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掲載のない商品もお問い合せください。
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デジタルカメラ 4811

撮影フィールドを広げる、全天候型一眼レフ
ISO感度102400
ハイブリットAF

ローパスフィルタレス

リコー
PENTAX K-70(ブラック)DA18-55mmWRレンズオリジナルセット
G11211731 税込組価99,800円 本体価格90,728円 

消費税9,072.8円
❶3.0型液晶❷約628g（本体）❸125.5×74×93㎜❹バッテ
リ/充電アダプタ/ストラップ●ISO感度102400●約2424万
画素●天体追尾撮影可●アウトドアモニタ/赤色画面表示●防
塵・防滴構造ボディ、耐寒－10℃●専用アプリでスマートデバ
イスとWi-Fi連携

デジタルカメラ 4812

世界最軽量小型ボディーに充実した基本機能
約2410万画素

常用ISO感度最高25600
瞬間ライブビュー撮影

キヤノン
EOS Kiss X10(ブラック) レンズキット・ダブルズームキット
80424551

 EOS Kiss X10（BK) レンズキット

税込組価82,500円 本体価格75,000円 
消費税7,500.0円

80424568
EOS Kiss X10（BK) ダブルズームキット

税込組価115,500円本体価格105,000円 
消費税10,500.0円

❶3.0型TFT式カラー液晶❷約402g（本体）❸約122.4×
92.6×69.8mm❹バッテリパック、バッテリチャージャー、ネッ
クストラップ●レンズキットは[EF-S18-55mm F4-5.6 IS 
STM]が、ダブルズームキットはさらに[EF-S55-250mm 1：
4-5.6 IS STM]が付属

デジタルカメラ 4813

持ち運びやすいコンパクトなミラーレス
コンパクトでスリム
スマホ感覚の簡単操作
約2410万画素／DIGIC8

キヤノン
EOS M200ホワイト 15-45レンズキット
EOSM200WH-1545ISSTMLK
80508916 税込組価79,750円 本体価格72,500円 

消費税7,250.0円
❶ワイド3.0型TFTカラー液晶 ❷約262ｇ(本体)❸108.2×
67.1×35.1mm❹EF-M15-45/3.5-6.3 IS STM(SL)レン
ズ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ネックストラップ
●約2410万画素●高精細4K動画●キヤノンンEF-Ｍ、EF、
EF-Sレンズﾞ群が使用可能（一部オプション必要）

デジタルカメラ 4821

高画質タフカメラの決定版
防水・防塵、耐衝撃
耐荷重・耐低温
水中撮影モード

オリンパス
Tough TG-6 ブラック
80480069

TG-6 BLK

税込組価58,300円 本体価格53,000円 
消費税5,300.0円

80181324
LG-1（LEDライトガイド）

税込組価5,200円 本体価格4,728円 
消費税472.8円

❶3型液晶❷253g（付属充電池およびメモリーカード含む）❸
113㎜×32.4㎜×66㎜❹USBケーブル、ハンドストラップ、リチウ
ムイオン充電池、USB-ACアダプタ●水深15mの水中撮影も可
能な高いタフ性能●F2.0の明るい高性能ズームレンズを搭載●
Wi-Fi機能搭載●別売のLG-1使用でミクロな世界の撮影が可能

（LG-1）

デジタルカメラ 4822

1㎝マクロから広角・高画質の4K動画も！
約2000万画素/光学5倍
4K動画撮影
1㎝マクロ

リコー
RICOH WG-6 オリジナル広角レンズセット
G11436523 税込組価69,800円 本体価格63,455円 

消費税6,345.5円
❶3.0型液晶❷約118.2×65.5×33.1mm（本体）❸約219g（本
体）❹バッテリ/充電アダプタ/USBケーブル/ストラップ/マクロス
タンド●カメラ内で簡単動画編集可能：HDMI端子タイプD●手ぶ
れ補正Movie SR +●調光可能な強力リングライト搭載●広角レ
ンズDW-5・リモコンO-RC1・バッテリDB-110を1本追加セット

