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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

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/

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/

パナソニック株式会社
アプライアンス社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

優　良　防　犯　電　話　推　奨　品　目　録

１７００３ 2020年6月23日 2023年6月22日 　迷惑電話フィルタボックス 　JD-AH1

１７００２ 2020年6月23日 2023年6月22日 　迷惑電話対策装置 　トビラフォン

１７００５ 2020年6月23日 2023年6月22日 　電話機

　ＪＤ－ＡＴ８２シリーズ

　ＪＤ－ＡＴ８２ＣＬ

　ＪＤ－ＡＴ８２ＣＷ

　ＪＤ－ＡＴ８２ＣE

１７００６ 2020年6月23日 2023年6月22日 　電話機

　ＪＤ-ＡＴ８５シリーズ

　ＪＤ-ＡＴ８５Ｃ
　
　ＪＤ-ＡＴ８５ＣＬ

　ＪＤ-ＡＴ８５ＣＷ

　VE-GE10DL/DW

　VE-E10DL/DW

VE-GE10DL

１７０１４ 2020年6月23日 2023年6月22日 　電話機
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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

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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

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_rec2/

１９０４１ 2022年6月13日 2027年6月12日
　東芝防犯用電話自動

　応答録音アダプター
　TY-REC２(W)

　Ｌ－ＦＳＭ－Ｎ１１７１７０２４ 振込め詐欺見張隊　新１１７2023年12月19日2020年12月20日

2021年12月21日 2026年12月20日 　電話機
　VE-GD56DL/DW

　VE-GZ51DL/DW

VE-GD56DL

１８０３１

１９０３８ 2022年6月13日 2027年6月12日 　ファクス
　KX-PD725DL

　KX-PZ720DL

　ファクス
　KX-PD315DL

　KX-PZ310DL

KX-PD315DL

KX-PD725DL

１８０２９

2021年12月21日 2026年12月20日
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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

株式会社
太知ホールディングス

　電話連絡先
　（０９：３０～１７：３０）
　０３－５８４６－７２１１

https://www.anabas.co.jp/

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/

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

製造
富士通コネクテッドテクノロジーズ

株式会社

　全般：ＦＣＮＴサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売：ドコモインフォメーションセンター
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０１２０－８００－０００

販売
株式会社　ＮＴＴドコモ

http://www.fmworld.net/product/phone/f-41a/index.html

１９０４２ 2022年6月13日 2027年6月12日 　防犯対策電話録音機 　ＳＴ－３８６

１９０４５ 2022年12月23日 2027年12月22日 デジタルコードレス電話機

  JD-AT95シリーズ

　JD-AT95C

　JD-AT95CL

　JD-AT95CW

JD-AT95CL

１９０４４ 2022年12月23日 2027年12月22日 デジタルコードレス電話機

　JD-AT90シリーズ

　JD-AT90CL

　JD-AT90CW

　JD-AE90CL

JD-AT90CL

１９０４７ 2022年12月23日 2027年12月22日 　電話機
　VE-GDL45DL

　VE-GZL40DL

　VE-GD45DL

２００４９ 2020年7月9日 2023年7月8日 　スマートフォン ａｒｒｏｗｓ 　Ｆ－４１Ａ
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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

製造
富士通コネクテッドテクノロジーズ

株式会社

　全般：ＦＣＮＴサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売：ドコモインフォメーションセンター
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０１２０－８００－０００

販売
株式会社　ＮＴＴドコモ

https://www.fmworld.net/product/phone/f-42a/

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（通話料有料）
　　ワイモバイル電話から１５１
　　一般電話から　０５７０－０３９－１５１
　　【オペレータ対応時間】
　　チャット　09：00～20：00／電話　10:00～19:00

https://www.ymobile.jp/lineup/a001kc/

株式会社　山善
　キュリオムサポートセンター
　0570-00-9106　月～金10：00～17：30
　（土日祝祭日年末年始を除く）

https://book.yamazen.co.jp/product/qriom/category
/others/index.html

製造
富士通コネクテッドテクノロジーズ

株式会社

　全般：ＦＣＮＴサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売：ドコモインフォメーションセンター
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０１２０－８００－０００

