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世界初！銃を除くあらゆる凶器から物理的に⾝を守ることが出来る防護盾型スタンガンです。

凶器を持った犯⼈にも毅然と対峙できる企画的な防護盾です。

並⾏輸⼊品にご注意ください。

■防護盾型スタンガンの特許はTMM社が権利取得しています。
■更に意匠登録もTMM社が権利取得しています。

■特許�第5851219号 ■発明名称「スタンガンを備えた楯」

■意匠登録�第1447461号 ■意匠に係る物品「スタンガン」

⽇本で開発されて⽇本とアメリカで販売された防護盾型スタンガンがどのようにして⽇本国

内で「並⾏輸⼊品」として販売されているのかを説明致します。

詳細ページを⾒る。

■TMM社公式オンラインストアを選択するメリット■
■初めての⽅のためのスタンガンの特徴と使⽤⽅法■

■⽇本初！TMMスタンガンの業務（プロ）⽤１年間完全保証システム■
■防護盾型スタンガンの製品（⽣産過程）に関する事前のお断りです。■

�防護盾型スタンガンのアルミニウム箔製の放電プレートに関する保管中の室内温度格差によ

る皺（しわ）、たわみ、剥がれ、気泡の発⽣などについて

■TMMスタンガン取扱説明書■
■TMMスタンガン正規輸⼊品保証ラベルを⾒る■
■TMMスタンガン定義する護⾝⽤（本物の）スタンガンの条件■
■TMMスタンガン⽣産の基本理念（コンセプト）■

■ ユーザー購⼊後から少なくとも３０年間の継続使⽤を基本ポリシーとしていますので、

１台でも所持していただくと、ほぼ⽣涯に渡り有事に際しての安⼼感を得られます。
�そのため、スタンガンのスパーク（放電）発⽣装置（電圧増幅回路）部品の交換を含

め、すべての部位で分解修理が出来るよう設計されています。

TMM�Online�Store�-�ティエムエムオンライン・ストア-�-�-�-�-�-�TMM社が運営する公式オンライン・ストアです。
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当社は本物の護⾝⽤品

を安⼼して購⼊できる

⽇本護⾝⽤品協会加盟

店です
［拡⼤写真］

M-372・イエロー

定価：
�93,450円（税込）

定価：
�89,000円（税別）

WEB価格：
�80,100円（税別）

WEB特別
�値下げ価格：
�58,800円（税別）

数量： 1
カートに⼊れる

世界初！ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）製防護盾型スタンガン世
界最強・最軽量の次世代ハイテク・スタンガンです。

�3タイプの中で中間サイズのタイプです。

このスタンガンは護⾝⽤です。玩具（オモチャ）ではありません。

防護盾型スタンガンのために新しく開発されたグリップ型スタンガンは

業務⽤（プロ⽤）仕様としてTMM社設計による「次世代最新鋭・電気
回路」を搭載しており確かな実⼒を確保しています。

スパーク⾳（放電⾳）は同じ１３０万ボルトのＳ−３１３、Ｓ−１６８

と⽐較するとおおよそ80%台に抑えて消費電⼒を軽減しています。
�更にスパーク（放電）速度をおおよそ３００%にアップして1回1回のス

パーク・エネルギー（熱量）を制御しポリカーボネート樹脂（PC）表
⾯の熔融やアルミニウム箔の放電プレートを焼き切るなどの難題を解決

しました。

特に⽇本⼑、槍（やり）、出刃庖丁、鉈（なた）、サバイバルナイフな

ど殺傷能⼒の⾼い凶器にも対応出来るよう堅牢な設計で安⼼です。

航空機客室の窓、特にジェット戦闘機のコックピットのキャノピー

（Canopy/⾵防）や防弾ガラスとしても使⽤されるポリカーボネート樹
脂（PC/Polycarbonate）厚さ４ミリを弧状（⼸なりのさま）に成形し
ておりピストル等の銃弾を除く如何なる凶器にも対応する強度を獲得し

