
〒192-0352　東京都八王子市大塚105-6 （多摩モノレール『大塚・帝京大学駅』徒歩3分）

Since1980.34(法人成) 2020~2021
総合カタログ

スマートフォンで

ＱＲコードを読込むと

動画が見れます！

レッツ西東京ビル レッツ東京寮「翔富士荘」

レッツ丸の内
本社 2号館ビル
本社 3号館ビル

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1
TEL 052-201-6230

レッツ丸の内
本社 1号館ビル

〒460-0002
愛知県名古屋市
中区丸の内 2-6-10

名古屋市営地下鉄　桜通線
『丸の内駅』4番出口徒歩 3分

レッツ東京営業所
〒104-0061
東京都中央区銀座8-19-3
銀座竹葉亭ビル6F
TEL 03-3546-0889

都営地下鉄 大江戸線『築地駅』　
徒歩1分

レッツ神奈川営業所
〒211-0036
神奈川県川崎市
中原区井田杉山町2-44
TEL 044-740-9553

レッツ八事R&Dビルセンター
〒468-0074
愛知県名古屋市天白区八幡山 1301-1
TEL 052-861-0567
名古屋市営地下鉄 鶴舞線　塩釜口駅徒歩 3分

レッツ土岐   本工場
〒509-5171
岐阜県土岐市泉北山町 3-6
TEL 0572-56-6050
土岐 I.C から車 4分

レッツ多治見 サイト工場
〒507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘 2-35
TEL 0572-25-5550
ＪＲ太多線 小泉駅　徒歩 10 分

レッツ長野営業所
レッツ長野諏訪工場
〒464-0812
長野県茅野市宮川字大阿原
5423 番地 2

レッツ本山研修センター
〒464-0812
愛知県名古屋市千種区園山町 1-18-6
TEL 052-789-0212
名古屋市営地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7分

レッツ本山社員寮
〒464-0812
愛知県名古屋市千種区園山町 1-18-8
TEL 052-789-0212
名古屋市営地下鉄 東山線 東山公園駅徒歩 7分

レッツ大阪営業所
〒532-0003　
大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9
新大阪ハイロードビル5F
TEL 06-6151-5749

JR新大阪駅徒歩80m

いつでも
出張展示会が可能になりました。

レッツキャ
ラバンカー 2台導入!!

レッツ丸の内
本社3号館ビル

レッツ丸の内
本社1号館ビル

レッツ丸の内
本社2号館ビル

新たに誕生

駐車場（8台）駐車場（8台）
4F

（東京寮 1F）
リフト・倉庫

5F
（東京寮 2F）東京寮

（翔富士荘）

2F
バーチャル
ショールーム
修理センター

1F
サテライト
オフィス

3F
倉庫



電話回線用商品

　　P.04……回線切替機

　　P.05……通話料削減機器

防犯商品

　　P.06……迷惑電話対策商品

　　P.07……家庭用・業務用防犯カメラ

防災商品

　　P.08……緊急地震速報装置

　　P.08……防水型蓄発電装置

コミュニケーション商品

　　P.09……AI顔認識無人受付システム

　　P.09……多機能CTIシリーズ

防犯・防災商品

　　P.10……通信・映像伝送機器

　　P.10……ナンバープレート解析照合システム

　　P.10……ドライブレコーダー

映像・音響商品

　　P.11……4Kデジタルサイネージ

　　P.11……受信チューナー・高音質アンプ　等

通信販売商品

　　P.11……USB扇風機　等

バーチャルリアリティー商品

　　P.12……3D映像撮影用機器

　　P.13……3D映像再生用機器

取扱い商品

　　P.14……Uniview  業務用カメラ

　　P.14……VMS(監視カメラシステム)

　　P.14……AED(自動体外式除細動器）

　　P.14……ポータブル蓄電システム

　　P.15……非接触温度計シリーズ

　　P.15……低照度カメラシリーズ

IN
D
E
X

本社１号館・本社２
号館・土岐工場にて
ISO9001 認証取得

本社１号館・本社２号館・
東京営業所・土岐工場にて
ISO14001 認証取得

●高度管理医療機器等

  販売業・貸与業許可業者

●緊急地震速報二次配信

　気象庁正式認可業者

（認可第113号）

●日本防犯設備協会会員

●一般財団法人VCCI協会

　正会員(会員番号：3004)

●一般社団法人情報通信設備協会

　(ITCA）会員



￥33,800（税抜）

な商品がいっぱい防犯・防災・通信

TELBOSE
SUPER TAKE3 ND

TEL／FAX 回線切替器

オープン価格

オープン価格オープン価格 オープン価格 オープン価格

オープン価格 オープン価格 オープン価格

Media-Rey Pro

リアルタイム動画伝送

車番認識システム闇夜のカラス
4Kコスパ伝送

４K映像伝送カメラ ナンバープレート解析照合

ドラMARUKO

ドライブレコーダー

ドラゴンフライ

全方位ポータブルアクションカム

4K3D裸眼視
ディスプレイ

バーチャルリアリティー機器

低照度カメラ
シリーズ

業務用防犯カメラ

P.4

オープン価格

E:CONECTシリーズ
(アナログ回線・INS回線用)

通話料削減機器P.5

オープン価格

振込め詐欺見張隊
新117

振込め詐欺防止装置P.6 家庭用・業務用防犯カメラ

オープン価格

見張隊シリーズ

P.7

オープン価格

防水蓄発くん

防水型蓄発電装置P.8 P.10

オープン価格

商売繁盛シリーズ
(アナログ回線・INS回線用)

多機能CTIP.9

オープン価格

減災くん PLUS

緊急地震速報装置P.8

P.10 P.10 P.10 P.11

P.14P.13 P.15P.15

CU-SP1

オープン価格

非接触温度計
シリーズ

AED 非接触温度計



電話やＦＡＸの各種テストを
実際の電話回線を使用しないで
行う、疑似回線装置です。

￥27,800（税抜）￥34,800（税抜）

￥33,800（税抜）

L-129-B

べるっこ Ｂタイプ

電話回線用商品

便利で簡単！
あなたをサポートします。

発売から30年経過したロングセラー商品。
モデムダイヤルイン機能の搭載で、電話番号別に各端末へダイレクト着信が可能。
その他にも、疑似転送機能や切替動作中の音声案内など、30年間で培った技術を余すことなく搭載しました。