デジタルカメラ 4823

被写体人数に合わせて自動でズーム！
光学8倍ズーム

高速オートフォーカス
シーンを自動で認識

キヤノン
デジタルカメラ IXY 200（SL)
80508930 税込組価17,050円 本体価格15,500円 

消費税1,550.0円
❶2.7型TFTカラー液晶 ❷111ｇ(本体)❸95.2×54.3×
22.1mm❹リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャー
ジャー●約2000万画素●被写体人数をカメラが判断し、自動
でズームイン・ズームアウト●こだわりオート機能は32シーンを
認識●多彩な効果がかんたんに楽しめる「豊富な撮影モードﾞ」

アクションカメラ 4831

超高性能センサー搭載のHERO9
TimeWarp３.０
8倍スローモーション
ビデオ：5K30

GoPro
HERO9BLACK(CHDHX-901-FW)
80609668 税込組価64,900円 本体価格59,000円 

消費税5,900.0円
●Hypersmooth3.0を搭載し、手ぶれ補正で究極の滑らかさ●
最大5Kの解像度で驚異的な品質のビデオが撮影できます●プロ
レベルの鮮明な20MPの写真を実現●ウェブカメラモードで1080
ｐフルHDで配信可能●1.4インチのフロントディスプレイが搭載
●10ｍの防水●サイズ：W70×H50×D33ｍｍ●重量：約120ｇ

全天球カメラ 4832

360°4K高画質動画や空間音声記録を実現
全天球イメージ撮影
360°4K動画
360°空間音声

リコー
RICOH THETA V　３年保証モデル
80191958 税込組価60,800円 本体価格55,273円 

消費税5,527.3円
❷約121g❸幅45.2×高さ130.6×奥行き22.9mm❹バッテリー内
蔵、充電用USBケーブル●ISO100 ～3200（静止画）～6400（動
画、ライブストリーミング）●撮影距離約10cm～●マニュアル補正
●内蔵メモリ約19GB●microUSB2.0●音声付動画撮影最大約
130分●無線LAN、Bluetooth対応●専用無償スマホアプリ有

赤外線サーモグラフィカメラ 4833

撮影画像はFLIR Igniteで簡単クラウド保管
IP54の防水・防塵構造
画像補正機能MSX
無償クラウドサービス

ＦＬＩＲ
FLIR C3-X
80642214 税込組価99,800円 本体価格90,728円 

消費税9,072.8円
❶3.5型液晶❷約190g❸134x84x24mm❹ストラップ/USBケー
ブル/ポーチ●サーモ解像度128x96●内部メモリ保存(画像5000
枚)●最短焦点距離10cm●ー20～300℃の温度範囲計測可●温度
情報付サーモ画像(JPEG)、デジタル画像も同時保存可●LEDフラッ
シュライト●Wi-Fi対応●Wi-Fi経由でFLIR Igniteクラウド接続可

ご注文時に最終使用者確認書を
ご提出ください

三脚 4841

３WAY雲台付きで背が高い超軽量三脚
パイプ径20ｍｍ
段数：4段
水準器付き

SLIK
スプリント L110
80631553 税込組価23,100円 本体価格21,000円 

消費税2,100.0円
●パイプはアルミ+マグネシウム合金製パイプで軽量で強い●脚パ
イプには立体成型のラバーグリップ●ローポジションのセットが簡
単●カメラの取付はクイックシュー式●全高：1605mm●エレベー
ター下げ全高:1305mm●地上最低高：165mm●縮長：475mm
●最大搭載質量：2kg●付属品：三脚ケース●質量：約1180g

三脚 4842

軽量さとコンパクトさを実現

ベルボン
ＵＴ-３ＡＲ
80555057 税込組価13,400円 本体価格12,182円 

消費税1,218.2円
●質量約786ｇ、縮長が295ｍｍのコンパクトデザインで持ち
運びに重宝します●全高：1355ｍｍ（ＥＶ含む）：1182ｍｍ（ＥＶ
含まず）●最低高：360ｍｍ●段数：5段●推奨積載質量：1.5kｇ
●クイックシューＱＢ-3ＡＳ付き●雲台：一体型（外れません）●
専用ケース付き

ドローン 4843

6Kカメラ搭載・最大40分飛行可能
6K/4Kカメラ

最大伝送距離5.5㎞

 

