
※1 

お使いの電話機につなぐだけで、様々な迷惑電話・FAXをブロックできます
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つないだ瞬間から迷惑電話を強力ブロック

（原寸大）

国内初※１

迷惑電話対策のパイオニアとして国内初の個人向け迷惑電話フィルタサービス「トビラフォン」を2011年にサービス化させ、高い精度の迷惑電話着信判別システム(特許取得)を実現し、株式会社ウィルコム(現ソフトバンク株式会社)と共
同で「迷惑電話チェッカー」を提供。 警視庁、千葉県警察、埼玉県警察、その他多くの自治体と共同で電話による消費者被害防止に取り組んでいます。

インターネット回線

モデル

インターネットの
接続が必要です。
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※2 高い迷惑電話判別率を維持するとともに、解約された電話番号や嫌がらせ・
イタズラで拒否された電話番号が迷惑電話番号リストに登録されない
ように安全面も配慮されています。また、誰か一人が拒否しただけでは
迷惑電話番号リストに登録されません。

未知の迷惑電話番号でも拒否できます

トビラフォン利用者全体で、未知の迷惑電話番号をブロック

トビラシステムズ独自調査 トビラフォン

管理サーバー

迷惑電話チェッカー
Y!mobile＜WX07A＞

① ① ① ①

②

公的機関
（警察・自治体）

③

トビラフォン利用者

① 迷惑電話情報を収集
③ トビラフォン利用者全体で迷惑電話番号リストを共有

② 情報を解析、常に最新の迷惑電話番号リストを維持
④ 未知の迷惑電話からの着信も拒否

本体のLED発光色により、ひと目で着信電話番号の安全度がわかる！

国内
初

④未知の迷惑電話番号
からの着信も拒否

利用者全体で
迷惑電話番号を共有

新聞

警察・自治体との実績メディア掲載情報

警視庁、千葉県警察、埼玉県警察など［警察］

［自治体］

トビラシステムズの管理するサーバーには公的機関（警察・自治

体）およびトビラフォン利用者から収集した迷惑電話の情報

が蓄積されています。（現在、迷惑電話番号は２万件以上登録

されています）その情報をもとに独自の迷惑電話解析技術※

2を駆使し、トビラフォン利用者全体で着信拒否設定とする迷

惑電話かどうかを解析します。（特許取得済）

その結果、トビラフォン利用者全体で着信拒否設定と判断

されると、まだその電話番号から着信していないトビラフォン

利用者にも着信拒否設定が適用されます。

この技術により、未知の迷惑電話番号を拒否することが可能

となります。もちろん、トビラフォン利用者全体で着信拒否設定

になった番号であっても、トビラフォン利用者は個別に着信

許可設定することが可能です。

最新の情報はホームページをご覧ください。

データベースの提供、使用などで連携しています。

未登録の
電話番号

安全度

ご自身で拒否登録した
電話番号

点灯安全度

トビラフォン契約者
全体で拒否登録した
電話番号

点滅安全度

トビラフォン契約者
全体で迷惑電話とし
て認識されつつある
電話番号

点滅安全度

許可登録した電話番号

点灯無灯

酒田市、米沢市山形県

和光市埼玉県

市川市、四街道市、柏市千葉県

西東京市、杉並区、三鷹市、武蔵野市、
狛江市、日野市、小平市

東京都

一宮市、岩倉市愛知県

名張市三重県

井原市岡山県

霧島市鹿児島県

青 黄 赤 赤



電話回線 インターネット電話機 電源

導入が簡単 Webを使ってさらに便利！

ご利用にあたっての面倒な設定は一切ありません。今お使いの

電話機にトビラフォンを接続※３※４するだけでスグに使い始める

ことができます。

線をつなげばスグ使えます

お使いのパソコン、スマートフォン、携帯電話から簡単に電話番

号の登録・編集が行えます。あらかじめよくかかってくる電話番

号を登録しておくことで、更にトビラフォンを快適にお使いいた

だけます。また、着信履歴も閲覧できますので外出時、活用して

いただけます。

パソコン・スマートフォンから簡単管理

患者さんに集中できるようになりました

愛知県／Aさん

お客様の声

トビラフォンが待機状態※5の時に「許可」または「拒否」ボタン

を押すと、あらかじめ登録されたメールアドレス※6へメールを送

信します。

大切なお子さまや離れて暮らすご家族の状況が分かり安心です。

安心お知らせメール！会社・店舗名表示機能

あらかじめ登録された約６００万件の会社名、店舗名の情報から

発信元の情報に一致する名称を表示します。

約600万件の情報をあらかじめ登録済み

※5 トビラフォンは一定時間何も操作がないと待機状態になります。
※6 登録できるメールアドレスは最大10件です。

または

本体背面

電話機 電話回線 インターネット 電源

電話回線

お使いの電話機

インターネット回線
（ルーターやハブ）

コンセント

生命保険や健康食品、投資話など聞いたことのないよ

うな会社からの電話が毎日のようにかかってきていて

迷惑していました。中には、断った途端ひどい言葉遣い

で脅してくるような電話もあり、妻は電話が怖くなって

しまいました。

以前は、電話機の機能を使って迷惑電話を1件1件着信

拒否登録していたのですが、操作も難しく電話番号が

次々と変わる手口には対処できませんでした。

トビラフォンを設置してからは、そのような電話はかか

ってこなくなり、非通知も拒否できるので安心して電話

に出ることができるようになりました。

月の料金もコーヒー１杯分と、とても良心的ですね。

本当に迷惑電話がなくなりました

入力したフリガナが
着信時にこのように表示されます

千葉県／髙橋先生