ました。

特に盾型全⾯でスパーク（放電）する電気ショックで接触されると従来

スタンガンの２本の電極で受けるショックと異なり、⽣花（活花）で使

⽤する剣⼭で刺されたような異次元・激烈なショックで、正に⽣死を分

ける危機を救う性能・威⼒を確保しています。

従来のハンドタイプ、バトンタイプのスタンガンと異なり⾶躍的な防御

性能で防犯上で必要とされる、あらゆる施設・箇所で活躍します。特に

「⾮⼒な⼥性」でも屈強な襲撃犯を⼗分に撃退出来る威⼒・性能があ

り、万が⼀のための「消⽕器」と同様に⾃宅⽞関などに設置することを

お奨めします。

スタンガンを接触させた、その瞬間に犯⼈の攻撃（動き）を阻⽌出来る

レベルの防護性能の⾼いスタンガンが必要だ。とのご要望に応えるため

に開発されたTMM社の次世代ハイテク・スタンガンです。■意匠登

録、特許出願済�
�

安全スイッチ機能付ストラップ
�（引き抜くとスパークできなくなります。）

電極部 電導性アルミニウム箔（幅２５ミリ）を貼付加⼯

電源

９ボルトアルカリ電池２個使⽤
�（サービスでセットされています。）

�スイス軍ブランド９Ｖバッテリー
�１個／６４８円（税別）品番：Ｄ−１０１

�東芝製ニッケル⽔素充電池
�１個／１,５００円（税別）品番：Ｄ−２０１

重さ １，７８０ｇ（防護盾、スタンガンを含む）

サイズ
防護盾（ＰＣ） ⾼さ：60cm×幅：40cm×厚さ：4ミリ

スタンガン ⻑さ：２２０×φ６０ミリ（最⼤径）

電圧 １，３００，０００Ｖ

■TMM社がお勧めする出荷数量に基づく⼈気ランキング

〔第1位〕プラズマ-Xシールド・M1300KV/M−372・イエロー
�防護盾型スタンガンの総出荷数量のおおよそ半数がMサイズです。�⼥性にも楽に持てる軽さ、

操作性とちょうど良い⼤きさ（防護⾯のサイズ）であらゆるシーンで活躍します。
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定価（税込）：９３，４５０円
�定価（税別）：８９，０００円

ＷＥＢ価格（税別）：８０，１００円

ＷＥＢ特別値下げ価格（税別）：５８，８００円

製品保証期間：業務⽤（プロ⽤）仕様のため１年間です。

［拡⼤写真］

L-403・
�モノクローム

定価：
�110,250円（税込）

定価：
�105,000円（税別）

WEB価格：
�94,500円（税別）

WEB特別
�値下げ価格：
�68,800円（税別）

数量： 1 �

カートに⼊れる

世界初！ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）製防護盾型スタンガン世
界最強・最軽量の次世代ハイテク・スタンガンです。

�3タイプの中で⼀番⼤きいサイズのタイプです。

このスタンガンは護⾝⽤です。玩具（オモチャ）ではありません。

防護盾型スタンガンのために新しく開発されたグリップ型スタンガンは

業務⽤（プロ⽤）仕様としてTMM社設計による「次世代最新鋭・電気
回路」を搭載しており確かな実⼒を確保しています。

スパーク⾳（放電⾳）は同じ１３０万ボルトのＳ−３１３、Ｓ−１６８

と⽐較するとおおよそ80%台に抑えて消費電⼒を軽減しています。
�更にスパーク（放電）速度をおおよそ３００%にアップして1回1回のス

パーク・エネルギー（熱量）を制御しポリカーボネート樹脂（PC）表
⾯の熔融やアルミニウム箔の放電プレートを焼き切るなどの難題を解決

しました。

特に⽇本⼑、槍（やり）、出刃庖丁、鉈（なた）、サバイバルナイフな

ど殺傷能⼒の⾼い凶器にも対応出来るよう堅牢な設計で安⼼です。

航空機客室の窓、特にジェット戦闘機のコックピットのキャノピー

（Canopy/⾵防）や防弾ガラスとしても使⽤されるポリカーボネート樹
脂（PC/Polycarbonate）厚さ４ミリを弧状（⼸なりのさま）に成形し
ておりピストル等の銃弾を除く如何なる凶器にも対応する強度を獲得し

ました。

特に盾型全⾯でスパーク（放電）する電気ショックで接触されると従来

スタンガンの２本の電極で受けるショックと異なり、⽣花（活花）で使

⽤する剣⼭で刺されたような異次元・激烈なショックで、正に⽣死を分

ける危機を救う性能・威⼒を確保しています。

従来のハンドタイプ、バトンタイプのスタンガンと異なり⾶躍的な防御

性能で防犯上で必要とされる、あらゆる施設・箇所で活躍します。特に

「⾮⼒な⼥性」でも屈強な襲撃犯を⼗分に撃退出来る威⼒・性能があ

り、万が⼀のための「消⽕器」と同様に⾃宅⽞関などに設置することを

お奨めします。

スタンガンを接触させた、その瞬間に犯⼈の攻撃（動き）を阻⽌出来る

レベルの防護性能の⾼いスタンガンが必要だ。とのご要望に応えるため

に開発されたTMM社の次世代ハイテク・スタンガンです。■意匠登

録、特許出願済�
�

安全スイッチ機能付ストラップ
�（引き抜くとスパークできなくなります。）

電極部 電導性アルミニウム箔（幅２５ミリ）を貼付加⼯

電源

９ボルトアルカリ電池２個使⽤
�（サービスでセットされています。）

�スイス軍ブランド９Ｖバッテリー
�１個／６４８円（税別）品番：Ｄ−１０１

�東芝製ニッケル⽔素充電池
�１個／１,５００円（税別）品番：Ｄ−２０１

重さ ２，９８０ｇ（防護盾、スタンガンを含む）

サイズ 防護盾（ＰＣ） ⾼さ：100cm×幅：50cm×厚さ：4ミリ

〔第2位〕プラズマ-Xシールド・L1300KV/L−403・モノクローム�
業務⽤として事業所・⼤型施設・幼・保育園・学校などで活躍します。
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［拡⼤写真］

