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●受付時間‥‥月～金9：00～18：30　土・日・祝 9：00～18：00●受付時間‥‥月～金 9：00～18：30　土・日・祝 9：00～18：00

●外壁材商品に関する商品相談は‥‥旭トステム外装（株）サービスデスク

Tel 03-5638-5117 ナビダイヤル0570-001-117

部品修理ご相談センター
商品のご購入・使い方などのご相談は

お客様相談室
部品修理などのご相談は

一般お施主様向けの窓口です
トステムパーツショップ
メンテナンス部品の購入はこちら

トステムショールームのご案内

● トステムショールームについての詳しい情報は、ホームページをご覧ください ●

　4F スーパーウォール・納得！スクエア、マンションコーナー

 門扉、フェンス、カーポート、バルコニー

　3F 住宅サッシ、玄関ドア・引戸、外壁、セキュリティ商品

　2F キッチン、バスルーム、洗面化粧台、トイレ

 室内ドア・引戸、玄関収納、床材、クローゼット

   1F 受付、トータルハウジング ナビゲーションプラザ ネスパ

  屋外 スーパーウォール工法 体感ハウス

〒559-0034　大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62
●交通／地下鉄中央線、
　ニュートラム線「コスモスクエア」駅②番出口より、
　サークルバス1系統（①番のりば）約7分、「トステム前」下車
●駐車場／100台収容

  

トステムショールーム 東京

トステムショールーム 大阪

　6F 門扉、フェンス、カーポート、バルコニー

　5F 室内ドア・引戸、玄関収納、床材、クローゼット

　4F キッチン、バスルーム、洗面化粧台、トイレ、リフォームぷらざ

　3F 玄関ドア・引戸、外壁、セキュリティコーナー

　2F 住宅サッシ

　1F 受付、トータルハウジング ナビゲーションプラザ ネスパ

  B1F マンションコーナー、店舗用建材、スーパーウォール構造体

  屋外 スーパーウォール工法 体感ハウス　 

TEL（03）5626-1001　●年中無休（年末年始 夏期休業日は除きます） 

TEL（06）6615-2300　●休館日／毎週水曜日（祝日は開館）年末年始 夏期休業日

〒136-8535　東京都江東区大島2-1-1
●交通／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線「住吉」駅
　A3出口より徒歩5分
●駐車場／120台収容

販売店・工務店・建設会社様へのお願い
  〈商品選択上のお願い〉
■商品には、使用用途、場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選択願います。
  〈組立・施工上のお願い〉
■商品には、組立・施工説明書を用意しているものがあります。商品の組立・施工は必ず説明書に従ってください。
  〈お施主様引渡し時のお願い〉
■使用上の注意事項、商品保証などを記載した取扱説明書を用意している商品があります。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお届けしていただきますようお願いします。

展示商品等、詳しいことはお近くのショールームまでお問い合わせください。

ショールームにはカタログ掲載商品の展示がない場合があります。

●開館時間／10：00a.m.～6：00p.m. 　

●全ショールーム駐車場完備　※休館日につきましては、事前にご確認くださるようお願いいたします。
全国76カ所

ホームページ
http://partsshop.tostem.co.jp/shop/

一般お施主様向けの窓口です

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがありますのでご了承ください。商品の価格は、予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。

’06年11月23日現在

トステムの防犯建物部品



安心して暮らせる「防犯建物部品」をおすすめします。

統一マークと防犯建物部品について
「防犯建物部品」とは、警察庁、国土交通省、経済産業省、住宅生産者団体、
建物部品関連団体が中心となり「侵入手口に対し、５分以上の抵抗性能を有
する」と評価された「防犯性能の高い建物部品」のことをいいます。 
防犯建物部品関連団体
板硝子協会
日本ウインドウ・フィルム工業会

（社）日本サッシ協会
（社）日本シャッター・ドア協会
日本ロック工業会

（以上5団体）

｢防犯性能の高い建物部品｣を広く皆様への普及促進を行なう上で共通呼称（防
犯建物部品）とシンボルマーク（上記）が､官民合同会議にて作成されました。この
マークは､｢防犯性能の高い建物部品リスト｣に公表記載された｢防犯建物部品｣の
みに運用されます。