販売
株式会社　ＮＴＴドコモ

https://www.fmworld.net/product/phone/f-41b/

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

２００５１ 2020年7月9日 2023年7月8日 　かんたんスマホ２ 　Ａ００１ＫＣ

２００５３ 2020年12月23日 2023年12月22日 　ａｒｒｏｗｓ　Ｂｅ４ Ｐｌｕｓ 　Ｆ－４１Ｂ

２００５０ 2020年7月9日 2023年7月8日 　らくらくスマートフォン 　Ｆ－４２Ａ

２００５２ 2020年7月9日 2023年7月8日 　防犯通話録音機 　ＹＤＲ－２００ＡＴ

２００５５ 2020年12月23日 2023年12月22日 　電話機
　ＶＥ－ＧＤＳ１５
　ＶＥ－ＧＺＳ１０

ＶＥ－ＧＤＳ１５
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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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

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

　京セラお客様相談室 (9:00～18:00 土·日·祝日は除く）
　　０１２０－５００－３４９

　auお客さまセンター(9:00～20:00 年中無休)
　au電話から　157
　一般電話から　0077-7-111

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer
/lineup/kyf41/index.html?bohan

　　　製造　FCNT株式会社

　全般：ＦＣＮＴサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売：ドコモインフォメーションセンター
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０１２０－８００－０００

　　　販売　株式会社NTTドコモ
https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/
arrowswe_special/

　　　製造　FCNT株式会社

　全般　FCNTサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売　ソフトバンクカスタマーサポート
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０８００－９１９－０１５７

　　　販売　　ソフトバンク株式会社
https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/
arrowswe_special/

２１０５９ 2021年6月30日 2026年6月29日 　ａｒｒｏｗｓ　Ｗｅ 　Ｆ－５１Ｂ

２１０６０ 2021年6月30日 2026年6月29日 　ａｒｒｏｗｓ　Ｗｅ 　Ａ１０１ＦＣ

製造元
京セラ株式会社

発売元
KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

２００５６ 2020年12月23日 2023年12月22日 　電話機
　ＶＥ－ＧＤ３７ＤＬ／ＤＷ
　ＶＥ－ＧＺ３２ＤＬ／ＤＷ

ＶＥ－ＧＤ３７ＤＬ

２００５７ 2020年12月23日 2023年12月22日 　自動通話録音機 　L-ACR100-LITE

２００５８ 2020年12月23日 2023年12月22日  かんたんケータイＫＹＦ４１ 　ＫＹＦ４１
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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

　　　製造　FCNT株式会社

　全般　FCNTサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４
　
　販売　ａｕ携帯電話に関するお問い合わせ
　　ａｕ携帯電話から　１５７
　　一般電話から　００７７－７－１１１

　　　販売　　ＫDDI株式会社
https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/
arrowswe_special/

　　　製造　FCNT株式会社

　全般：ＦＣＮＴサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売：ドコモインフォメーションセンター
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０１２０－８００－０００

販売　株式会社ＮＴＴドコモ https://www.fmworld.net/product/phone/f-52b/

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

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/

東日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社

２１０６２ 2021年6月30日 2026年6月29日 　らくらくスマートフォン 　Ｆ－５２Ｂ

２１０６１ 2021年6月30日 2026年6月29日 　ａｒｒｏｗｓ　Ｗｅ 　ＦＣＧ０１

　NTT東日本　特殊詐欺対策サービス受付センタ
　　　　０１２０－２５２３７３
　　　　受付時間：平日 ９：００～１７：００　※年末年始
除く

　NTT西日本　特殊詐欺対策サポートダイヤル
　　　　０１２０－０５３１２３
　　　　受付時間：９：００～１７：００
　　　　　　　　　　（土曜・日曜・祝日も受付中）
　　　　　　　　　　※年末年始除く

２１０６３ 2021年6月30日 2026年6月29日 　電話機
　ＶＥ－ＧＤ２７DL／DW
　ＶＥ－ＧＺ２２８DLE
　　　　　／DWE

ＶＥ－ＧＤ２７ＤＬ

２１０６４ 2021年12月23日 2026年12月22日 　デジタルコードレス電話機

　ＪＤ-ＡＴM１シリーズ

　ＪＤ-ＡＴM１Ｃ
　
　ＪＤ-ＡＴM１CL

ＪＤ－ＡＴＭ１ＣＬ

２１０６５ 2021年12月23日 2026年12月22日 　特殊詐欺対策用アダプタ 　IG-100ｌ
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https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/arrowswe_special/
https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/arrowswe_special/
https://www.fmworld.net/product/phone/f-52b/
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/
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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