AUTEL
EVO II Pro Rugged Bundle
102000211
80652572 税込組価264,000円本体価格240,000円 

消費税24,000.0円
●最大飛行時間：40分●全方向障害物検知センサー●1インチ
CMOSセンサー搭載(有効画素数：2000万画素)●内部記憶容量（ス
トレージ） 8GB●32GB～最大256GBのmicroSDに対応●広げ
た状態：424x354x110mm（長さ×幅×高さ）※折りたたみ可能●
重さ：約1174ｇ●最大伝送距離5.5㎞●最大飛行速度72km/h
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税込組価 6,090円
本体価格 /消費税 5,537円 /553.7 円
コンテンツ 注文番号 型番
ドイツ語DL 80340806 XS-SS04DL-B
フランス語DL 80340813 XS-OH29DL-B
中国語DL 80340820 XS-SH24DL-B
イタリア語DL 80340837 XS-SH25DL-B
スペイン語DL 80340844 XS-HA09DL-B
韓国語DL 80340868 XS-SH26DL-B
ロシア語DL 80340882 XS-SA28DL-B
ポルトガル語DL 80340905 XS-HA10DL-B
理化学DL 80340929 XS-IW07DL-B
福祉用語DL 80340936 XS-CD06DL-B

※SX/SRシリーズ以外(XD-Z、XD-G、XD-Yなど)の、電子辞書
には使えません。

SX/SRシリーズ専用の追加コンテンツ

https://online.univ.coop/catalog/

4943

Microsoft HoloLens
に関する情報

追加コンテンツ(ダウンロード版) 4921

電子辞書 4911

研究・翻訳向けプロフェッショナルモデル
ランダムハウス英和大
日本国語大辞典
日本語大シソーラス

ＣＡＳＩＯ
XD-SX20000
80526576 税込組価58,000円 本体価格52,728円 

消費税5,272.8円
●ランダムハウス英和大辞典/リーダーズ英和・プラス/新英和
大・新和英大・英和活用大辞典/オックスフォード新英英・現代英
英辞典/ロングマン現代英英辞典・英語アクティベータ/ブリタ
ニカ国際大百科事典/日本大百科全書（ニッポニカ）/精選版日
本国語大辞典/広辞苑第7版/日本語大シソーラス他

電子辞書 4912

英語のエキスパートモデル
本格英和・和英・英英
論文・スピーチ英語
TOEIC対応

ＣＡＳＩＯ
AZ-SX9800
80526507 税込組価37,000円 本体価格33,637円 

消費税3,363.7円
●研究社新英和・新和英大辞典・英和活用大辞典/リーダーズ
英和辞典第3版・プラス/ジー二アス英和大辞典/200万語専門
用語英和・和英大辞典 /オックスフォード新英英・現代英英・類語
辞典/TOEICテスト公式問題集/TOEFLテストパーフェクトボ
キャブラリー●デジタル大辞泉●ブリタニカ国際大百科事典他

電子辞書 4913

理化学の専門コンテンツ収録の理系モデル
岩波理化学辞典収録
論文・スピーチ英語
TOEIC対応

ＣＡＳＩＯ
AZ-SX9850
80526521 税込組価37,000円 本体価格33,637円 

消費税3,363.7円
●岩波理化学辞典/研究社理化学英和辞典●リーダーズ英和辞
典第3版・プラス/ジー二アス英和大辞典/自然科学系英和・和英
大辞典/200万語専門用語英和・和英大辞典/研究社英和活用
大辞典/TOEICテスト公式問題集/TOEFLテストパーフェクトボ
キャブラリー●デジタル大辞泉●ブリタニカ国際大百科事典他

電子辞書 4922

医学プロフェッショナルモデル
ステッドマン医学大
ステッドマン医学英英
南山堂医学大辞典

ＣＡＳＩＯ
AZ-SX5900MED
80526545 税込組価88,000円 本体価格80,000円 

消費税8,000.0円
●ステッドマン医学大辞典改訂第6版・医学英英辞典/南山堂医学
大辞典第20版/医学英和大辞典第12版/プラクティカル医学略語
辞典第6版/【電子辞書版】今日の治療薬2018/今日の臨床検査
2017-2018/医療の英会話/リーダーズ英和辞典第3版・プラス/
自然科学系英和大・和英大辞典/広辞苑/ブリタニカ国際大百科

