ケーブル一体型展示用セキュリティー警報充電器
PMG-S-2100WH

スタンドタイプ

NEW
DESIGN

モバイルガードの特長
● 見栄えが良い

→

接続ケーブルが 1 本でスマート

● 全機種対応

→

高出力 2100mA で全機種対応

● 警報機が 2 つ

→

セキュリティー効果が高い

● センサーボタン不要

→

電気的感知で誤動作無し

● 警報が大音量

→

最大 150dB( デシベル )

大音量・ダブル警報機でセキュリティー効果が UP
モバイルガードと他社製品の比較
比較項目
見栄え

モバイルガード (PMG-S-2100WH)
ケーブルが一本で細く見栄えが良い
NEW L 型 Micro-USB コネクタ

他社製品
ケーブルが太い
ケーブルが複数

新型機対応

◎

○

警報音量

150dB( 最大 ) の大音量

80-100dB

誤動作

ケーブルが切断されなければ誤動作無し

ボタンが剥がれると
誤動作を起こす

設置時の
スマホの重さ

軽い ( スマホを手に持った時に軽い )

重い

設置スペース

充電 & 警報一体型なので省スペース

充電器と警報器を別々
に置く場所が必要

展示台と AC 電源部

設置サイズイメージ

PMG-S-2100WH スタンドタイプ同梱物

展示台
底面シール2枚
(1枚予備)

Aパーツ

オプションケーブル
やシール等の消耗品、
新型 USB-C ケーブル
の対応等は別途下記
にお問合わせ下さい。
パネルタイプ ( 壁取
付タイプ ) もござい
ます。下記までお問
い合わせ下さい。

Aパーツ
シール4枚
(3枚予備)

警報機能付き
展示台

カールコード 警報機能付き
ACアダプタ

充電・警報ケーブル一体型展示用警報充電器

スタンドタイプ / パネルタイプ
２つの特許で他製品に無い強力な防犯効果と
スマートな見た目と使い勝手をご提供します
たった一本のケーブルに、充電と盗難防止用警報アラーム機能を実装しました
( 特許取得済み )

専用回路による高度な盗難監視を実現
安心のセキュリティー機能
セキュリテイー効果が高く、ケーブル一本で充電・警報が可能な理由
充電・警報ケーブルを取り外す、または切断等
をすると、設置台から 100 デジベルの大音量
アラームが鳴ります
設置台自体を持ち去る行為には、AC アダプタ
に内蔵されたアラームが 150 デジベルで盗難
をお知らせします

今までは警報用の端子ケーブルをスマートフォンの
前面や裏面に設置して、さらに充電用のケーブルを
Micro-USB ポートにつけての展示が、たった一本の
ケーブルですっきり設置が出来ます。

( スタンドタイプのみダブルアラーム搭載。パネルタイプはシングルアラーム。)
(150 デジベル…列車が通過しているガード下より大きな音量イメージです。)

手に取りやすく見た目もスマートで展示効果が UP、
さらに盗難抑制機能も強化されます。
展示台の台座内に
大音量 100 デシベル
アラーム機能内蔵

スマートフォンの充電口に合わせて向きを変えられる
ケーブル取回し自由自在の十字溝付き固定パーツ
( 構造特許・意匠登録出願済み )

セキュリテイー効果が高く、ケーブル一本で充電・警報が可能な理由

モバイルガード設置時に展示するスマートフォンの
Micro-USB ポートに一体型充電・警報ケーブルの向き
を合わせてすっきり設置が出来ます。

手に取りやすく見た目もスマートで展示効果が UP、
さらに盗難抑制機能も強化されます。

AC アダプターには
大音量 150 デシベル
アラーム機能内蔵
( 80-150dB 可変 )

十字溝が分かりやすい様に貼り付け途中の様子を
写しています。実際はこの溝の面はスマートホン
のボディーに専用強力シールで貼連れられます。

本製品はスマートフォンを充電しながら専用回路にて高度な電流電圧の監視
をおこなっています。この為、これまでの物理的な取り外し感知方式に対し
て行われていた盗難手法ではアラームを無効化する事が出来ません。
このため非常に高い防犯効果が得られます。
また、誤って Micro-USB コネクタを抜いた場合は、再度接続するとアラーム
を停止出来ます。既存製品のアラームを解除する為の専用リモコン等は不要
なので使い勝手も向上します。

本製品は接続コネクタに Micro-USB 形式を使用しているため、スマートフォンの充電ポートが Micro-USB タイプでのみ使用頂けます。変換コネクタ等を本製品のコネクタの先に接続しての
他形式の充電コネクタ (FOMA コネクタや AU 様独自コネクタ等の他形式 ) ではご使用できません。必ず Micro-USB 形式の充電ポートに直接接続して使用してください。
本製品を展示にて使用される時は、本製品の AC アダプター部を来場者様の手が届くところに設置しないでください。AC アダプター部は必ず什器の奥や裏などの来場者様が抜き差しが出来ない
ところで接続してください。AC アダプター部を抜くと全てのセキュリティーが失効し、スマートフォンの充電も致しません。
本製品に設置したスマートフォンを取り替えるなどした場合は新しいシールを使用してください。一度使用したシールを再度使用すると粘着度が低下してスマートフォンの落下等の原因となる
可能性があります。必ず予備のシールを使用するか、またはオプションにてシールを購入してご使用ください。

NEW パネルタイプ

PMG-P-2100WH パネルタイプ同梱物

既存の什器に貼り付ける
パネルタイプもあります

モバイルガードオプション
■PMG-P-2100WH パネルタイプ型オプション
・ パネル型 AB パーツ用シール (30 枚入り )
PMG-A-01 定価 2500 円
・ パネル型カールコード 5 本＋AB パーツ用シール 10 枚 SET
PMG-A-06 定価 10000 円

2.1A
大出力

■PMG-S-2100WH スタンドタイプ型オプション
・ スタンド型 A パーツ用シール (10 枚入り )
PMG-B-01 定価 1500 円
・ スタンド型警報機能付き展示台用両面シール (5 枚入り )
PMG-B-02 定価 1200 円

シングル
アラーム

・ スタンド型カールコード 1 本＋A パーツ用シール 1 枚 SET
PMG-B-04 定価 1500 円
■共通オプション
・ 電池盗難防止用シール (30 枚入り )
PMG-A-03 定価 1000 円

PMG-P-2100WH
製造販売元

お問い合わせ先

株式会社プロテック

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-14-3 サンキエームビル 7 階
TEL 03-6806-8031 FAX 03-6806-8036
http://www.mobile-guard.jp e-mail : mobile-guard@protek.co.jp

販売店

