達距離は最大50～20m 

[MC-3] クリップ型電話用盗聴器 （ＦＭ） 

GQU特価 ¥21,600 タテ 55mm×ヨコ 40mm×厚み 19mm 重量 - 

★中継ユニット型の電話回線用盗聴発信機★電源は電話

線より給電されるので電池不要★通話中のみ電波を送信

★電気知識がなくても簡単に接続可能★ビジネスホンや

ホームテレホンなどには対応していません★電波はFM周波

数帯（80MHz付近）なので普通のFMラジオで受信可能★電

波の到達距離は最大50～20m 

[MC-3P] 中継ユニット型電話用盗聴器 （ＦＭ） 

人気ＮＯ１ 

最長飛距離 

ベーシック盗聴器 

長寿命 



リモコン式会話用盗聴器 

★★ 盗聴器専門店 GQU ★★ 

■ 通販について 

・表示価格は税込み価格です 
・通販の際は送料１,０００円が別途必要です 
（※商品代金合計が３万円を超えた場合は無料
です） 
・代引の場合は代引手数料が別途４００円必要で

■ お支払い方法 

・代金引換  着払い（別途手数料400円） 

・銀行振込  先払い（入金確認後に発送） 
・クレジットカード  ＨＰからの注文時のみ利用可

■ ご注文方法 

株式会社GQU 
〒811-3207 福岡県福津市上西郷1329-4 

ご注文はお電話、FAX、Eメール、当店ホームペー
ジにてお受け出来ます 

TEL 0940-42-6685 

FAX 0940-42-6864 
 
Eメール info@pi-pi.com 

販売終了 

★ボックス型のリモコン式盗聴発信機★電源には単

5乾電池を使用★リモコン専用受信機の電源に連動

して稼動するので盗聴発見対策に有効★電波は

UHF帯（E限定）なのでFMラジオで傍受される心配な

し★電波の到達距離は最大400～200m★この盗聴

器の電波を聞くためには別途リモコン専用受信機が

GQU特価 ¥59,400 

[KRT-800T] リモコン盗聴器（電池式） 

タテ 73mm×ヨコ 26mm×厚み 14mm 重量47g 

 <<お得なセット商品>>  単品で買うよりもお得です   

KRT-800T＋KRT-800R  [リモコン800Dセット] ¥115,560 

KRT-800T/リモコン式発信機 KRT-800R/リモコン専用受信機 

★クリップ型のリモコン式盗聴発信機★家庭の

AC100Vをクリップではさむので多少の電気知識が

必要★リモコン専用受信機の電源に連動して稼動

するので盗聴発見対策に有効★電波はUHF帯（E限

定）なのでFMラジオで傍受される心配なし★電波の

到達距離は最大400～200m★この盗聴器の電波を

聞くためには別途リモコン専用受信機が必要（セット

商品もあり） 

GQU特価 ¥73,440 

[KRT-800TA] リモコン盗聴器（給電式） 

タテ 73mm×ヨコ 26mm×厚み 14mm 重量 25g 

 <<お得なセット商品>>  単品で買うよりもお得です   

KRT-800TA＋KRT-800R  [リモコン800Aセット] ¥129,600 

KRT-800TA/リモコン式発信機 KRT-800R/リモコン専用受信機 

リモコン盗聴器専用受信機 

★リモコン式盗聴発信機専用の受信機★当店販売

のリモコン式発信機は当受信機でしか受信できませ

ん★当受信機の電源に連動してリモコン発信機の

電源もON-OFFします★リモコン発信機以外にも新

バンド（D/E/F）用の受信機としても使用可能★本体

に内蔵スピーカーはないので、付属のイヤホンで聞

GQU特価 ¥56,160 

[KRT-800R] リモコン専用受信機 

タテ 73mm×ヨコ 26mm×厚み 14mm 重量 47g 

一般盗聴器用受信機 

★盗聴器専用受信機★音質は最高レベルで録音す

る場合の受信機としても最適★傍受可能な周波数

はUHF帯（A/B/C）のみです★本体に内蔵スピー

カーがあるのでイヤホンがなくても聞くことが可能

★100円ライターサイズの小型設計なので携帯に便

GQU特価 ¥37,800 

[KUR-400] 盗聴器専用受信機 

タテ73mm×ヨコ26mm×厚み14mm×アンテナ60mm 重量 47g 

★盗聴器専用受信機★音質は最高レベルで録音す