カラ－グラフ関数電卓 4923

様々な描画解析で授業や実験等、幅広く活躍
3Dグラフ機能搭載
最大61,000バイトRAM
関数・機能1,200以上

ＣＡＳＩＯ
ｆｘ-CG50-N
80196038 税込組価19,800円 本体価格18,000円 

消費税1,800.0円
●関数計算●行列計算●ベクトル計算●統計計算●ｅ-Activity
機能●表計算●２Dグラフ●３Dグラフ●ダイナミックグラフ●
テーブル機能●漸化式●円錐曲線グラフ●方程式 ●プログラ
ム機能●財務計算●PCリンク機能●幾何●ピクチャープロット
機能●周期表●QRコード機能●試験モード対応　他

①3Dグラフ機能
立体断面の可視化
平面で切断した切り
口がわかる

②2Dグラフ機能
グラフ描画・解析
数式やデータから多
彩なグラフを表示

翻訳機 4931

翻訳機を超えた、夢のAI通訳機
オンライン翻訳機
双方向翻訳
カメラ翻訳機能

ソースネクスト
ポケトークSシリーズ グローバル通信（2年）付き 
80510056

ポケトーク S ブラック PTSGK

税込組価32,780円 本体価格29,800円 
消費税2,980.0円

80603895
ポケトーク S Plus ホワイト PTSPGW 

税込組価34,980円 本体価格31,800円 
消費税3,180.0円

●55言語間の音声とテキストによる通訳機能●言語ごとに
最適なクラウド上のエンジンで翻訳●世界133の国と地域
で使える専用グローバル通信2年付き(内蔵eSIM)●リアカメ
ラ800万画素オートフォーカス●メモリ：ROM ８GB／RAM 
1GB●画面S:2.8インチS Plus:3.97インチ

S PlusS

製品ＨＰ

VRデバイス 4932

視線の追跡で研究シーンを拡げる最新VR
3DCAD
研究・開発
教育・研修

HTC
VIVE PRO Eye 大学生協オリジナルモデル
G11418123 税込組価193,500円本体価格175,909円 

消費税17,591.0円
●大学生協限定セット内容：VIVE PRO EYE本体（型番99HARJ006-00）、
スタンド×2、雲台×2●両眼の動きを追跡・解析により、視線の移動履歴、注視
した場所の測定（ヒートマップ作成）・視線を元にした操作可能●ご購入前にPC
システム要件ご確認ください→https://www.vive.com/jp/support/vive-
pro-eye/category_howto/what-are-the-system-requirements.html

ARデバイス 4933

ハンズフリーで、映像と音声を共有可能
高輝度有機ＥＬパネル
Wi-Fi、Miracast対応
ヘッドセット６９ｇ

エプソン
MOVERIO
BT-300
80597736 税込組価76,980円 本体価格69,982円 

消費税6,998.2円
●パネル画素数1280×720ドット（HD）　●仮想画面サイズ320型相当
(仮想視聴距離20m時)　●対応動画MP4 (MPEG4/H.264+AAC)、
MPEG2 (H.264+AAC)、VP8　●内部メモリー(メイン2GB、ユーザー
16GB)　●外部メモリーmicroSD（最大2GB）、microSDHC（最大
32GB）●ヘッドセット重量約69g　寸法191×178×25㎜

←事例の詳細は
こちらをご覧ください

Ai対応オートメモ 4941

自動でテキスト化するAI対応ボイスメモ
AIで自動テキスト化
保存件数は無制限
72言語対応

ソースネクスト
AutoMemo
G11493557

AutoMemo  大学生協オリジナル 100時間パック

税込組価33,800円 本体価格30,728円 
消費税3,072.8円

80666081
AutoMemo  追加 100時間チャージ

税込組価14,000円 本体価格12,728円 
消費税1,272.8円

●100時間分の音声録音データを自動テキスト化●専用アプリ
で録音ファイルをテキストと音声の両方で確認可能●録音ファ
イルとテキストをメール転送可能●録音データ・テキストをクラウ
ド上に無制限に保存●別売ケーブルでWEB会議の議事録にも
対応可能●サイズ:幅41×奥行12×高さ130mm●重量:約86g

製品紹介動画
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掲載のない商品もお問い合せください。：カラーユニバーサルデザイン対応CUD