（よつ葉カイロプラクティック）

私は1人で仕事をしているので、電話が鳴れば施術中で

も手を止めて出なければなりません。その電話が迷惑

電話や迷惑ＦＡＸだったときには、憤りを感じることも

ありました。すぐにでも切りたい電話ですが、患者さんが

いらっしゃる手前あまり強い口調で断ることもできず、

結果として話が長くなってしまい なかなか電話を切るこ

とが出来ませんでした。

患者さんをお待たせることにもなりますし、迷惑電話

には本当に困っていました。

トビラフォンを付けてからは、予約の連絡や取引先から

などの必要な電話以外は自動的に拒否してくれるので、

より施術に集中できるようになり非常に満足しています。

インターネット回線を利用するため、ルーターやハブなどと接続する必要があります。※3
電話線（1m）、LANケーブル（2m）が付属します。※4



Q&A よくある質問

＜お取扱店＞

● 表示価格はすべて税別です。　● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　● 製品の仕様等は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

http://tobila.com http://tobilaphone.com

愛知県名古屋市中区錦 2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦 3F〒460-0003本社

東京都港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル 704B〒105-0004東京支店

2. 動作環境

ISDN回線で使えますか？Q.
A. ナンバーディスプレイに対応したターミナルアダプタ(TA)を利用し、TAのアナログポートへ接続した場合はご使用いただけます。

この場合は、TAと電話機の間にトビラフォンを接続してお使いいただきます。

どんな電話機でも使えますか？Q.
A. はい、一般的なアナログ回線電話機であればご使用いただけます。また、ナンバーディスプレイに対応していない電話機でもご使用いただけます。

但し、ビジネスフォン・ホームテレホン・ドアホン・ホームセキュリティをご利用される場合は、動作しない環境もありますのでホームページの「お問い合わせページ」よりご相談ください。

トビラフォンを設置しても電話機のナンバーディスプレイは表示されますか？Q.
A. はい。表示されます。

ひかり電話、ケーブルテレビ電話などのIP電話でも使えますか？Q.
A. はい、ご使用いただけます。

3. 製品について

着信拒否した時、相手にはどのように聞こえますか？Q.
A. 呼び出し音が鳴り続ける状態または着信拒否のメッセージを流すことができます。

※7 国際電話（一部）・インターネット電話・番号通知に非対応のIP 電話などの、発信者電話番号を通知できない電話。

非通知からの着信も拒否できますか？
はい、拒否できます。また、非通知以外に公衆電話や表示圏外※７からの着信も同様に拒否することができます。
但し、非通知の着信拒否設定は一括となります。個別の設定はできません。

Q.
A.

＜注意事項＞

＜利用条件＞

　 重要事項 （ ご購入前にご確認ください ）

① 番号表示サービス（ナンバーディスプレイ等）

② インターネット（ルーターやハブ等により、複数の端末〈パソコンなど〉がインターネットをご利用いただける環境）

① トビラフォンはすべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではございません。

② 最低契約期間は1年、契約更新は、自動更新（1年契約）となります。

ビジネスフォン、ISDN回線、ホームテレホン、ドアホンでご利用される場合は、動作しない環境もございますのでご相談ください。④

③ 送料は700円（北海道、沖縄県は1,000円）です。

訪問設置、出張サポートは行っておりません。メールまたはお電話でのサポートとなります。⑤

外形寸法

質量

電源

動作環境

同梱物

約100（幅）×70（奥行き）×15（正面側高さ）～47mm（背面側高さ）

約135g（MicroUSB 電源アダプターを除く）

AC 100V 50/60Hz

温度：5～35℃、湿度：45～85%（結露がないこと）

本体(トビラフォン)、MicroUSB電源アダプター、電話線、LANケーブル、取扱説明書

ピーク時：3W以下

待機時：0.2W以下

■ 主な仕様
拒否登録件数

許可登録件数

安心お知らせメール

10,000件

10,000件

○（登録メールアドレス 最大10件）

100件

16文字×2行

着信履歴保存件数

LCD表示

A15-0046001
認証番号

ナンバー・ディスプレイ対応JATE 財団法人電気通信端末機器審査協会 T

消費電力

1. 料金

2年目以降の利用料金の支払い方法は？Q.
A. 2年目以降ご契約を継続する場合、クレジットカード決済をご選択の場合はご登録カードにて決済、代金引換決済の場合はコンビニ払い用紙を送付いた

します。

料金を教えて下さいQ.
A. 初期費用 9,800円(税別)

初期費用には迷惑電話フィルタサービス利用料金1年分が含まれます。
2年目以降の迷惑電話フィルタサービス利用料金は以下の通りです。

迷惑電話フィルタサービス 利用料金

1年目 2年目 3年目 4年目以降

3,600円
(月々300円)

3,600円→1,200円
(月々100円)

3,600円→1,200円
(月々100円)

販売価格に
含まれます。

(月々0円)

キャンペーン価格
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