
区市町村 担当課電話番号 区市町村 担当課電話番号 警視庁警察署 代表電話番号
千代田区役所 管轄警察署へお問合せください あきる野市役所 042-558-1111（2343） 巣鴨警察署 03-3910-0110
中央区役所 03-3546-5087 瑞穂町役場 042-557-7610 池袋警察署 03-3986-0110
港区役所 03-3578-2272 日の出町役場 042-597-0511（331） 目白警察署 03-3987-0110
新宿区役所 03-5273-4592 檜原村役場 管轄警察署へお問合せください 滝野川警察署 03-3940-0110
文京区役所 03-5803-1280 奥多摩町役場 0428-83-2349 王子警察署 03-3911-0110
台東区役所 03-5246-1044 赤羽警察署 03-3903-0110
墨田区役所 03-5608-6199 警視庁警察署 代表電話番号 板橋警察署 03-3964-0110
江東区役所 03-3647-4399 麴町警察署 03-3234-0110 志村警察署 03-3966-0110
品川区役所 03-5742-6592 神田警察署 03-3295-0110 高島平警察署 03-3979-0110
目黒区役所 03-5722-9667 万世橋警察署 03-3257-0110 練馬警察署 03-3994-0110
大田区役所 03-5744-1634 中央警察署 03-5651-0110 光が丘警察署 03-5998-0110
世田谷区役所 03-5432-2267 久松警察署 03-3661-0110 石神井警察署 03-3904-0110
渋谷区役所 管轄警察署へお問合せください 築地警察署 03-3543-0110 上野警察署 03-3847-0110
中野区役所 03-3389-1111（3162） 月島警察署 03-3534-0110 下谷警察署 03-5806-0110
杉並区役所 03-5307-0616 三田警察署 03-3454-0110 浅草警察署 03-3871-0110
豊島区役所 03-3981-1433 高輪警察署 03-3440-0110 蔵前警察署 03-3864-0110
北区役所 03-3908-1121 麻布警察署 03-3479-0110 尾久警察署 03-3810-0110
荒川区役所 03-3802-4652 東京湾岸警察署 03-3570-0110 荒川警察署 03-3801-0110
板橋区役所 03-3579-2153 品川警察署 03-3450-0110 千住警察署 03-3879-0110
練馬区役所 03-5984-1027 大井警察署 03-3778-0110 西新井警察署 03-3852-0110
足立区役所 03-3880-5838 大崎警察署 03-3494-0110 竹の塚警察署 03-3850-0110
葛飾区役所 03-3695-1111（2273） 荏原警察署 03-3781-0110 綾瀬警察署 03-3620-0110
江戸川区役所 管轄警察署へお問合せください 大森警察署 03-3762-0110 深川警察署 03-3641-0110
八王子市役所 042-620-7395 田園調布警察署 03-3722-0110 本所警察署 03-5637-0110
立川市役所 042-523-2111（2546） 蒲田警察署 03-3731-0110 向島警察署 03-3616-0110
武蔵野市役所 0422-60-1916 池上警察署 03-3755-0110 葛飾警察署 03-3695-0110
三鷹市役所 0422-45-1151（2271） 世田谷警察署 03-3418-0110 小松川警察署 03-3674-0110
青梅市役所 0428-22-1111（2311） 北沢警察署 03-3324-0110 葛西警察署 03-3687-0110
府中市役所 042-335-4147 玉川警察署 03-3705-0110 小岩警察署 03-3671-0110
昭島市役所 管轄警察署へお問合せください 成城警察署 03-3482-0110 昭島警察署 042-546-0110
調布市役所 042-481-7547 目黒警察署 03-3710-0110 立川警察署 042-527-0110
町田市役所 042-724-3254 碑文谷警察署 03-3794-0110 東大和警察署 042-566-0110
小金井市役所 042-387-9806 渋谷警察署 03-3498-0110 府中警察署 042-360-0110
小平市役所 042-346-9614 原宿警察署 03-3408-0110 小金井警察署 042-381-0110
日野市役所 042-585-1111（7752） 代々木警察署 03-3375-0110 田無警察署 042-467-0110
東村山市役所 042-393-5111（2412） 牛込警察署 03-3269-0110 小平警察署 042-343-0110
国分寺市役所 042-325-0111（357） 新宿警察署 03-3346-0110 東村山警察署 042-393-0110
国立市役所 042-576-2111（145） 戸塚警察署 03-3207-0110 武蔵野警察署 0422-55-0110
西東京市役所 042-438-4010 四谷警察署 03-3357-0110 三鷹警察署 0422-49-0110
福生市役所 042-551-1691 中野警察署 03-3366-0110 調布警察署 042-488-0110
狛江市役所 03-3430-1111（8210） 野方警察署 03-3386-0110 青梅警察署 0428-22-0110
東大和市役所 042-563-2111（1353） 杉並警察署 03-3314-0110 五日市警察署 042-595-0110
清瀬市役所 042-497-1847 高井戸警察署 03-3332-0110 福生警察署 042-551-0110
東久留米市役所 042-470-7769 荻窪警察署 03-3397-0110 八王子警察署 042-645-0110
武蔵村山市役所 042-565-1111（332） 富坂警察署 03-3817-0110 高尾警察署 042-665-0110
多摩市役所 042-338-6841 大塚警察署 03-3941-0110 南大沢警察署 042-653-0110
稲城市役所 042-378-2111（512） 本富士警察署 03-3818-0110 町田警察署 042-722-0110
羽村市役所 042-555-1111（215） 駒込警察署 03-3944-0110 日野警察署 042-586-0110