リアル会議で、話者の席移動不要！ワンプッシュで簡単画面共有
ワイヤレスプレゼンツール

Panasonic
WirelessPresentationSystem
TY-WPS1（本体+送信機×2セット）

【セット内容】受信機×1、送信機×2、専用ケース×1●最大出力解像度(HDMI出力)：受信機1080/60p、2160/30p、送信機 
1080/60p●最大同時接続数：32台●最大同時投影数：4台●外形寸法:受信機120x26x81mm（アンテナ除く）、送信機 
51x21x73mm（ケーブル除く）●マルチデバイス対応●音声送信対応●SIAA抗菌加工●質量：本体約181g,子機約110g

注文番号
80605202

TY-WPB1（送信機×1）
注文番号

80605219税込組価199,800円 本体価格181,637円
消費税18,163.7円 税込組価49,900円 本体価格45,364円

消費税4,536.4円

5042

アプリ不要
最大4台同時投影
マルチデバイス対応

抗菌仕様

高精細な
4分割同時表示
【4Kサイズ実現】

モバイルもOK
Apple社純正

DIGITAL AVアダプタが必要
最大３２台
送信機接続が可能

ビデオ会議/Web会議システム
導入相談承ります

ビデオ会議/Web会議システム
導入相談承ります

ビデオ会議システム/Web会議システム 5023

タッチパネル液晶ディスプレイ 5011

ホワイトボード機能内蔵　4KタッチFPD
65V型大画面LED
ホワイトボード機能
PCアウト端子装備

Panasonic
65V型タッチスクリーン液晶ディスプレイ
TH-65BQ1J

501 税込組価599,800円本体価格545,273円 
消費税54,527.3円

●4K(3,840×2,160)●最大輝度500cd/㎡●最大20点タッチ●赤外
線遮断方式●映り込み軽減●入力：HDMI×3、DVI-D、Display Port、
PC、音声、LAN、USB、スロット●出力：HDMI、音声●スピーカー内臓
(20W)●1,495×908×105mm●約43.4kg●ケーアイシー製スタン
ド付属●搬入、設置費なしモデルもご用意しています。詳細は店舗まで

設置費込み

4K

タッチパネル液晶ディスプレイ 5012

フロントスピーカー付きタッチディスプレイ
65V型大画面LED
フロントスピーカー同梱

 

Panasonic
ＪＯＩＮＢＯＡＲＤ
TH-65BFE1J

502 税込組価508,000円本体価格461,819円 
消費税46,181.9円

●フルHD(1,920×1,080)●最大輝度400cd/㎡●最大10点マル
チタッチ●赤外線遮断方式●映り込み軽減●入力：HDMI×2、DVI-D、
PC、音声、USB●出力：音声●ペン１本、外部フロントスピーカー同梱
(16W)●1,490×948×106mm●約46kg●ケーアイシー製スタン
ド付属●搬入、設置費なしモデルもご用意しています。詳細は店舗まで

設置費込み

CUD

タッチパネル液晶ディスプレイ 5013

4K抗菌インタラクティブフラットパネル
大画面4K LED
SIAA抗菌ガラス
スタンド・設置費込み

BenQ
インタラクティブフラットパネル
RP02シリーズ

503
RP6502-STD

税込組価640,000円本体価格581,819円 
消費税58,181.9円

504
RP7502-STD

税込組価872,000円本体価格792,728円 
消費税79,272.8円

●4KUHD （3840x2160）●最大20点タッチ●輝度 350cd/ ㎡ 
以上● HDMI×3 、 USB Type C×1 、DisplayPort×1 、 D-sub
×1 ● SIAA 認証取得の抗菌ガラス採用●共栄商事製スタンド付
属●直送設置費用込み。設置場所によって追加費用がかかる場合が
あります。● 86V 型モデルもご用意しています。詳細は店舗まで。

液晶ディスプレイ 5021

薄型・軽量4K/HDR対応 50型液晶モニター
50型/3840×2160
VAパネル/UltraHD

HDR対応

JAPANNEXT
JN-HDR500V4K
80631560

JN-HDR500V4K（モニターのみ設置含まず）

税込組価65,800円 本体価格59,819円 
消費税5,981.9円

505
JN-HDR500V4KJRF-KUMI（モニター＆スタンド&設置）

税込組価134,800円本体価格122,546円 
消費税12,254.6円

●50型/3840×2160　UltraHD ●10億7000万色 ●
270cd/㎡ ●5000:1 ●上下、左右:178  ゚●W1125×D255
×H706mm（液晶のみ） ●接続:HDMI×3 ●付属:HDMIケー
ブル●2年保証、VESAマウント対応（200×200mm）●移動
式スタンド（設置込み）※設置先が沖縄→別途料金発生