※防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。
※防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対し、5分以上の抵抗性能を有するものです。

1

トステムは、増え続ける侵入犯罪に対して
防犯建物部品で、安心の住まいづくりをめざしています。

施錠開け・錠破り 4%
開け放し 3%

その他破壊 3%
その他（不明も含む） 9%

（出典：警察庁犯罪情勢〈2005〉）

ガラス破り
47%

無締まり
34%

１０分以上 8%

（出典：警察庁生活安全部資料）

５分以内
69%

５～１０分
23%

侵入手口のNo.1「ガラス破り」
クレセント位置付近のガラスを破壊し、手を入れ
クレセントを解錠して侵入する「ガラス破り」と呼
ばれる手口が、全体の半数を占めます。

侵入を諦めるまで5分が目安
人目を避ける侵入盗は、5分で侵入できなければ
7割が断念すると答えています。

統一マークは､
「防犯」＝“Crime Prevention”の
頭文字CとPをシンボル化しています。

防犯建物部品の種別 主な侵入手口
こじ破り､受け座壊し
こじ破り､受け座壊し､上げ下げ機構攻撃

引戸 こじ破り､受け座壊し
ピッキング､サムターン回し
クレセントなど締まり金物破り
こじ開け､切り破り
格子外し
こじ破り､打ち破り

ドア

こじ開け

窓

ドア（A種）､ドア（B種）､ガラスドア
上げ下げ内蔵ドア

錠（錠､シリンダー､サムターン）
サッシ（引き､開き､上げ下げ）
雨戸､窓シャッター
窓用面格子
（合わせ）ガラス､ウインドウフィルム
重量シャッター､軽量シャッター
シャッター用スイッチボックス 穴開け

シャッター



安心して暮らせる「防犯建物部品」をおすすめします。

さらに詳しいカタログをご用意しております。

2

●有効な2ロック仕様
  　　　 ＋
●防犯合わせガラス
２枚のガラスの間に特殊中間膜を挟
みこんでいるため、耐貫通性に優れ、
ガラス破りによる侵入を防ぎます。

引違い窓

●有効な2ロック仕様
  （面付錠を付ける）
面付錠により、こじ破りに対して破壊
されにくく、侵入を防ぎます。
　　　　＋
●防犯合わせガラス

縦すべり出し窓・上げ下げ窓

●防犯性のより高い面格子
  にする
格子の破壊や切断がしにくい構造に
より、高い強度を実現した面格子で、
破壊による侵入を防ぎます。

高窓

●2ロック：鎌付デッドボルト
  ＋枠側補強 仕様
高性能シリンダーとこじ破りに強い
鎌付きデットボルトを２ヶ所装備し、
枠側の受け部も補強しているため、
破壊による侵入を防ぎます。

勝手口ドア

●シャッター付にする
外見上の抑止力アップや、窓の防犯
性能をより高め、破壊による侵入を
防ぎます。

テラス窓
●2ロック：鎌付デッドボルト
  ＋枠側補強 仕様
高性能シリンダーとこじ破りに強い
鎌付きデットボルトを２ヶ所装備し、
枠側の受け部も補強しているため、
破壊による侵入を防ぎます。