る場合の受信機としても最適★傍受可能な周波数

はUHF帯（D/E/F）のみです★本体に内蔵スピー

カーがあるのでイヤホンがなくても聞くことが可能

★100円ライターサイズの小型設計なので携帯に便

GQU特価 ¥37,800 

[KUR-400(S)] 盗聴器専用受信機 

タテ73mm×ヨコ26mm×厚み14mm×アンテナ60mm 重量 47g 

★盗聴器専用受信機★音質は最高レベルで録音す

る場合の受信機としても最適★傍受可能な周波数

はUHF帯（A/B/C）のみです★本体に内蔵スピー

カーはないので、付属のイヤホンで聞くのみとなりま

す★別売りオプションでACアダプターもあるので長

GQU特価 ¥38,880 

[UZ-10] 盗聴器専用受信機 

タテ83mm×ヨコ56mm×厚み21mm×アンテナ180mm 重量 159g 

★多機能受信機（マルチバンドレシーバー）★盗聴

器の電波を含め様々な電波を傍受することが可能

★録音する際の受信機としては不向きです（聞くだ

け専用）★人気の盗聴発見機能装備（発見率は

90％程度）★電源は充電式バッテリーなのでランニ

販売終了 

[DJ-X3] 多機能受信機（発見機能付） 

タテ102mm×ヨコ56mm×厚み23mm×アンテナ170mm 重量 145g 

★多機能受信機（マルチバンドレシーバー）★盗聴

器の電波を含め様々な電波を傍受することが可能

★多機能受信機の中では高音質なので録音にも適

しています★人気の盗聴発見機能装備（発見率は

90％程度）★電源は充電式バッテリーなのでランニ

GQU特価 ¥20,520 

[DJ-X7] 多機能受信機（発見機能付） 

タテ96mm×ヨコ58mm×厚み15mm×アンテナ110mm 重量 103g 

★多機能受信機（マルチバンドレシーバー）★盗聴

器の電波を含め様々な電波を傍受することが可能

★多機能受信機の中では高音質なので録音にも適

しています★人気の盗聴発見機能装備（発見率は

90％程度）★別売りオプションで車載用シガーライ

GQU特価 ¥20,520 

[VR-150] 多機能受信機（発見機能付） 

タテ85mm×ヨコ59mm×厚み26mm×アンテナ180mm 重量 195g 

★高性能指向性（八木）アンテナ★受信機に装着す

ると電波受信距離が40％程向上★指向性アンテナ

は向けている方角に対してのみ性能を発揮します★

受信機によっては接続に別売りコネクタが必要な物

もありますので、詳しくはご相談下さい 

GQU特価 ¥14,580 

[NY-399X3] 高性能指向性アンテナ 

寸法 - 重量 200g 

盗聴発見専用機（本格プロ仕様） 

★本格盗聴発見専用機★発見業者も使用する本格

プロ仕様★99％以上の発見率でほぼ全ての盗聴器

を発見・撤去可能★ピンガーモード装備で盗聴器ま

での距離をランプで表示★電源には単３乾電池を使

GQU特価 ¥64,800 

[バグピンガー] 盗聴発見専用機 

タテ 166mm×ヨコ 67mm×厚み 36mm 重量 293g 

★本格盗聴発見専用機★発見業者も使用する本格プ

ロ仕様★99％以上の発見率でほぼ全ての盗聴器を発

見・撤去可能★発見性能は上記[バグピンガー]と変わ

りませんが、盗聴器までの距離をランプで表示するピン

ガーモードは搭載していません★電源には単３乾電池

GQU特価 ¥45,360 

[バグチェイサープラス] 盗聴発見専用機 

タテ 116mm×ヨコ 65mm×厚み 32mm 重量 206g 

コンクリート（壁）マイク 

★最新鋭・高感度コンクリートマイク★当店取扱いコンク

リートマイクの最上位機種★フラット（ピンなし）マイクな

ので横ずらしも可能★音声フィルター内蔵で４種類の調

整が可能★音声リミッターにより突然の大音量から耳を

GQU特価 ¥86,400 

[FL-999] 高感度コンクリートマイク 

タテ 110mm×ヨコ 66mm×厚み 22mm 重量 293g 

★多機能コンクリートマイク★ニードル（針）マイク付属なの
で用途に応じた使用が可能★音声フィルターにより調整が
可能★ALC（自動音量調整回路）内蔵なので常に最適な音
量に自動制御★本体は100円ライターサイズの小型設計な
ので携帯に便利 

