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埋設された電子機器を効率的に発見

　EDD-24T は、プロの TSCM 調査技術者の為に
設計された小型の手持ち型 NLJD （電子機器検
知器）です。

　EDD-24T は、手持ち型で誰でも簡単に使える検知器で、
実証済みの技術に基づいて埋設された電子機器（携帯電
話、カメラ、無線発信機、録音機など）を通電・非通電・
スタンバイ中の別に拘らず検知します。

本製品に向いた業務
•  建物、事務所、家屋、自動車など様々な場所に仕掛け

られた電子デバイスを検知
•   床下、壁、天井裏、家具、ソファー、カーテン裏、衣

類などに隠された電子デバイスの発見
•   会議室の事前調査で違法盗聴器    / レコーダーなどの

有無を調査
•   刑務所内や矯正施設内への違法物品の持ち込み検査
•   警察、刑務所、防衛、一般企業、上場企業などでの調

査

本製品の特徴
•  あらゆるタイプの電子装置を 通電・非通電・スタンバイ

中 の別なく検知
•   取扱いと操作が簡単で誰でも使用できる
•   2.4 GHz ・最大4ワットのレーダー出力
•   受信周波：　第2高調波  (4.8 GHz) 第3高調波 (7.2 GHz) 
•   「シリコン」および「金属」を検知すると個別にインジ

ケータ表示
•   ナノ SIM カードからを２０ｃｍ離れた距離で検知
•   音響アラーム・音響復調機能 （内蔵スピーカーまたはイ

ヤホン）
•  長時間稼働（最大４.5時間）
•   軽量 （700g）
•   アルミニュームケース入り（アンテナ・カバーは成形強

化プラスチック）
•   軍用スペックの堅牢な運搬ケースが付属

Non Linear Junction Detector EDD-24T 

操作が簡単
判り易い画面表示

　The EDD-24T は僅か７００グラムと軽量
で長時間手に持って使用することができま
す。本機の外装ははアルミニューム製でアン
テナカバーは強化プラスチック製ですので大
変丈夫です。また、内蔵のリチュームイオン
電池パックは フル充電の場合、4.5時間の連
続稼働が可能です。 すべての内容品は小型
で運搬性に優れた軍仕様の頑丈な運搬ケース
と共に提供されます。
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製品保証
　本製品の保証内容および保証期間は販売代理店までお問
い合わせください。 

技術サポート
　お急ぎの場合は以下の連絡先へ直接お問い合わせくださ
い。

受付時間（英国時間）
               　月曜日から木曜日：午前９時から午後５時迄
　　　　　金曜日：午前８時３０分から午後４時迄   
                      T: +44 (0)1536 464 888  F: +44 (0)1536 268 363

 
トレーニング
　製造元では、本製品の取扱いについてのトレーニングを
実施しています。　詳細につきましては販売代理店までお
問い合わせください。

　ご質問等につきましては以下の問い合わせ先
まで電話または電子メールでお願いします。

      電話： 03 3358 0421
      電子メール： sales@securetech.co.jp

Technical Specification

 用途 建物、家屋、自動車に隠された電子デバイスの検知

出力周波数帯

出力周波数 
Ch1 - 2.424 GHz
Ch2 - 2.416 GHz
Ch3 - 2.404 GHz

レーダー出力 +36dBm (4 ワット) ERP、ISM バンド (タイプB) 範囲内

出力アンテナ 円偏光式
変調方式 パルス

受信周波数
第２高調波
Ch1 - 4.848 GHz
Ch2 - 4.832 GHz
CH3 - 4.808 GHz

第３高調波
Ch1 - 7.272 GHz
Ch2 - 7.248 GHz
CH3 - 7.212 GHz

受信感度 -120dBm （第２、第３高調波）
受信周波数帯域幅 約10KHz

受信アンテナ 円偏光式
表示方式 3.5 inch Colour TFT Daylight Readable

音響出力 内蔵 音響スピーカー または イヤホン （3.5mmジャック）
電池 3.7V リチウム・ポリマー 内蔵充電池

電池寿命 4.5 時間 (最大出力で使用時) 
2.0 時間 (最小出力で使用時)

充電用ソケット マイクロ USB ソケット  (5V 1A)

充電規格 入力 110/220V 自動切替
出力  5V DC 2A

動作温度範囲
0° から 40°C

ケーシング アルミニュームケース、強化プラスチック アンテ
ナ・ケース

重量 主装置 700g 　運搬ケース 2.0kg

装置寸法 高さ 225mm x 幅 118mm x 奥行 51mm

運搬ケース 軍用規格：　寸法 321mm x 229mm x 111mm

2.400 GHz から 2.425 GHz (ISM バンド タイプ B)
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