液晶ディスプレイ 5022

研究室利用に最適な液晶モニター
4K　3,840×2,160
3年間現地出張修理
チューナーレスモデル

ソニー
チューナーレス液晶モニター

506
FW-55BZ40H/BZM

税込組価184,000円本体価格167,273円 
消費税16,727.3円

507
FW-65BZ40H/BZM

税込組価298,000円本体価格270,909円 
消費税27,091.0円

●コントラスト比6000:1●視野角上下左右178°●USBx2、
HDMIx4、ビデオ入力●輝度620cd/㎡●IEEE802.11ac/a/b/
g/n●HTML5対応●標準スタンド,リモコン,単4形乾電池(2個),電
源コード、転倒防止用固定べルトー式,壁掛け用アタッチメント,ケー
ブルクランバー,USBメモリ,簡易マニュアル付属　●送料別途

https://www.sony.jp/bravia-biz/
products/FW-BZ40H_BZ/

4K

ワイヤレス接続ユニット 5032

ミラキャスト
画面拡張・複製
4K対応

マイクロソフト
4K Wireless Display Adapter
UTH-00036
80617670 税込組価8,990円 本体価格8,173円 

消費税817.3円
●パソコンやスマホの画面を、ワイヤレスで4K対応テレビやモニターに大画面共有●Wi-Fi やアプリが不要、簡単に大画面へ(複
製／拡張) 可能●接続端子：HDMI×1、USB×1（給電用）●対応：Miracast 対応の Windows 10 デバイス、Android デバイ
ス●重さ約65ｇで持ち運びにも便利●保証1年

●手元のデバイス画面をTVやモニターにワイヤレスで複製・拡張
①本製品をTVやモニターのHDMIとUSB-Aに接続
②デバイス側の【接続】設定画面から「Display Adapter」を選択

ワイヤレスプレゼンツール 5043

ボタンをクリックするだけで画面共有できます！
マルチデバイス対応
簡単に導入

ソフトウェアインストール不要

Barco
ClickShare
G11411193

CSE-200 コラボスイート

税込組価341,000円本体価格310,000円 
消費税31,000.0円

[セット内容]ClickShareベースユニット、ClickShareトレ
イ、ClickShareボタン×4●出力スクリーン数：1●最大同時
接続数：16●最大同時投影数：2●出力解像度：1920×1200
（HDMI）●質量：本体約600g、子機約123g

プロジェクタ 5111

わずか1mの短距離で100インチの大画面！
3400ルーメン
リアルWXGA
2.6kg

BenQ
MW826ST
80190586 税込組価79,800円 本体価格72,546円 

消費税7,254.6円
●投映方式：DLP●高輝度３４００ルーメン●高コントラスト比
２００００：１●SmartEco™技術でランプ寿命と省電力を最適
化●オプション品電子黒板キット（PW02）を使用すればインタ
ラクティブな使い方も可能●塵埃の侵入を防ぐカラーホイール
センサー付●サイズ：幅２３７ｘ奥行２９６ｘ高さ１１６mm

プロジェクタ 5112

超短焦点で密を避けた授業スタイル！
WXGA
3,800lm
超短焦点

エプソン
EB-L200SW
80624753

EB-L200SW

税込組価169,900円本体価格154,455円 
消費税15,445.5円

80624760
ELPAP11

税込組価11,630円 本体価格10,573円 
消費税1,057.3円

●カラーが明るい３ＬCD方式●レーザー光源採用●コントラスト
比2,500,000：1●サイズ:幅325×奥行337×高さ90mm●16W
スピーカー内蔵●画像の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』機
能●無線LANに標準対応（無料アプリ「Epson iProjection」を
使って簡単ワイヤレス投写が可能）●HDMIケーブル同梱