販売終了 

[KAB-7] 多機能コンクリートマイク 

タテ 73mm×ヨコ 26mm×厚み 14mm 重量 40g 

★小型・高感度コンクリートマイク★コンタクトマイクの中にア
ンプが内蔵されているので驚きの小型化を実現★集音能力
は最上位機種FL-999と同等です（音声フィルターや音声リ
ミッターは内蔵されていません）★本体はマイクのみの超小
型なので携帯に最適です 

GQU特価 ¥35,640 

[SWK-900] 高感度コンクリートマイク 

φ38（マイク保護フタ径）×タテ 51mm 重量 130g 

★多機能コンクリートマイクのベーシックモデル★シン

プルな機能で誰にでも操作が簡単★ニードル（針）マイ

ク付属なので用途に応じた使用が可能 

GQU特価 ¥29,160 

[SM-66] 多機能コンクリートマイク 

タテ 73mm×ヨコ 54mm×厚み 20mm 重量 130g 

★コンクリートマイクのベーシックモデル★シンプルな機能

で誰にでも操作が簡単★機能・装備とも標準的なスタン

ダードタイプです 

GQU特価 ¥23,760 

[MW-303A] コンクリートマイク 

タテ 120mm×ヨコ 50mm×厚み 20mm 重量 110g 

録音機（ICレコーダー） 

★520時間録音可能なICレコーダー★SVOS（音声監視）

機能により、世界最長１１０日間の監視録音が可能※た

だし、録音される時間に比例して持続時間も短くなりま

す。★録音した音声は電子的なファイルとして内蔵ICメ

モリに記録されます★アルカリ乾電池使用で連続30時

GQU特価 ¥17,712 

[REC-4G-L] ボイスレコーダー 

タテ 90mm×ヨコ 31mm×厚み 16mm 重量 30g 

★576時間録音可能なICレコーダー★録音した音声は電

子的なファイルとして内蔵ICメモリに記録されます★3種類

の録音音質を選択可能★従来のICレコーダーに比べ集

音力が飛躍的に向上★付属の電池パックを使用すると72

時間の連続使用が可能★充電中の録音・再生も出来ま

す★録音中の動作音は全くの無音です 

GQU特価 ¥15,984 

[REC-4G] 高感度ボイスレコーダー 

タテ65.5mm×ヨコ19.3mm×厚み15.3mm 重量18.3g 

★1152時間録音可能なICレコーダー（電池寿命は約7時

間）★メモリは8GBの大容量★VOS（音声起動）録音機能

により音がある時だけの効果的な録音が可能★シーク

レット録音機能を選択すればグラフィックLCDをOFFに出

来ます★実際のボールペンとしても使用出来ます★録音

GQU特価 ¥15,660 

[REC-P8G] ペン型ボイスレコーダー 

タテ 145mm×直径 15.0mm 重量 34.5g 

盗撮カメラ発見器 

★ワイヤレス（無線）式盗撮カメラ発見専用機★実
際に盗撮カメラが発信している映像を画面で確認す
るので、発見・撤去が簡単★世間に流通している盗
撮カメラの周波数帯を事実上フルカバー★サービス
で電波式カメラを付属するので、事前に練習する事
ができて便利です 

 