電話回線１回線で、電話とFAXの切替ができます。
SUPER TAKE3 NDが電話とFAXを識別し、電話なら
電話機を呼び出し、FAXならFAX機を呼び出します。

L-101-HSPND

テルボーズ SUPER TAKE3 ND

NDに対応

ナンバーディスプレイ
対応の電話機に番号
表示が可能。

052201
6230

電話

FAX

音声による切替中動作のご案内

発信者がSUPER TAKE3 NDを取り付けている回線に
電話をすると、「ただいま電話を呼び出しております」
と発信者の受話器からアナウンスが流れます。これに
より、お客様に切替時の安心感を持っていただく
ことができます。

※音声案内は設定で擬似ベル音に変更が可能です。

公
衆
網

た
だ
い
ま
、電
話
を

呼
び
出
し
て
お
り
ま
す
。

プ
ル
ル…

切替時間の短縮

SUPER TAKE3 NDにFAX番号を事前登録しておく
ことで、登録されたFAX番号からの着信は切替動
作（電話着信／FAX着信の判別）を行わず、すぐに
FAX機の呼び出しを行います。

※登録番号は最大 20件です。

FAX

すぐ呼び出
し！

SUPER TAKE3 ND

電話

FAX

PC
（モデム）

公
衆
網

専用／公衆の２回線を
１台のFAXで収容できます。

L-123-H
テルファックス miniP&P

●PB・DPコンバータ付

携帯電話へ発信時、「００ＸＸ」を自動付加
ＩＮＳ回線用アダプタ

L-DST-U2
DST-U×2CH

（ディーエスティー・ユー・２シーエイチ）

オープン価格 オープン価格

L-DST-U4
DST-U×4CH

（ディーエスティー・ユー・４シーエイチ） （ミニ ピーアンドピー）

（スーパー テイク３ ヌーディー）

■インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp



売れ筋
商品

LH-150

オープン価格

INS CONECT
（インス・コネクト）

ＩＮＳ回線用

・主装置またはPBXのINS64 U点回線トランクに直接接続が可能
・SoftBankの3G携帯端末、NTTドコモのFOMA携帯端末に対応
・定額プラン、ビジネスプランの適用で、携帯電話への通話料金がお得に
・携帯電話２台を接続可能
・3G、FOMA端末だから音質も断然クリアー
【ご注意】 auのCDMA携帯端末には対応していません。

Bluetooth E:CONECTに適応する携帯電話もしくはスマートフォンは、
Bluetoothのバージョンが2.0以上、HFP(ハンズフリープロファイル)
が搭載されている機種に限ります。必ず本製品導入前に、お使いにな
られる携帯電話もしくはスマートフォンの性能をご確認ください。また、
機種によっては使用できない場合があります。詳細につきましては、弊
社WEBページ［E:CONECT適合機種表］をご覧ください。

初回時のみ、Bluetooth E:CONECTとご利用される携帯端末とのペア
リングが必要となります。

「無料通話」とは、通話料金が定額のことを指します。また、接続する携
帯電話の料金プランによっては、無料通話にならないこともあります。
詳しくは各キャリアへお問い合わせください。

各通話料定額プラン

Bluetooth
E:CONECT 

Bluetooth※2で
無線接続

接続例

Ｐ
Ｂ
Ｘ

主
装
置

or

ｱﾅﾛｸﾞ外線
ｲﾝﾀ ﾌーｪｲｽ(COT)

通話料定額プランで
通話料を削減！

携帯電話の通話料
定額プランで電話回線を
無料通話※3にできます

左図のように、通話料定額プランに契約したスマート
フォン、携帯電話を使用することにより1回線分の
通話料を削減できます。

Bluetooth E:CONECTを
導入すると どんな
メリットがあるの？

・  ナンバーディスプレイ対応！
・  設備導入も簡単！

是非
一度ご

検討

くださ
い

通話料削減商品

ア
ナ
ロ
グ
回
線
用 Bluetooth 

イーコネクト オープン価格

LH-160-BTE

(ブルートゥース・イーコネクト)
Bluetooth E:CONECT

通話料削減装置

NTT
docomo auSoftbank NTT
docomo auSoftbank

各携帯会社の定額オプション料金表
※2020年4月現在

+1,800円~ +1,700円~ +1,700円~

■インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp

2年定期契約 の場合

※各プランの詳細については各キャリアにお問い合わせください。

※1…

※2…

※3…

最新機種のスマートフォンや
携帯電話でも使用可能に！!※1



Lite

戻る進む

小 大

Late3 FAX 電 源

長押し

エスティーディ　ライト

エコエコ

L-FSM-STDL

　インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp



　インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp

オープン価格

オープン価格

屋内用カメラ、屋外用カメラ計4台をご用意。様々な
場所に設置することで、より防犯性の高い運用が
行えます。カメラ4台の撮影で約8日間ハイビジョン
画質で録画可能。

04エーグル

防犯カメラ 見張隊シリーズ

高機能NVR1台とカメラ4台をセットにした、高画質の
防犯カメラセットです。フルハイビジョンのカメラは
デイ/ナイト機能を搭載。フルハイビジョン画質で約5
日間の撮影が可能です。