玄関ドア



玄関／勝手口ドアまわりの防犯建物部品

3

玄関ドア
豊富なデザインバリエーションが揃うトステムの玄関ドア。
様々な手口を想定し、セキュリティサムターンをはじめ多くの
防犯機能を備えています。

一般品 防犯建物部品

※見た目の大きさは、
　一般品同等になります。

錠破り対策として補強したタイプです。

対象商品 ディクシード・アンビィTX・ポルトＮＸ・エスキューブ・
グランザＥＸ・フォラード・プレナスＸ

1 シリンダー・箱錠補強

こじ破り対策としてデッドボルトを受ける
枠側の受け部も補強しています。

補強部

扉
枠

2 枠側補強

採風・採光などの快適機能はもちろん、玄関と同等の
防犯機能を備えたトステムの勝手口ドア。

■対象商品：
　　マイスターⅡ・フォンテプラスⅡ
　　 シンフォニーウッディ/マイルド

錠破り対策として補強したタイプです。
1 シリンダー・箱錠補強

勝手口ドア

対象商品 デュオPG・シンフォニーウッディ／マイルド
マイスターⅡ・フォンテプラスⅡ

こじ破りに強い鎌付デッドボルトを2ヵ所に装備しています。

一般品
防犯建物
部品

3 2鎌付デッドボルト

鎌

デッドボルト

※防犯建物部品の仕様に対応した専用品になります。 適合商品には、右記の商品ラベルが表示されます。



4

玄関引戸
伝統和風から洋風まで、住まいの個性を引き立てる玄関引戸。
ピッキングやガラス破りなど昨今の侵入手口への対策はもちろん、
引戸ならではの防犯機能を随所に施しています。

補強部

扉

枠

一般品 防犯建物部品

1 シリンダー・箱錠補強

2 枠側補強

エスキューブスライドタイプ

錠破り対策として補強したタイプです。

エスキューブスライドタイプ k3シリーズ

■シリンダーの意匠に変更があります。 ■サムターンの意匠に変更があります。

一般品 一般品防犯建物部品 防犯建物部品

こじ破り対策として枠側の
受け部も補強しています。

一般品 防犯建物部品

1点ロック 3点ロック

こじ破りに強い鎌付デッドボルトを
2ヵ所に装備しています。

2 2鎌付デッドボルト
こじ破り対策として、採風障子の
固定ロックは3点に強化しています。

3 採風障子固定ロック

k3シリーズ

対象商品 エスキューブスライドタイプ・断熱玄関引き戸「ｋ3シリーズ」

こじ破りに強い鎌付デッドボルトを2ヵ所に装備しています。

こじ破り対策としてデッドボルトを受ける
枠側の受け部も補強しています。

補強部

扉
枠

4 枠側補強

鎌

デッドボルト

枠扉

補強部



窓まわりの防犯建物部品
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引違い窓
窓として最も多く使われている引違い窓。侵入の
手口の中でも一番狙われやすい場所でもありま
す。窓の強化には２ロック。また、テラス窓には戸
先錠をつけて３点施錠にするとさらに安心です。

対象商品 シンフォニーウッディ／マイルド・デュオマイルド・デュオPG・マイスターⅡ・フォンテプラスⅡ

２枚のガラスの間に特殊中間膜を挟
み込んだガラスで破壊されにくく、ガ
ラス破りによる侵入を防ぎます。

当社防犯合わせ複層ガラス
（30mil）をご使用ください。

「防犯建物部品」
となる部材構成 

フォンテプラスⅡテラス障子は、専用有償品「クレセント受け」の交換が必要です。

室外側室内側

空気層

特殊中間膜

ガラス

ガラス

ガラス

適合商品には、右記の商品ラベルが表示されます。

サッシ本体
（一般品） ❶ 防犯合わせ複層ガラス

さらに防犯性を高めるオプション
有償品

・ダイヤル錠クレセント

さらに防犯性を高めるオプション
有償品

・戸先錠

❶ 防犯合わせ複層ガラス

＋

●補助ロック付クレセント

●サブロック

❶オールステンレス製で高い　 
　格子強度を実現しています。

❷ブラケットカバー取り付けね
　じは、特殊ねじを設定し、取り
　外しを困難にしています。

対象商品
ステンレス面格子・太格子高強度A型
鋳物面格子高強度A型／B型・室内面格子（固定式）
がそのままご使用いただけます。

対象商品
アリーズ・クワトロ電動は一般品がそのままご使用いただけます。
※1  イタリヤ電動（SRS／PRS／SSS／EZ／ミニ）は補強バーが入った専用品になります。
※2  イタリヤ手動はロックスラットが入った専用品になります。