GQU特価 ¥70,200 

[WCH-250X] 盗撮カメラ発見専用機 

タテ 95mm×ヨコ 69mm×厚み 25mm 重量 182g 

★目視による盗撮カメラ発見器★盗撮カメラの電波

を受信するタイプではないので、有線・無線を問わず

発見が可能★当機のファインダーから目視するとレ

ンズなどの曲面に輝点が出現します★電波を受信

するWCH-200X（上記）に比べアナログな発見方法

ですが、有線式も発見できるというメリットがあります 

[camera-LED] 盗撮カメラ発見機 

GQU特価 ¥10,584 タテ 62mm×ヨコ 48mm×厚み 15mm 重量 100g 

車両追跡装置 

★特殊パルスを発信する車両追跡用発信機★電波

の到達距離（追跡可能距離）は600ｍ以内です★専

用受信機KRS-300S（別売り）で発信機の電波を受

信★発信音の音の変化により位置を特定するので

事前に練習が必要です★移動している対象を特定

するのは困難なので、停車している対象の追跡用で

す★指向性アンテナ（別売り）があるとより効果的に

位置の特定が可能（セット商品もあり） 
販売終了 

[KTB-400S] 車両追跡用発信機 

タテ 33mm×ヨコ 24mm×厚み 24mm 重量 50g 

★特殊パルスを発信する車両追跡用発信機★電波

の到達距離（追跡可能距離）は1000ｍ以内です★専

用受信機KRS-300S（別売り）で発信機の電波を受

信★発信音の音の変化により位置を特定するので

事前に練習が必要です★移動している対象を特定

するのは困難なので、停車している対象の追跡用で

す★指向性アンテナ（別売り）があるとより効果的に

販売終了 

[KTB-900S] 車両追跡用発信機 

タテ 74mm×ヨコ 49mm×厚み 37mm 重量 360g 

★車両追跡専用受信機★上記車両追跡用発信機

（KTB-400S/KTB-900S）からの電波信号を音色の

変化として聞くことが出来ます★スイッチ切替により

車両追跡用信号と普通会話UHF帯（A/B/C）を受信

可能★100円ライターサイズの小型設計で持ち運び

販売終了 

[KRS-300S] 車両追跡専用受信機 

タテ73mm×ヨコ26mm×厚み14mm×アンテナ60mm 重量 47g 

★72時間録音可能なICレコーダー★電池寿命も72時

間と長寿命なので約3日の連続録音が可能（電卓機能

はソーラーパワーで稼働します）★ビットレートは

64kbpsと高音質★付属のUSBケーブルでパソコンと簡

単に接続できます★本体に再生機能はないので、使

用の際にはパソコンが必須となります（Macには対応し

てません）★容量が2GBあるので持ち歩き用のメモリと

GQU特価 ¥10,584 

[REC-CAL] 電卓型ボイスレコーダー 

タテ 149mm×ヨコ 120mm×厚み 45mm 重量 153g 

 <<お得なセット商品>>     

KTB-400S＋KRS-300S＋NY-399X3  [車両追跡Rセット] ¥89,000 

KTB-400S/追跡用発信機 KRS-300S/追跡用受信機 NY-399X3/指向性アンテナ 

 <<お得なセット商品>>     

KTB-900S＋KRS-300S＋NY-399X3  [車両追跡Sセット] ¥102,000 

KTB-900S/追跡用発信機 KRS-300S/追跡用受信機 NY-399X3/指向性アンテナ 

プロ仕様 

プロ仕様 

高感度長寿命 

※当カタログ掲載後に商品変更や価格変更を行

う場合がありますので予めご了承下さい 

※商品の改良などによりカタログで紹介している
画像と実際の商品とが異なる場合がありますの
で予めご了承下さい 

[バグスポッター] 盗聴発見専用機 
★本格盗聴発見専用機★本体が信号（識別）音を発し

てサーチするので、盗聴電波以外のノイズなどへの誤

反応を軽減★99％以上の発見率でほぼ全ての盗聴器

を発見・撤去可能★アラームREDで盗聴器までの距離

タテ 126mm×ヨコ 65mm×厚み 34mm 重量 217g GQU特価 ¥59,400 

プロ仕様・誤反応軽減 

★多彩な機能を装備したコンクリートマイク★付属のアン

テナを装着するとFMラジオ周波数帯にて電波送信を開始

★コンタクトマイクを外すと本体のマイク穴で集音して電波

を送信するので、一般の会話用盗聴器としても使用可能

★電波を送信した場合の受信機にはFMが受信できるラジ

GQU特価 ¥23,760 

[CM-333] 電波送信機能付コンクリートマイク 

タテ 82mm×ヨコ 50mm×厚み 21mm 重量 85g 

★高感度コンクリートマイク★フラット（ピンなし）マイクなので

横ずらしも可能★両面使えるダブルマイクなので、状況に応

じた使い分けが可能。レギュラー面（表）が通常のマイク性能

で、リバース面（裏）では高音系が強調され比較的人の声が

明瞭になります★ただしマイクにマグネットは装着されていま

GQU特価 ¥34,560 

[FL-330] 高感度コンクリートマイク 

タテ 76mm×ヨコ 56mm×厚み 21mm 重量 134g 

多彩な機能を装備 

フラットマイク採用 

フラットマイク採用 

録音セット採用モデル 

光学式発見器 