L-WM-NEO

L-MA-04
LFHDM-Pro 

家庭用・業務用防犯カメラ

※PoEとは、LANケーブルで電力を供給する技術です。カメラ周りの電源工事が不要になります。

見
張
隊

※無線伝送距離50mは、カメラとレコーダーの間に人や壁等の障害物が
　ない場合の数値です。設置環境によって数値は変動します。

ワイヤレスカメラセットワイヤレスカメラセット

見張隊見張隊 ニーロクゴニーロクゴ
可搬型防犯カメラ

●H.265 で高圧縮・高画質
●カメラは屋外で使用可能
●フルハイビジョンでキレイに撮影
●音声双方向通信に対応

泥棒やご近所
トラブル対策に！！

オープン価格

オープン価格

50ｍ
無線伝送距離

※

PoE！社屋などに！4ch対応の録画装置とカメラをセットに！

WAIWAI カメラ ソーラーカメラWAIWAI カメラ ソーラーカメラ見守り見守り見守りカメラカメラカメラ
顔認識搭載 遠隔応対NETWORKシステム 電源

不要

スタッフ不在のオフィスに来客があった場合、
モニター表示され遠方のスタッフが即座に対応。 電源のない所でも設置できる防犯カメラです。徘徊者の居場所を顔認識で特定！

WAIWAI カメラ ソーラーカメラ
ワイワイ

オフィスBオフィスA
Wi-Fi＋専用アプリケーション

太陽光を吸収

24時間録画可能24時間録画可能

ソーラーパネルと
バッテリーにより
ソーラーパネルと
バッテリーにより

24時間録画可能24時間録画可能

ソーラーパネルと
バッテリーにより
ソーラーパネルと
バッテリーにより

バッテリーバッテリー

ソーラーパネル

顔認識+位置情報

オプションオプション
リピーターを
使えば設置距離が
さらに伸びる！

PTZカメラに
より向きの変更、
ズームが可能

（パン・チルト・ズーム）



Li-1 SO-N600+80 オープン価格

電池容量電池容量

600
wh
600
wh

商用電源と
同等の

商用電源と
同等の

出力
純正弦波純正弦波
出力

定格出力定格出力

300
W
300
W

充電時間

or 家庭用電源
ソーラーパネル
約８時間

L-401GP緊急地震速報二次配信
気象庁正式認可業者

減災くんPLUS
（げんさいくん プラス）

オープン価格

接続イメージ

専用線（ＶＰＮ）

気象庁
地震発生

減災とは、災害が起こる前に対策をすることで、災害被害を減らす
取り組みです。地震においては、ゆれることが予めわかれば、対策を
講じることができるので、災害を軽減することができます。

緊急地震速報をISDN-Dチャネル
パケット (INS-P) で、いち早く配信
(世界初※１)。既存電話システム
のISDN (INS) 回線に情報受信端末
を接続すれば、電話と地震速報の
両立が可能になります。 
インターネットを利用したサービ
スよりも安定しており、減災くん
PLUSはその3分の1以下(※２)と、
大変お得。

緊急地震速報商品
防災商品

防災
商品

※１･･緊急地震速報システムISDN Dチャネルパケット方式を
利用したもの※2･･情報配信料・リモート保守3,300円
(税込)＋Ｄチャネルパケット使用料1,100円(税込)

減災くん
RESCUEリュック

減災くん
RESCUE KIT

一時避難の際に活用できる
防災グッズ30種類をセット
に。給水袋や簡易トイレなど
を取り揃えました。

車内に閉じ込められた際に使えるシートベルトカッター付き
ビーコン、自己発電型ラジオなど13種類の防災グッズをセットに。

オープン価格

オープン価格

8

地震や大雨、台風、大雪等、もし
もの時のために、車内や自宅内
に備えることが出来る防災グッ
ズを弊社でも取り扱っています。

持ち運びに便利なリュックタイプ(一時避難向け)とカバン
タイプ(車載向け)の２種類をご用意しました。

レスキューキット

レスキュー

QRコードを

読み込むと

動画が視聴

できます！

アイピーアイピー

ネットワークを使って
緊急地震速報を発信。緊急地震速報！

放送設備

音声出力可能！
構内放送を通じて地震速報を
流すことができます。

音声出力可能！
構内放送を通じて地震速報を
流すことができます。

オフィス会議室 応接室 工場

姉妹品

13種類の
お役立ち商品

   でも使用可能な   でも使用可能な屋外屋外屋外

リチウム
イオン
電池

リチウム
イオン
電池

防塵・防水防塵・防水

IP53IP53

防水型蓄発電装置防水型蓄発電装置

防災グッズ防災グッズ

停電・断水・車内や避難所でのトラブルに！

商用電源（ご家庭のコンセント）またはソーラーパネルから充電・
蓄電できる蓄電発電装置です。ご家庭のコンセントで動作する
ことが前提の家電製品を安心してお使いいただけます。

　インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp



レッツの多機能CTIは既存のビジネスホン環境と
PCに接続するだけ。 かんたん顧客管理。 

めんどうな設定は不要。届いたその日に
通話できる簡単テレワークキット。

アナログ4回線用

L-135-4L
商売繁盛
（しょうばいはんじょう）
オープン価格

L-135-4ch
商売繁盛Ⅱゑびす
（しょうばいはんじょう２ えびす）

INS2回線4ch用

オープン価格

ポップアップ機能顧客管理機能

顧客情報をワンクリックでインターネット連携で
電話番号や顧客名の検索も可能で、地図を表示
することも可能。また、ホームページを表示する
事もできるので電話外でのサポートもバッチリ！

発着信の履歴が管理できます。
発信や着信はもちろんのこと、
無応答履歴などを日付ごとに表
示することができます。支店の
発着信履歴を本社で一括管理
することも可能※1。※1 オプション

Face Recognition Business CardFace Recognition Business Card

えーあい
うけつけじょう
えーあい
うけつけじょう

ＡＩ顔認識無人受付システム

コミュニケーション商品
コミュニケーション商品

FRB-2000AI FRB-2000RE

Face Recognition
Business Card
AI receptionist gate

AI 顔認識受付システム+ゲートセキュリティ

えーあい
うけつけじょう

無人受付システム廉価版

登録され
た IC カー

ドを

かざすだ
けでゲー

トが開く
！

登録され
た IC カー

ドを

かざすだ
けでゲー

トが開く
！

ピッ
!