　　　製造　FCNT株式会社

　全般：ＦＣＮＴサポートセンター
　　０５７０－０００－０４４

　販売：ドコモインフォメーションセンター
　　携帯電話から　１５１
　　一般電話から　０１２０－８００－０００

　　　販売 　株式会社　ＮＴＴドコモ https://www.fmworld.net/product/phone/f-41c/

　京セラお客様相談室 (9:00～18:00 土·日·祝日は除く）
　　0120-500-349

　auお客さまセンター(9:00～20:00 年中無休)
　au電話から　157
　一般電話から　0077-7-111

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyf43/?bohan

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（通話料有料）
　　ワイモバイル電話から１５１
　　一般電話から　０５７０－０３９－１５１
　　【オペレータ対応時間】
　　チャット　09：00～20：00／電話　10:00～19:00

https://www.ymobile.jp/lineup/a201kc/

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/mobile/landing/

KDDI株式会社 　問い合わせ先一覧

http://www.kddi.com/catv-service/denwa/apply/

製造元
京セラ株式会社

発売元
KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

２１０７０ 2021年12月23日 2026年12月22日 　トビラフォンモバイル

　スマートフォン用アプリ
　
　　ｉＯＳ

　　Ａｎｄｒｏｉｄ

２１０７１ 2021年12月23日 2026年12月22日 　迷惑電話自動ブロック 　ネットワーク型

２１０６８ 2021年12月23日 2026年12月22日
　かんたんケータイ　ライト

  ＫＹＦ４３
　ＫＹＦ４３

２１０６９ 2021年12月23日 2026年12月22日 　かんたんスマホ２＋ 　Ａ２０１ＫＣ

２１０６６ 2021年12月23日 2026年12月22日 　ａｒｒｏｗｓ　ケータイ 　Ｆ－４１Ｃ
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https://www.fmworld.net/product/phone/f-41c/
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyf43/?bohan
https://www.ymobile.jp/lineup/a201kc/
https://tobilaphone.com/mobile/landing/
http://www.kddi.com/catv-service/denwa/apply/
http://www.kddi.com/catv-service/denwa/apply/


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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

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

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（通話料有料）
　　ワイモバイル電話から１５１
　　一般電話から　０５７０－０３９－１５１
　　【オペレータ対応時間】
　　チャット　09：00～20：00／電話　10:00～19:00

https://www.ymobile.jp/lineup/a205kc/

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

２２０７６ 2022年12月19日 2027年12月18日 　ファクス 　ＫＸ－ＰＤ５５０ＤＬ

２２０７４ 2022年12月19日 2027年12月18日 　振込め詐欺見張隊ＥＣＯ・ＥＣＯ 　Ｌ－ＦＭＳ－ＥＣＯ

２２０７５ 2022年12月19日 2027年12月18日 　かんたんスマホ３ 　Ａ２０５ＫＣ

２２０７２ 2022年6月21日 2027年6月20日 　電話機 　ＶＥ－ＧＤ６８ＤＬ／ＤＷ

ＶＥ－ＧＤ６８ＤＬ

２２０７３ 2022年6月21日 2027年6月20日 　電話機 　ＶＥ－ＧＤ７８ＤＬ／ＤＷ

ＶＥ－ＧＤ７８ＤＬ
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https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
http://www.lets-co.jp/lets/security/furikomenew117.html
https://www.ymobile.jp/lineup/a205kc/
https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
ooiso-yuka
ハイライト

ooiso-yuka
ハイライト

ooiso-yuka
ハイライト

ooiso-yuka
ハイライト



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

パナソニックエンターテインメント＆
コミュニケーション株式会社

　ファクス・電話機・ドアホンご相談窓口
　（０９：００～１８：００）
　０１２０-８７８-９８３

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

２２０７７ 2022年12月19日 2027年12月18日 　ファクス 　ＫＸ－ＰＤ７５０ＤＬ／ＤＷ
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https://panasonic.jp/fax/pickup/meiwaku.html
ooiso-yuka
ハイライト