多摩中央警察署 042-375-0110※　島しょ部に居住する方は、東京都青少年・治安対策本部治安対策課までお問合せください。

自動通話録音機貸与窓口一覧 平成26年中に

都内で起きた
特殊詐欺

青少年・治安対策本部

■置き場所に困らない
  コンパクトサイズ

■工事不要・設置簡単！

■自動警告＋録音機能

■設置したその日から
  安全安心確保！
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この電話は、
振り込め詐欺
被害防止のため…
自動録音されます

えっ！今日中に
300万円必要…!?

どうしましょう…

約

無料



お母さん、心配だから
この録音機を
つけましょうよ

録音機の
申込みは
以下の手順で！

1本機は、電話による詐欺や電話を使用した犯罪を未然に
防止するための機器であり、その他の用途による使用、転
貸及び売却はできません。
2本機は、東京都以外の場所で使用することはできません。
3保証期間内に貸与した本機が故障等した場合は、所定の

手続きにより無償で交換することができます。
4何れかの事情により、本機が不要となった際は、貸与窓
口へ返却してください。
5本機を接続することにより、年間 323 円程度の電気代
が発生しますが、貸与を受けた世帯の負担となります。

■サイズ：ヨコ 120mm ×タテ 100mm
×高さ 30mm　■適応回線：アナログ二
線式 ※アナログ回線、PBX回線、INS回
線、IP回線　■使用可能な電話機：ナン
バーディスプレイサービス、留守番電話
機能、コードレス機能付き電話機、FAX
付電話機　■録音件数：2000 件　■録
音時間：60 時間

基本仕様

自動通話録音機
使用上の
注意事項等に
ついて

無事に機器を取付けたら…

モジュラーケーブルを電話機
から抜いて録音機に差し込
み、録音機付属のケーブルを
電話機に差し込むだけ！

付属ケーブルモジュラーケーブル

録音した
音声を
再生します

1つ先の音声を
再生します

1つ前の録音を
再生します

電源が
入っていると
光ります

　

→同封の申込書をご活用ください
※ホームページからもダウンロード
できます

■お住まいの地域を管轄する警視庁各警察署の犯罪
抑止担当（一部を除く）
■お住まいの区市町村安全・安心まちづくり担当課
（一部を除く）

東京都にお住まいのおおむね65歳以上の方が居住す
る世帯で、居住者が機器の設置を希望している世帯

利 用 で き る の は

貸 与 窓 口 が
わ か ら な い と き は

貸 与 窓 口 は

私でも
使いこなせる
かしら？

名前と
生年月日、
住所ね

これで安心ね！

わー
い！

フ
ム
フ
ム

これで安心！
不要な録音は
ボタンひとつで
消去♪

よかったね

きた
きた〜

ヒヒヒ…

取付けも自分で！
カンタンそうよ

電話が通じないときや、故障、
不具合が発生したときなどの問合せは

東京都青少年・治安対策本部治安対策課

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/chian/

（株）レッツコーポレーション
サポートセンター

10120-526-230

℡ 03-5388-2255
℡ 03-5388-2828

申込書に必要事項を記載

貸与窓口へ在庫の有無を
電話で確認※６月１日（月）から

※受領後１週間以内に設置してください

貸与窓口で申込書を提出

機器を受け取れます
※６月 29 日（月）から

設置方法に従って機器を取り付けて、
使用開始！

受付時間　平日９:00 〜17:00

そうしようかしら…
でも誰でも申し込めるの？
どこで申し込むの？

1

3

4

5
2

ダメ
だ〜

平成 27 年
6月1日（月）から
申込受付開始

平成 27 年
6月29日（月）から
貸し出し開始

この電話は、
振り込め詐欺
被害防止のため…
自動録音されます

長押しで音声を
消去できます

検索東京都 治安対策課

※身分証明書又は氏名・住所が記載された郵便物等を持参　
※平日の 9:00 〜 17:00