FRB-2000AI/G
オープン価格 オープン価格 オープン価格

●既存のビジネスホン環境でご使用頂け
　ますので余分な経費がかかりません。
●複数台接続することで多回線にも対応。
●専用ソフト [Mi-airND Light] が付属し、
　下記の機能が使えます。

受付時に自動的に顧客登録！

お客様の顔画像と名刺情報
をセットで記録しますので、
顧客管理に活用できます。

鈴木 花子様

お客様が訪問されるたびに
装置が自己学習！

この方は
●●●社の
佐藤さん！

お客様の訪問頻度に比例し認識度の精度がUP！

受付カメラ内で顔認識されると、社内のパソコンに
通知&内線呼出しが可能なので取次も簡単・確実に！

来客訪問をパソコンにお知らせ
受付とデスクで直接やりとり
できる双方向音声対話が可能。

オプションオプションオプション

ＡＩ
機能搭載

シリーズシリーズシリーズＡＩ顔認識無人受付システム

廉価版
受付嬢シリーズ

が登場 !!

受付の手間をカットし
コストを削減♪

アナログ回線用 INS回線用

クリップメール機能

発着信履歴機能

ポップアップウィンドウをクリッ
クするだけで簡単に顧客情報
を管理することができます。
ホームページやEメールもク
リックするだけ。

インターネット連携機能

メールアイコンをクリックするだけでテンプレート
を選択してメールを作成。あらかじめ入力された
テンプレートで迅速な情報伝達をお助けします。

発信・着信の番号
や顧客名を作業の
邪魔にならない
ポップアップで表示します。このウィンドウから便
利な機能が呼び出せます。表示番号を見て的確
な担当者が応対することが可能。

QRコードを

読み込むと

動画が視聴

できます！

9　インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp

ネットワーク環境も電話回線も不要。

本体とルータのセットを電源に繋ぐだけ。

タッチパネルを押すだけなので操作が簡単。

パソコン操作しながら会議することも可能。

在宅ワークに
パソコン、スマホが
苦手な高齢者に

単身の家族
との通話に在宅ワークに

パソコン、スマホが
苦手な高齢者に

単身の家族
との通話に

パソコン、スマホが
苦手な高齢者に

単身の家族
との通話に

新型新型

テレワーク

パソコン不要 !!パソコン不要 !!



ナンバープレート解析照合データベース化システム（車番認識）

■交通量調査に
　→人的ミスがなくなり、人件費の節約にもなります。

■駐車場の管理に
　→登録されたナンバープレート番号を認識すると、バーを上げます。
　　月極・時間貸の識別や不正駐車の判別、入出庫管理などにも利用できます。

■来店時の顧客管理に
　→来店時にナンバープレート番号を認識し、顧客管理を用いて
　　あらかじめお客様情報を把握し、お出迎えができます。

自動車などのナンバープレート番号を撮像装置で撮影し、識別・解析・照合・記録を
リアルタイムに行い、データベースに登録するシステムです。
リアルタイムではなく、撮影後の映像からナンバープレート番号の識別・解析・照合を行う
ことも可能です。交通量調査や駐車場の入出庫管理など、様々な使用方法に対応します。

ＦHDカメラで高画質撮影！
高い認識率！
赤外線照射で夜間撮影にも対応！

オープン
価 格
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顔認識システムあります！

クライアント(配信受信)

映像・音声片方向

受信側（本部）

映像片方向

音声双方向

オープン価格

オープン価格

オープン価格

スマートフォンにUSBカメラを接続し、動画伝送アプリを起動して
送信ボタンを押すだけで、登録した接続先にリアルタイム動画伝
送が可能です。

HD 画質対応！遅延 1 秒程度 !! 暗号化通信で
カメラ映像をスマートフォンから動画伝送

Pro

通信・映像・音響商品
防犯・防災商品

状況をより正確に、多数の
人と情報共有したい時に
危険を伴う場所で作業を行う
様子を監視したい時に
作業員の作業内容を監視・
改善したい時に

◆HDMI/HD-SDI入力対応
◆フルハイビジョン画質で伝送
◆映像伝送の圧縮方式はH.264

Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
込
む
と

動
画
が
視
聴
で
き
ま
す
！

オプションオプション
4K画質
映像伝送

超圧縮録画
H.265よりも更に圧縮！

４Ｇ / LTE 
モバイル回線で４Ｋ伝送

低コストで稼働
通信費を安くご提供！

４Ｋ映像伝送
明るく綺麗な映像を伝送

4ＫＰＴＺカメラ + リモコンでも使用できます！
【オプション】

型番：YMC - COS

超圧縮！ 超コスト安！4K映像伝送カメラ

めちゃめちゃ

明るい！

４Ｇ/LTE回線４Ｇ/LTE回線 (1本）

４種類映像表示

駐車監視可能

全方位カメラで

死角なし！ もしもの時も

しっかり録画。

愛称：ドラマルコ 型番：Ｌ-360Ｔ

リアルタイム映像伝送システム

※一部周波数は屋外使用が
　できません。

最
大 1080p60
映像入出力可能

最
大 1080p60
映像入出力可能

Wi-Fi 周波数
選択可能

Wi-Fi 周波数
選択可能

Wi-Fi 周波数
選択可能

ワイヤレスマルチキャスト
最大 4 レシーバ
ワイヤレスマルチキャスト
最大 4 レシーバ
ワイヤレスマルチキャスト
最大 4 レシーバ
ワイヤレスマルチキャスト
最大 4 レシーバ