ステンレス面格子

太格子 高強度A型

❶破壊や切断を困難にする為、
　格子に鉄心を入れ強化してい
　ます。

❶モーターロック

❷外れ止め部品
　補強ガイドレール

❸幅木ロック

※1 補強バー

面格子・シャッター

モーターによるロックで
不正な開放を防ぎます。

スラットとガイドレールががっ
ちりとかみ合うことで防犯効
果が高まります。

幅木とシャッター下枠が施錠
され、スラットが固定されます。



オペレーターハンドルタイプ

6

縦すべり出し窓

上げ下げ窓

対象商品 デュオPG・シンフォニーウッディ／マイルド

サブロックを２カ所
に装備して破壊によ
る侵入を防ぎます。

（補助ロック付き）

「防犯建物部品」となる部材構成

こじ破りに対して破壊されにく
く、破壊による侵入を防ぎます。

対象商品 シンフォニーウッディ／マイルド
デュオPG

２枚のガラスの間に特殊中間膜を挟
み込んだガラスで破壊されにくく、ガ
ラス破りによる侵入を防ぎます。

カムラッチハンドルタイプ

当社防犯合わせ複層ガラス
（30mil）をご使用ください。

２枚のガラスの間に
特殊中間膜を挟み
込んだガラスで破壊
されにくく、ガラス破
りによる侵入を防ぎ
ます。

鎌形式錠により、こじ
破りに対して破壊さ
れにくく、破壊による
侵入を防ぎます。

「防犯建物部品」
となる部材構成 

サッシ本体
❶（専用品） ❷ 防犯合わせ複層ガラス＋

❶ 面付錠：2ヶ所装備

❷ 防犯合わせ複層ガラス

●補助ロック付クレセント

●サブロック

❶ 面付錠

❷ 防犯合わせ複層ガラス

サッシ本体
（一般品） ❶ 面付錠 ❷ 防犯合わせ複層ガラス＋＋

当社防犯合わせ複層ガラス
（30mil）をご使用ください。

２枚のガラスの間に
特殊中間膜を挟み
込んだガラスで破壊
されにくく、ガラス破
りによる侵入を防ぎ
ます。

❷ 防犯合わせ複層ガラス

当社防犯合わせ複層ガラス
（30mil）をご使用ください。

サッシ本体
❶（専用品） ❷ 防犯合わせ複層ガラス＋

「防犯建物部品」となる部材構成

●カムラッチハンドル

❶ サブロック：2ヶ所装備

●オペレーターハンドル ●サブロック
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　ニュートラム線「コスモスクエア」駅②番出口より、
　サークルバス1系統（①番のりば）約7分、「トステム前」下車
●駐車場／100台収容

  

トステムショールーム 東京

トステムショールーム 大阪

　6F 門扉、フェンス、カーポート、バルコニー

　5F 室内ドア・引戸、玄関収納、床材、クローゼット

　4F キッチン、バスルーム、洗面化粧台、トイレ、リフォームぷらざ

　3F 玄関ドア・引戸、外壁、セキュリティコーナー

　2F 住宅サッシ

　1F 受付、トータルハウジング ナビゲーションプラザ ネスパ

  B1F マンションコーナー、店舗用建材、スーパーウォール構造体

  屋外 スーパーウォール工法 体感ハウス　 

TEL（03）5626-1001　●年中無休（年末年始 夏期休業日は除きます） 

TEL（06）6615-2300　●休館日／毎週水曜日（祝日は開館）年末年始 夏期休業日

〒136-8535　東京都江東区大島2-1-1
●交通／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線「住吉」駅
　A3出口より徒歩5分
●駐車場／120台収容

販売店・工務店・建設会社様へのお願い
  〈商品選択上のお願い〉
■商品には、使用用途、場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選択願います。
  〈組立・施工上のお願い〉
■商品には、組立・施工説明書を用意しているものがあります。商品の組立・施工は必ず説明書に従ってください。
  〈お施主様引渡し時のお願い〉
■使用上の注意事項、商品保証などを記載した取扱説明書を用意している商品があります。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお届けしていただきますようお願いします。

展示商品等、詳しいことはお近くのショールームまでお問い合わせください。

ショールームにはカタログ掲載商品の展示がない場合があります。

●開館時間／10：00a.m.～6：00p.m. 　

●全ショールーム駐車場完備　※休館日につきましては、事前にご確認くださるようお願いいたします。
全国76カ所

ホームページ
http://partsshop.tostem.co.jp/shop/

一般お施主様向けの窓口です

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがありますのでご了承ください。商品の価格は、予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。

’06年11月23日現在

トステムの防犯建物部品