無線LAN ユニット（オプション）
ELPAP11
※本体は無線 LAN に標準対応しています。

プロジェクタ 5113

あの超短焦点がさらに進化、机上投影も可能
3500ルーメン（4152）
3600ルーメン（4153）

 

リコー
RICOH PJ WX4152NI 4153N
80642122

RICOH PJ WX4153N

税込組価174,900円本体価格159,000円 
消費税15,900.0円

80171196
RICOH PJ WX4152NI< インタラクティブモデル>

税込組価198,600円本体価格180,546円 
消費税18,054.6円

511
アーム型机上投影金具 KIC EA-111D-T

税込組価50,730円 本体価格46,119円 
消費税4,611.9円

●DLP方式●台形補正●無線LAN対応●起動3秒●壁から
11.7cmで48インチ、24.9cmで80インチ投写●同梱電子ペ
ンで投写面へ書込み、PC保存可能、事前セットアップ不要（イ
ンタラクティブモデルのみ）●サイズ：幅257×奥行144×高さ
221mm●質量：3.0kg（4152）3.1kg（4153）

プロジェクタ 5121

ワイヤレスで投写可能な軽量モバイル！
3200ルーメン
リアルＷＸＧＡ
1.8㎏

エプソン
ＥＢ－１７８５Ｗ
80170151 税込組価155,600円本体価格141,455円 

消費税14,145.5円
●カラーが明るい3LCD●コントラスト比10,000:1●自動タ
テヨコ補正●オートフォーカス機能●手をかざす動作でスライ
ド操作が可能「タッチプレゼンター」搭載●スクリーンミラーリ
ング対応(ワイヤレス投写可能)●ソフトキャリングケース付●
サイズ幅292×奥行213×高さ44mm●質量1.8㎏

プロジェクタ 5122

人気のWXGAモデル。使い易い機能を凝縮！
WXGA

3,700ルーメン
2.5kg

エプソン
液晶プロジェクター
EB-W06
80605196

EB-W06

税込組価61,010円 本体価格55,464円 
消費税5,546.4円

80185223
ソフトキャリングケース ELPKS69

税込組価5,200円 本体価格4,728円 
消費税472.8円

●カラーが明るい３ＬCD方式●コントラスト比16,000：1●縦
自動台形補正●スライド式ヨコ台形補正●スライド式レンズカ
バー●サイズ：幅302×奥行234×高さ77㎜●『ホーム画面』搭
載でメニューの選択・実行が簡単●USBディスプレイ機能搭載
●RGBケーブル同梱●無線LANオプション対応（ELPAP11）

プロジェクタ 5123

高品質ガラスレンズ採用フルHDモデル
3,800ルーメン

フルHD(1920x1080)
2.3kg

BenQ
DLPプロジェクタ
MH560
80620373 税込組価79,800円 本体価格72,546円 

消費税7,254.6円
●投影方式：DLP●高輝度3,800ANSIルーメン●コントラスト比
20,000:1●画像入力：D-Sub端子x1、HDMI端子x2、コンポジット
RCA端子x1、S端子x1●10Wスピーカー搭載●大画面の動画で
もはっきり見えるフルHD対応●自動台形補正(垂直40度)●天吊金
具：CMP-80(別売)●本体サイズ(W×H×D)mm：296x120x221

プロジェクタ 5131

複数端末を同時接続、マルチ投写で快適プレゼン
3700/3800ルーメン
リアルWXGA/WUXGA
MultiPresenter機能

NEC
ME372/382無線LANクミ
G11410561

ME372無線 LANセット

税込組価95,100円 本体価格86,455円 
消費税8,645.5円

G11410554
ME382無線 LANセット

税込組価132,500円本体価格120,455円 
消費税12,045.5円

●3LCD方式●「複数端末同時接続」や「マルチ画面投写」が
可能なMultiPresenter機能搭載●無線LANユニットセットモ
デル●最長15,000時間の長寿命ランプ搭載●4K入力対応
●ソフトケース付●幅345×奥行261×高さ104.6（mm）●質
量3.2kg(ME372)3.5kg（ME382）