 5 GHz使用
IEEE 802.11n
 5 GHz使用
IEEE 802.11n
 5 GHz使用
IEEE 802.11n
 5 GHz使用
IEEE 802.11n
低遅延(40ms) /無線伝送距離：見通し900m

リピータ、4K伝送商品もあります。

オープン価格

※スマートフォンは構成品に含まれておりません※スマートフォンは構成品に含まれておりません

屋外
可能
使用

■インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp

3６０°全方位を記録！3６０°全方位を記録！

360°ドライブレコーダー

マルチウィンドモードフロントバックモード

球面モードワイドアングルモード

マルチウィンドモードフロントバックモード

球面モードワイドアングルモード

モニター表示は4種類



コンテンツ表示・案内及びセキュリティ機能・減災機能を兼ね備え
た次世代型の４Ｋデジタルサイネージです。

次
世
代
型

サ
イ
ネ
ー
ジ

双方向通話

緊急速報

マットセンサーと顔認識で
メニューが起動。案内係と
お客様でお話ができます。

海外のお客様に対して、
定型文会話で通訳を行
いながらご案内可能に。

気象庁から配信される
特別警報等や避難地
図の表示が行えます。

同時通訳機
能

地図表示
通話中に[館内地図]をタッ
チすると、お客様と地図を
見ながらお話ができます。

〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇QRコードを

読み込むと

動画が視聴

できます！

ＡＩ
機能搭載

QRコードを

読み込むと

動画が視聴

できます！

LANテスター「UNITED」LANテスター「UNITED」
LANケーブル(RJ45)や電話線(RJ11)のテスター

LANテスター「UNITED」

￥3,500（税抜）
NCT-TS01 LANテスター「UNITED」

電池ボックス付

■ USB や電池での駆動に対応
￥1,600（税抜）

AIG-FAN5-U
風光迷微３

■ バッテリー内蔵の卓上扇風機　■ 設置は卓上、クリップ両対応
■ ＵＳＢ駆動／充電が可能　■ バッテリーだけで３～６時間の駆動が可能

￥3,790（税抜）
L-FAN06BA涼風一直線バッテリー

■イーレッツ【e-LET’S】ホームページ http://www.e-lets.co.jp E-Mail : support1102@e-lets.co.jp

商品については6ページ！

お電話からでも
ご注文承ります

通信販売サイト商品

オープン価格 オープン価格
KT-88 真空管を採用した高音質アンプ

24bit 衛生デジタル音楽放送
【MUSIC BIRD】受信チューナー

チャンネル詳細＞
https://musicbird.jp/appliancelist/#tuner_mdt

毎日お経をあげたい人にオススメ！ろう
そくのようなLEDを灯しながら信仰され
ている宗派のお経を流すことができる
ポータブルスピーカーです。

11

イーレッツ株式会社　通信販売商品

コンテンツ
音楽

QRコードを

読み込むと

動画が視聴

できます！

エピュータエピュータエピュータ
写真は驚異の

３６０°
１２Ｋ静

止
画

360 度全方位を静止画１２Ｋ画質で！
高解像度だから拡大してもハッキリ！

片手で撮影、操作が可能なドラゴンフライは、
アプリケーションでライブストリーミング可能な

高性能アクションカメラです。

360 度全方位を静止画１２Ｋ画質で！
高解像度だから拡大してもハッキリ！

片手で撮影、操作が可能なドラゴンフライは、
アプリケーションでライブストリーミング可能な

高性能アクションカメラです。

驚異の静止画66メガ

８Ｋ動画体験
タ
イ
ム
ラ
プ
ス

全方位ポータブルアクションカム

－トンボの眼－

L-FL360

お経が流れる
ポータブルスピーカー

ネットワークで
VR映像の伝送

が可能！

離れた場所
でも見える！

※詳細はP12をご参照ください。

ポケットサイズの３Ｋ対応の3Ｄカメラ MDT-5CSXiMDT-5CSXi

ろうそく火災の
心配が要らない!!



外部コントローラ

4Kタイプ

２台のビデオカメラ（ＨＤ／ＳＤどちらでも可能）を台座に取り付け、３Ｄ
映像を撮影する冶具です。同時ズーム、同時録画、同時電源ＯＮ／ＯＦＦを
コントロール制御することができ、３Ｄ撮影演出で必要な両眼視差調整、
輻輳角調整、上下補正を行うことが可能です。

■同型２台のビデオカメラで３Ｄ撮影
■遠近３Ｄ撮影に対応
■本体に三脚穴あり L-317

デュアルカメラ調整ホルダ（プレミアム）

【フルＨＤタイプ仕様】

オープン価格

機構調整
（ﾏﾆｭｱﾙ）
ｺﾝﾄﾛｰﾙ制御

制御方式
外形寸法

重量

両眼視差・輻輳角・上下補正

同時ズーム・同時録画・
同時電源ON/OFF
LANC端子／AV/R端子経由
（本体）
W298×H40×D100(mm)
（CTRL）
W125×H30×D80(mm)
約2.5kg

２眼３Ｄカメラ（フルHDタイプ）
オープン価格

【こんな方に】
●映像プロダクション → ３Ｄ映像制作
●イベント企画 → ３Ｄ映像ライブ演出 /３Ｄ映像制作
●結婚式場  → ３Ｄ映像ライブ演出 /３Ｄ映像制作
●デザイン会社 → デザイン３Ｄ記録 / アーカイブ化
●文化施設  → ３Ｄ映像ライブ演出 /３Ｄ映像制作
●セキュリティー会社 → ３Ｄ映像記録
●医療  → 手術の３Ｄ映像記録
●建設会社  → ３Ｄ映像記録
●シミュレーター施設 → ３Ｄ映像制作

２眼３Dカメラ（フルＨＤ／４Ｋタイプ）

【特徴】
■一体型なので３Ｄ撮影のセッティングが簡単
■外部同期に対応していますので、複数の３Ｄカメラの
　同期運用が可能
■最短コンバージェンスポイント５０ｃｍを実現

３D映像の違和感、不快感、疲労感をチェックする３Ｄ評価（安全性・快適性）システムです。
視環境（スクリーンサイズと視距離）条件を設定し、入出力３Ｄフォーマットを選択したら、
水平視差と垂直視差のモード切替で、３Ｄ映像としての安全性と快適性を評価します。
操作、設定は、すべて付属のコントローラのダイヤル操作で行います。
ログ機能（オプション）にて、ログデータの解析やエビデンスとしての活用が可能です。

