
2018/12/21

推奨番号 推奨年月日 推奨満了年月日 名　称 型　式 写　真 製造・輸入・販売会社名 問合せ先電話番号

東芝エルイートレーディング
株式会社

　東芝エルイートレーディング
　　　サポートセンター（３６５日）
　　　（０９：００～２０：００）
　フリーダイヤル　　０１２０-２８-０４８８
　携帯電話/PHS  ０５０-３７８６-０４８８

http://tlet.co.jp/pro_others/ty_rec1/

トビラシステムズ 株式会社

　トビラフォンサポートセンター
　　（１０：００～１７：００）（土日を除く）
　　０５０－５５３３－３７２７

https://tobilaphone.com/

トビラシステムズ株式会社
（シャープ株式会社）

　トビラフォンサポートセンター
　　（１０：００～１７：００）（土日を除く）
　　０５０－５５３３－３７２７

https://tobilaphone.com/

シャープ株式会社

　お客様相談室
　（月曜日～土曜日　０９：００～１８：００）
　（日曜日　０９：００～１７：００）
　固定電話/PHS　０１２０-６６３-７００
　携帯電話　　　　 ０５７０-５５０-１９４

http://www.sharp.co.jp/fax-
phone/sagitaisaku/

１７００４ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　電話機

　ＪＤ－ＡＴ８１シリーズ
  ＪＤ－ＡＴ８１ＣＬ
　ＪＤ－ＡＴ８１ＣＷ

優　良　防　犯　電　話　推　奨　品　目　録

１７００１ 平成29年6月23日 平成32年6月22日
　防犯用電話
　　自動応答録音アダプター

　TY-REC1(W)

１７００３ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　迷惑電話フィルタボックス 　JD-AH1

１７００２ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　迷惑電話対策装置 　トビラフォン

http://tlet.co.jp/pro_others/ty_rec1/
https://tobilaphone.com/
https://tobilaphone.com/
http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/
http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/


シャープ株式会社

　お客様相談室
　（月曜日～土曜日　０９：００～１８：００）
　（日曜日　０９：００～１７：００）
　固定電話/PHS　０１２０-６６３-７００
　携帯電話　　　　 ０５７０-５５０-１９４

http://www.sharp.co.jp/fax-
phone/sagitaisaku/

シャープ株式会社

　お客様相談室
　（月曜日～土曜日　０９：００～１８：００）
　（日曜日　０９：００～１７：００）
　固定電話/PHS　０１２０-６６３-７００
　携帯電話　　　　 ０５７０-５５０-１９４

http://www.sharp.co.jp/fax-
phone/sagitaisaku/

ソフトバンク株式会社

　ワイモバイル　カスタマーセンター
　（総合窓口　０９：００～２０：００）
　　０５７０－０３９－１５１

https://www.ymobile.jp/lineup/wx/07a/

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

KX-PD102DL

１７００９ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　ファクス

　KX-PD205DL/DW

　KX-PZ200DL/DW

　KX-PD285DLE3/DWE3

　KX-PD205DL

１７００８ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　ファクス 　KX-PD102D/DL

１７００７ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　迷惑電話チェッカー 　WX07A

１７００６ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　電話機

　ＪＤ-ＡＴ８５シリーズ
　ＪＤ-ＡＴ８５Ｃ
　ＪＤ-ＡＴ８５ＣＬ
　ＪＤ-ＡＴ８５ＣＷ

１７００５ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　電話機

　ＪＤ－ＡＴ８２シリーズ
　ＪＤ－ＡＴ８２ＣＬ
　ＪＤ－ＡＴ８２ＣＷ
　ＪＤ－ＡＴ８２ＣE

http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/
http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/
http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/
http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/
https://www.ymobile.jp/lineup/wx/07a/
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html


パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

　電話機

KX-PD615DL

１７０１３ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　ファクス
　KX-PD715DL/DW

　KX-PZ710DL/DW

KX-PD715DL

１７０１２ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　ファクス

　KX-PD615DL/DW

　KX-PZ610DL/DW

　KX-PZ618DLE/DWE

KX-PD305DL

１７０１１ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　ファクス
　KX-PD505DL/DW

　KX-PZ500DL/DW

KX-PD505DL

１７０１０ 平成29年6月23日 平成32年6月22日 　ファクス
　KX-PD305DL/DW

　KX-PZ300DL/DW

　VE-GE10DL/DW

　VE-E10DL/DW

VE-GE10DL

１７０１４ 平成29年6月23日 平成32年6月22日

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html


パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

　電話機

　電話機

　電話機

　電話機

　電話機

１７０１６ 平成29年6月23日 平成32年6月22日

　VE-GD76DL/DW

　VE-GZ71DL/DW

　VE-GZ718DLE/DWE

１７０１７ 平成29年6月23日 平成32年6月22日
　VE-GD55DL/DW

　VE-GZ50DL/DW

　VE-GD66DL/DW

　VE-GZ61DL/DW

１７０１９ 平成29年6月23日 平成32年6月22日

１７０１８ 平成29年6月23日 平成32年6月22日

　VE-GD25DL/DW

　VE-GZ20DL/DW

　VE-GZ208DLE/DWE

　VE-GD35DL/DW

　VE-GZ30DL/DW

VE-GD25DL

VE-GD35DL

１７０１５

VE-GD55DL

　VE-GD66DL

VE-GD76DL

平成29年6月23日 平成32年6月22日

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html


オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

株式会社
レッツ・コーポレーション

　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　【本社】         　ＴＥＬ　０５２－２０１－６２３０
　                     ＦＡＸ　０５２－２０１－５０５０
　【東京営業所】　ＴＥＬ　０３－３５４６－０８８９
　                    ＦＡＸ　０３－３５４６－０９４１

www.lets-
co.jp/lets/security/furikomenew117.html

振込め詐欺見張隊　新１１７

　電話機

　電話機

　電話機

　電話機

　Ｌ－ＦＳＭ－Ｎ１１７

平成29年12月20日 平成32年12月19日

　ＴＦ－ＳＡ７５Ｓ
　ＴＦ－ＳＡ７５Ｗ
　ＴＦ－ＳＡ７５Ｔ

平成32年12月19日平成29年12月20日１７０２４

１７０２３ 平成29年12月20日 平成32年12月19日

　ＴＦ－ＦＤ３５Ｓ
　ＴＦ－ＦＤ３５Ｗ
　ＴＦ－ＦＤ３５Ｔ

１７０２２ 平成29年12月20日 平成32年12月19日

１７０２１

１７０２０ 平成29年12月20日 平成32年12月19日

　ＴＦ－ＳＡ１５Ｓ
　ＴＦ－ＳＡ１５Ｗ
　ＴＦ－ＳＡ１５Ｔ
　ＴＦ－ＶＲ２５ＳＥ３
　ＴＦ－ＶＲ２５ＷＥ３

TF-FD35W

TF-SA75S

TF-SA15S

TF-SE15S

　ＴＦ－ＳＥ１５S
　ＴＦ－ＳＥ１５Ｗ
　ＴＦ－ＳＥ１５Ｔ

https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
https://pioneer-communication.com/phone/
http://www.lets-co.jp/lets/security/furikomenew117.html
http://www.lets-co.jp/lets/security/furikomenew117.html


パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

　ファクス

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

１８０２８ 平成30年6月22日 平成33年6月21日
　VE-GD３6DＬ/DＷ

　VE-GZ３１DＬ/DＷ

ＶＥ－ＧＤ３６ＤＬ/ＤＷ

　ファクス

　電話機

　電話機

　ＫＸ－PD９１５DL

　ＫＸ－ＰＺ９１０ＤＬ

１８０２７ 平成30年6月22日 平成33年6月21日
　ＫＸ－PD５１５DL/ＤＷ

　ＫＸ－ＰＺ５１０ＤＬ/ＤＷ

　VE-GDX16D/DＬ

　VE-GZＸ１１D/DＬ
平成32年12月19日平成29年12月20日１７０２６

１７０２５ 平成29年12月20日 平成32年12月19日

ＫＸ－ＰＤ５１５ＤＬ/ＤＷ

ＫＸ－ＰＤ９１５ＤＬ

ＶＥ－ＧＤＸ１６Ｄ/ＤＬ

１８０２９ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　電話機
　VE-GD56DL/DW
　VE-GZ51DL/DW

VE-GD56DL

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html


パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

パナソニック株式会社
アプライアンス社
コミュニケーション
プロダクツ事業部

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～２０：００）
　０１２０-８７８-９８３

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku
.html

オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

１８０３０ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　電話機
　VE-GD26DL/DW
　VE-GZ21DL/DW
　VE-GZ218DLE/DWE

VE-GD26DL

１８０３１ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　ファクス
　KX-PD315DL/DW
　KX-PZ310DL/DW

KX-PD315DL

１８０３２ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　ファクス
　KX-PD215DL/DW
　KX-PZ210DL/DW
　KX-PZ218DLE/DWE

KX-PD215DL

１８０３３ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　電話機

　TF-SA16S
　TF-SA16W
　TF-SA16T
　TF-VR26SE
　TF-VR26WE
　TF-SZ16S
　TF-SZ16W

TF-SA16S

１８０３４ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　電話機
　TF-SE16S
　TF-SE16W
　TF-SE16T

TF-SE16S

https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
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オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

オンキヨー＆パイオニア
株式会社

　　お客様相談窓口
　月曜日～金曜日（9：30～18：00）
　（土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く）
　０５０－３３８８－６８１８

https://pioneer-
communication.com/phone/

１８０３５ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　電話機
　TF-SA36S
　TF-SA36W
　TF-VR56SE

　TF-SA36S

１８０３６ 平成30年12月21日 平成33年12月20日 　電話機

　TF-FA75S
　TF-FA75W
　TF-VR85SE
　TF-VR85WE

TF-FA75W
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