S-331・レッド

定価：
�77,700円（税込）

定価：
�74,000円（税別）

WEB価格：
�66,600円（税別）

WEB特別
�値下げ価格：
�39,800円（税別）

数量： 1 �

カートに⼊れる

世界初！ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）製防護盾型スタンガン世
界最強・最軽量の次世代ハイテク・スタンガンです。

�3タイプの中で⼀番コンパクト・サイズのタイプです。

このスタンガンは護⾝⽤です。玩具（オモチャ）ではありません。

防護盾型スタンガンのために新しく開発されたグリップ型スタンガンは

業務⽤（プロ⽤）仕様としてTMM社設計による「次世代最新鋭・電気
回路」を搭載しており確かな実⼒を確保しています。

スパーク⾳（放電⾳）は同じ１３０万ボルトのＳ−３１３、Ｓ−１６８

と⽐較するとおおよそ80%台に抑えて消費電⼒を軽減しています。
�更にスパーク（放電）速度をおおよそ３００%にアップして1回1回のス

パーク・エネルギー（熱量）を制御しポリカーボネート樹脂（PC）表
⾯の熔融やアルミニウム箔の放電プレートを焼き切るなどの難題を解決

しました。

特に⽇本⼑、槍（やり）、出刃庖丁、鉈（なた）、サバイバルナイフな

ど殺傷能⼒の⾼い凶器にも対応出来るよう堅牢な設計で安⼼です。

航空機客室の窓、特にジェット戦闘機のコックピットのキャノピー

（Canopy/⾵防）や防弾ガラスとしても使⽤されるポリカーボネート樹
脂（PC/Polycarbonate）厚さ４ミリを弧状（⼸なりのさま）に成形し
ておりピストル等の銃弾を除く如何なる凶器にも対応する強度を獲得し

ました。

特に盾型全⾯でスパーク（放電）する電気ショックで接触されると従来

スタンガンの２本の電極で受けるショックと異なり、⽣花（活花）で使

⽤する剣⼭で刺されたような異次元・激烈なショックで、正に⽣死を分

ける危機を救う性能・威⼒を確保しています。

従来のハンドタイプ、バトンタイプのスタンガンと異なり⾶躍的な防御

性能で防犯上で必要とされる、あらゆる施設・箇所で活躍します。特に

「⾮⼒な⼥性」でも屈強な襲撃犯を⼗分に撃退出来る威⼒・性能があ

り、万が⼀のための「消⽕器」と同様に⾃宅⽞関などに設置することを

お奨めします。

スタンガンを接触させた、その瞬間に犯⼈の攻撃（動き）を阻⽌出来る

レベルの防護性能の⾼いスタンガンが必要だ。とのご要望に応えるため

に開発されたTMM社の次世代ハイテク・スタンガンです。■意匠登

録、特許出願済�
�

安全スイッチ機能付ストラップ
�（引き抜くとスパークできなくなります。）

電極部 電導性アルミニウム箔（幅２５ミリ）を貼付加⼯

スタンガン ⻑さ：２２０×φ６０ミリ（最⼤径）

電圧 １，３００，０００Ｖ

定価（税込）：１１０，２５０円
�定価（税別）：１０５，０００円

ＷＥＢ価格（税別）：９４，５００円

ＷＥＢ特別値下げ価格（税別）：６８，８００円

製品保証期間：業務⽤（プロ⽤）仕様のため１年間です。

ＴＭＭスタンガンの動画がご覧になれます。�

�

〔第3位〕プラズマ-Xシールド・S1300KV/S−331・レッド
�コンパクトで携帯することを主な⽬的としており警棒・スタンガンと併⽤使⽤するプロユース

として活躍します。�
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電源

９ボルトアルカリ電池２個使⽤
�（サービスでセットされています。）

�スイス軍ブランド９Ｖバッテリー
�１個／６４８円（税別）品番：Ｄ−１０１

�東芝製ニッケル⽔素充電池
�１個／１,５００円（税別）品番：Ｄ−２０１

重さ １，１５０ｇ（防護盾、スタンガンを含む）

サイズ
防護盾（ＰＣ） ⾼さ：30cm×幅：40cm×厚さ：4ミリ

スタンガン ⻑さ：２２０×φ６０ミリ（最⼤径）

電圧 １，３００，０００Ｖ

定価（税込）：７７，７００円
�定価（税別）：７４，０００円

ＷＥＢ価格（税別）：６６，６００円

ＷＥＢ特別値下げ価格（税別）：３９，８００円

製品保証期間：業務⽤（プロ⽤）仕様のため１年間です。
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