■早稲田大学　基幹理工学部　表現工学科の河合隆史教授のアルゴリズムを採用
■ＱＸＤ（株式会社クオリティエクスペリエンスデザイン）との共同開発

【特徴】
■ユーザーインターフェースがコントローラ１台でわかりやすい
■３Ｄの安全性と快適性を色の色調で可視化
■水平視差／垂直ズレのチェックが可能
■ＨＤ－ＳＤＩ　フルＨＤに対応
■３Ｄモニターに接続して、プレビュー画面で３Ｄチェックも可能
■リアルタイムでの３Ｄ映像の安全性、快適性を評価 ※画面はハメコミ合成です。　※モニターは別売です。

（デプス・チェッカー）

３Ｄ映像撮影用

簡単３Ｄ撮影

フルＨＤビデオカメラ（2 台）を使用し
た小型３Ｄカメラです。
立体映像に必要な輻輳（ふくそう）角 &
両眼視差の調整が可能です。
Ｃ マウントレンズの交換可能。解像度、
大きさ、調整範囲に合わせて
カスタマイズに対応します。
別売の３Ｄ表示システム、３Ｄ録画シ
ステムと併せてご使用ください。

フルＨＤまたは 4Ｋビデオカメラ（２台）を使用した
一体型 3Ｄカメラです。
ご要望に合わせてカスタマイズも賜ります。
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3Dsunday pocket HD camera

エピュータ

L-3DS ￥29,800（税込）

シンプルＨＤ ３Ｄカメラ 3Ｋ対応 3Ｄカメラ
写真は驚異の 16K

ポケットサイズの 720p
ハイビジョン３Ｄカメ
ラです。撮影した３Ｄ
ムービーや写真は付属
の専用ソフトウェアで
編集可能。

（本体背面の液晶ディスプレ
イでも、メガネなしで３Ｄ
視聴することができます） ポケットサイズの３Ｋ対応の3Ｄカメラで

す。スマートフォンを利用してリアルタイ
ム映像の視聴が可能です。オプションの
ジンバルにセットすると、手ブレを気にす
ることなく使用できます。

フルHDタイプ

オープン価格

撮影素子
有効画素
同期
ズーム
レンズ中心距離
水平画角
コンバージェンス
モード
ゲイン
電子シャッター
コントロール
HD-SDI出力

1/3インチCMOS
200万画素
内部同期・外部同期
2眼式／12倍光学ズーム
65mm（オプション：可変タイプ）
59.4° (Wide) ～ 3.0° (Tele)
50cm ～ 平行
1080(60p/60i/30p)
～ 24dB
1/60 ～ 1/10,000sec
ズーム・フォーカス・コンバージェンス
BNC×2ch(L/R)

オープン価格

※ジンバルはオプションです　　
※スマートフォンは付属しません



各種イベント会場での設置や常設設置など多数の実績があります。
３Ｄに関することならレッツコーポレーションをご用命ください！３Ｄシアターシステム

【こんなところに】
●文化施設  → ３Ｄ映像上映会
●ショウルーム → ３Ｄによる製品発表
●シミュレーション → ３Ｄによる視覚的なシミュレーション
●学会  → ３Ｄによる視覚的な論文発表
●イベント向け → ３Ｄ映像上映会

【シアターシステム構築のための確認項目】
●３Ｄシアターの用途
●会場スペースの大きさ（天井までの高さ）
●対象鑑賞者人数
●ご予算 要ご相談

２台のフルＨＤまたは 4ＫＤＬＰプロジェクターによる簡易
３Ｄメガネ（偏向方式）に対応した３Ｄシアターシステムです。
　
ミニシアターから大ホールシアターまで対応します。
３Ｄモニターを使用した少人数向け３Ｄシアターシステム
も対応します。

マルチスクリーンや昇降タイプスクリーンを利用した３Ｄ
演出や大・中・小規模の仮設から常設まで
トータルサポートします。

デュアル・フルＨＤ同期再生システム
右目、左目用フルＨＤムービーファイル (MPEG-2 TS) を同期再生する
３Ｄシアター向け再生システムです。３Ｄシアターシステムの再生運用に最適です。
シンプルに３Ｄコンテンツをインストールすることができ、再生の順番も
割り付けることが可能です。
本体スイッチでオペレートができるだけでなく、外付けコントローラー
（オプション）で遠隔オペレートも可能です。

■コンテンツ更新が簡単
■プレイリストによる３Ｄコンテンツの割り
　振りが簡単

最大映像解像度
最大転送レート
映像出力
音声出力
外形寸法
重量

1080(60P)
40Mbps
HDMI／アナログコンポーネント（各２系統（左右用））
HDMI／アナログステレオ
W483×H177×D320 (mm)
約8kg

オープン価格

moreStereo DX/GL（ソフトウェア）

Direct3D、Quad Buffered OpenGLに対応した CG/CAD/PC ゲームなどを
３Ｄシアターシステムや３Ｄテレビ向けにリアルタイム２Ｄ３Ｄ変換を
行うソフトウェアです。

オープン価格

■ＰＣベースのリアルタイム２Ｄ／３Ｄ変換
■２Ｄアプリケーションに３Ｄ（奥行き）の付加価値を！
■画面サイズに合わせて最適な３Ｄ調整が可能
■インタラクティブ３Ｄ演出が可能
■３Ｄシアターで大画面３Ｄ体験が可能
■３Ｄテレビ出力にも対応（オプション）

４Ｋ３Ｄ裸眼視（３Ｄメガネ無）ディスプレイ
オープン価格4K（3840×2160）解像度の裸眼３Ｄディスプレイです。

レンチキュラー方式／ 140 度の広い水平視野角／標準 3Dフォーマットに対応／
HDMI 入力／マルチ画面による大画面に可能

moreMedia HD（ソフトウェア）
３Ｄシアターシステム向けのフルＨＤまたは４Ｋ ３Ｄ動画再生ソフトウェアです。
ＰＣベースの３Ｄムービー再生システムに対応し、オペレート画面と左右２ｃｈ
映像出力を分離し、時間管理プログラム作成により３Ｄコンテンツの再生
管理も可能です。

■ＰＣ内の３Ｄムービーコンテンツを
　簡単に再生
■３Ｄシアターのオペレートツールに
■NVIDIA 製グラフィックカードの
　デュアル出力による左右同期出力
■ＰＣ上の既存ビデオコーデック対応
■パッシブ方式／アクティブ方式／
　アナグリフ方式に対応
■３Ｄテレビモニター出力にも、
　ＨＤＭＩ変換で対応可能

オープン価格

３Ｄメガネ

オリジナルデザインを印刷した紙フレームメガネの製作も可能です！

要ご相談

３Ｄ映像観賞用メガネ（偏光／アナグリフ）です。
紙フレームタイプからプラスチックフレームタイプまで対応します。
直線偏光、円偏光、カラーアナグリフ（赤／シアン）にも対応します。
３Ｄシアター向けから３Ｄテレビモニター向け、配布メディア向けまで
用途に合わせて製作いたします。

３Ｄ映像再生用

【本社】
〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内２丁目２０－１　レッツ丸の内本社２号館ビル
 　TEL: 052-201-6230 ㈹　　FAX: 052-201-5050
【東京営業所】
〒104-0061　東京都中央区銀座八丁目１９－３　銀座竹葉亭ビル
 　TEL: 03-3546-0889 ㈹　　FAX: 03-3546-09413D事業部

50
インチ

65
インチ

28
インチ

55
インチ
(縦)

85
インチ

28”
50”

65”
85”

55”
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取扱い商品
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取扱い商品

ＶＭＳ監視カメラシステム超低照度ネットワークカメラ

VMS
NAS

システム管理者システム管理者
操作

監視

商品ラインナップ システム構築例

複数のネットワークカメラを取りまとめ、ソフトウェア(ブ
ラウザ)上でカメラを一括で監視・操作が行えるシステム
です。VMSを導入することにより複数の管理者と情報共
有が行え、大がかりなシステム構築を行わずとも、監視
システムが構築できます。
※VMS・・ネットワーク対応の防犯カメラ等で撮影した映像を記憶装置に保存し、
　管理するためのソフトウェア。InternetExprore等で操作・監視を行います。
※NAS(ナス)・・VMSの記録装置として、ネットワーク経由でデータの保存・操作が
　行えるHDDを指します。

1chフルハイビジョン画質で最大
16台のカメラと接続・録画可能！
PoE+搭載により、カメラ電源は
LANケーブルから電源供給を行
います。録画時の圧縮方式は
Ultra265、H.265、H.264搭載。

日本
総代理店

弊
社
は

屋外使用可能で、1km以上離れた場所でも鮮明に、詳細に見ることが
できる超低照度ドームカメラや、高画質で防水性能に優れた超低照度
カメラ（バレット型）等を取り扱っています。また、防犯カメラのほか、多
数のレコーダー(NVR等)も取り揃えています。

最先端の映像圧縮技術。

H.264 ULTRA 265

ULTRA 265搭載

QRコードを
読み込むと
動画が視聴
できます！

スタービュー・
バレット

最低被写体照度 ： 
0.0005Lux

16ch NVR
22倍

スターライトPTZ
最低被写体照度 ：
 0.001Lux

NEWNEW

カメラ用

ブレを抑えて撮影を快適にサポート

夜間でも高精細撮影可能

三脚三脚

QRコードを

読み込むと

動画が視聴

できます！

※取扱説明書及び注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あ
らかじめご了承ください※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事
態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可
業者に限る)、廃棄時には、連絡してください。※添付文章を必ず
お読みください。※電極パッドは1回限りの使い捨てです。

減災くん RESCUE KIT
減災くん RESCUEリュック

すべての機能をオールインワンに！

CU-SP1を収納する
キャビネットケースや
マガジンラックも
取扱中！

レスキュー

レスキューキット

オートボリューム

1
2

3

表示機能 成人⇔小児切替 CPRコーチング

大容量バッテリーパックで

バッテリー
長持ち

オープン価格 しーゆーえすぴーわん

5

【製造元：株式会社CUメディカルシステムズ / 製造販売業者：株式会社CU】

■日常点検を忘れずに！

ポータブル蓄電システム

コンパクトな蓄電システムで、手軽に
「電気が使える安心」を。

超コンパクト
W250×H380×D550mm

UPS機能付き
無停電電源装置で停電対策

2kWh蓄電池
置くだけで設置が完了

屋内専用

10年保証付き

蓄電池容量2kWhを搭載したポータブル
蓄電システムだから、災害時や急な停電に
よるデータの損失対策として大活躍！！

ESS-P1S1
オープン価格

待機電力がUPSより小さく、ランニングコストが安い！

※詳細はP8をご参照ください。

※詳細はP8をご参照ください。

防災グッズ

AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジゲーターや消
耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

　インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp



ミニフク
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高さ150㎜高さ150㎜

PTZ
カメラ

防水仕様
（IP66）
なので屋外でも
使用可能

940nm
IRライト
搭載

AES暗号化
で外部から
見えない

超低照度
カメラで夜間
カラー撮影

シリーズ

ミニフク

驚きの手のひら
サイズ！

200200200200

超小型カメラ

高さ200㎜高さ200㎜

官公庁様レンタル専用

ミディフクミディフク
SIM搭載なので

遠隔地でも
カメラ操作可能！

光学30倍だから

300m先の映像が
遠隔地でも見える！

事前設定の必要なし

設置が簡単。
電源入れるだけ

行動確認用 遠隔監視　 ドームカメラPTZ

超低照度！
フルハイビジョン！
完全防水（IP66）

資機材バッテリー 日間稼働2オプション

LTE
SIM搭載

全て搭載した
オールインワン
のPTZカメラ

映像伝送・
録画・バッテリー

漆黒の闇も
撮影可能！

さらに小さな
「ミディフクミニ」
もあります。

■インターネットサービスホームページ　http://www.lets-co.co.jp E-Mail ： info@lets-co.co.jp

●本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。●本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温
とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。●本製品による測定で発熱のある場合、体温計での再検温をお願いします。

注意事項

ノンタッチチェッカーズ 音頭とるぞう

レッツユーザーズ サーマル8 レッツハイキング

ノンタッチチェッカーズ 音頭とるぞう

レッツユーザーズ サーマル8 レッツハイキング
最大同時20名を1秒で測定。

便利な壁掛けタイプ。オフィスのフロアにひとつずつ。 かわいい象が音声でご案内。日本語と英語に対応。

顔認証&温度を測定。マスクしたままでもOKです。

OK   36.12℃

非接触温度計シリーズ非接触温度計シリーズ非接触温度計シリーズ

OKです。お通りください。

NG

OK

NGです。体温計で測り直して
しばらくお待ちください。

手をかざしてください

2万人までの顔認証デー
タを登録することが可能。
オプションの受付ゲート
や防犯カメラセットと組み
合わせることで、様々な使
い方が可能になります。

最大20名を同時に計測できるので、
人が集まる場所ならどこでも活躍し
ます。

実際に某百貨店や大型施設
などに導入されています。

おでこだけでなく
手をかざすだけ
で測定が可能。

0.5秒で計測するので、
人がたくさん集まる場
所で大活躍します。

OK   36.12℃

おんど



上：送信機
下：受信機

4K

官公庁様専用の
別カタログ&ホームページあります

大丈夫
ですか？対策

官公庁様も!!
警察様向け秘匿性商品多数！
お問い合わせください！

受 託：企 画・設 計・開 発

＜工場＞レッツ土 岐   本 工 場・レッツ多 治 見   サ イ ト 工 場

　　　　パナソニック・ＳＯＮＹ・キヤノン・ＮＥＣ・ビクター・ＮＴＴ・ＮＴＴデータ・ＮＴＴドコモ・
ａｕ・ソフトバンク・東芝・村田電機・ムラテック販売・愛知時計電機・ミュージックバード・塚本無線・
岡本無線・ダイヤモンドテレコム・高文・ダイコー通産・ナカヨ電子サービス・
ソフト&ハード・名電通・アイワンファクトリー・シーオーエー・中愛・中越自動車用品

＜実績＞ 

様 等（順不同）

※１） 委託を受けて製造、供給からデザインまで、製品をつくること。
※２） 委託を受けて、別会社の製品をつくること。

製造・ODM・OEM・NBAS
※１） ※２）

■本社（レッツ丸の内本社 2号館ビル）
〒460-0002　名古屋市中区丸の内二丁目２０－１　レッツ丸の内本社 2号館ビル

■お問い合わせは

TEL : (052)201-6230 ㈹　FAX : (052)201-5050
OCN.Phone : 050-3347-6398　BB : 050-1438-1102

■東京営業所
〒104-0061　東京都中央区銀座八丁目１９－３　銀座竹葉亭ビル６Ｆ

■ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.lets-co.co.jp
■E-mail  :  info@lets-co.co.jp

TEL : (03)3546-0889 ㈹　FAX : (03)3546-0941
OCN.Phone : 050-3347-5640　BB. : 050-1473-0889

■大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-2-9
　　　　　　　   新大阪ハイロードビル 5F
TEL : (06)6151-5749  OCN.Phone : 050-3728-4119

■八事Ｒ＆Ｄビルセンター
■神奈川営業所 /レッツ長野営業所 ( 諏訪工場 )
■本山研修センター /本山社員寮

■土岐  本工場　　■多治見 サイト工場

● 記載されている仕様は予告なく変更することがあります。　● 一切の無断転載・複製を禁じます。

闇夜のカラス SD

0.005Lx

他社製超低照度カメラで撮影

0.005Lx

闇夜のカラス ＳＤで撮影

シリーズ

ＨＤイーフク
マルチメディアSUPER

映像鮮明化装置

防水

防水
闇夜のミニフク
IP66対応のコンパ
クトミニPTZカメラ

カメラ本体のＳＤ
カードに録画可能！

暗くても見えない映像でも繋げる
だけで鮮明に見えるように
夜間、霧、雪、逆光等の映像シーン
でもカラーで鮮明化する装置です。

マルチメディア・ポータブル録画装置

SVR-20G

PRO

国内
製造

リアルタイム映像伝送システム

AED(救命処置)で
社員の命を守る

蓄発電装置で災害時・
緊急時の電源

緊急地震速報で
社員の安全を守る

震度7

発生！
ウルトラ有馬

会員登録制 官公庁様のみ

防犯・防災・減災

CSRCSR
●

業務用IP無線システムで災害・
緊急時の通信拠点間の通信を確保

撥水闇 夜 の ド ー ム
霧補正機能搭載、

光学22倍ズーム可能

CSR(企業の社会的責任)・・収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、
人権に配慮した適正な雇用・労働条件など、企業が市民として果たすべき責任を
いいます。

BCP(事業継続計画)・・企業が自然災害、事故、テロなどの緊急事態に遭遇した
時に、被害を最小限にとどめ、事業を継続させるために、日頃から行うべき対策
や機器の点検など取り決めておく計画のことです。

&BCP&BCP

※

0.0006
ル
ク
ス

超低照度カメラ

カラー

闇夜のカラスさえも映し出す

スーパー超低照度カメラ

QRコードを読み込むと動画が視聴できます！

型番：YMD-6252-X22

RBSS マークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した
製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。
RBSS については、ホームページで確認できます。

・

4K4K 映像伝送映像伝送
遠隔操作室

4K3Dモニター4K3Dモニター

※詳細はP10をご参照ください。

※

※

重機の遠隔操作や医療
の現場、ステレオカメラ
を使った三角測量など
に活用できます。

コンポジット、VGA、DVI、HDMI、HD-SDIの入力端子を持つポータブル
録画装置。映像は内蔵ハードディスクに記録します。

セキュリティ万全！パソコンを使わず録画装置の遠隔操作が可能！

セキュリティ
対策万全

カメラ設置費、
人件費を軽減！

幅広いメーカーの
防犯カメラに対応

ＫＶＭ
アダプター

え 

ん 

ど 

う

防犯カメラ録画機やパソコン等を
遠隔操作する装置です。

ホームページあります
代理店様専用

バーチャル
ショールーム
レッツホームページにて

掲載中

詳しくはお問い合わせください

360