ME382

ME372

プロジェクタ 5132

手のひらサイズ いつでもどこでも簡単に！
600ルーメン
リアルWXGA
LED光源

リコー
RICOH PJ WXC1110
80265178 税込組価85,350円 本体価格77,591円 

消費税7,759.1円
●単板DLP方式●台形補正●アナログRGB出力、HDMI/MHL入力
●microSD/SDHC（最大32GB）、USBメモリ2.0（最大64GB）対
応●LED光源（寿命約20,000時間）●1.5wスピーカー内蔵●コント
ラスト比40000:1●上下左右360度投影●壁から86ｃｍで50イン
チ投影●サイズ：幅112.5×奥行105×高さ40.5mm●質量：約450g

プロジェクタ 5133

携帯に便利な小型・軽量ボディー
PCレスで簡単プレゼン
バッテリー２時間駆動
iPhoneに充電ができる

キヤノン
Ｃ－１３Ｗ
80509784 税込組価54,780円 本体価格49,800円 

消費税4,980.0円
●120×120×33mm 410ｇ(本体)●130 lm●WVGA●Full HD●最
大97インチ（3m）●Android OS搭載、WiFi環境下でWeb上のコンテン
ツが投写可能●縦方向を自動台形補正●データ保存可能な4GB内蔵メ
モリ●MicroSD、USBメモリー接続可能●USB端子はTypeA●HDMI
端子でPCやスマホから投写●バッテリー投写時は明るさ50%以下

移動中でも充電可能

プロジェクタ 5141

コンパクトサイズで高画質・ワイヤレス機能搭載！
FullHD
1,000lm
レーザー光源

エプソン
EF-11
80653166 税込組価89,000円 本体価格80,909円 

消費税8,091.0円
●カラーが明るい３ＬCD方式●レーザー光源採用●コントラス
ト比2,500,000：1●サイズ:幅175×奥行175×高さ58mm
●質量1.2㎏●1.5Wスピーカー内蔵●タテ自動台形補正機
能、ヨコ手動台形補正機能対応●360度設置可能●レーザー
光源採用で電源を入れてすぐに点灯

プロジェクタ 5142

A5サイズ水銀フリープロジェクタ
2000ルーメン
WXGAリアル

A5サイズ重さ約1.1kg

ＣＡＳＩＯ
プロジェクター
CX-F1
80656280

CX-F1-NB（ネイビー）

税込組価181,280円本体価格164,800円 
消費税16,480.0円

80656297
CX-F1-RD（レッド）

税込組価181,280円本体価格164,800円 
消費税16,480.0円

●2000ルーメンでA5サイズ、世界最小・最軽量を実現。(2021
年1月11日時点、ISO/IEC 21118またはJIS X 6911準拠で明
るさ2000ルーメン以上のプロジェクターとして、同社調べ)●本
体サイズ：215(幅)×43(高さ)×152(奥行)mm。重量：約1.1kg●
縦・横台形補正●光学1.2倍ズーム●1Wスピーカー●無線投映

書画カメラ 5143

光学12倍ズームで細かな部位も鮮明に
光学12倍ズーム
フルハイビジョン対応
CMOS 約200万画素

エプソン
ELPDC21
80119594 税込組価71,100円 本体価格64,637円 

消費税6,463.7円
●サイズ：幅270×奥行328×高さ502㎜(セットアップ時)●重
量約2.6㎏●CMOS200万画素●ズーム：光学12倍／デジタル
10倍／アーム可動ズーム3倍●フルハイビジョン対応●LED×
2（250ｌｘ）●キャリングケース付属●内蔵メモリやＳＤカードに
保存が可能●PCレスで撮像画面に書込めるマーカー機能搭載
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掲載のない商品もお問い合せください。：カラーユニバーサルデザイン対応CUD

リアル会議で、話者の席移動不要！ワンプッシュで簡単画面共有
ワイヤレスプレゼンツール

Panasonic
WirelessPresentationSystem
TY-WPS1（本体+送信機×2セット）

【セット内容】受信機×1、送信機×2、専用ケース×1●最大出力解像度(HDMI出力)：受信機1080/60p、2160/30p、送信機 
1080/60p●最大同時接続数：32台●最大同時投影数：4台●外形寸法:受信機120x26x81mm（アンテナ除く）、送信機 
51x21x73mm（ケーブル除く）●マルチデバイス対応●音声送信対応●SIAA抗菌加工●質量：本体約181g,子機約110g

注文番号
80605202

TY-WPB1（送信機×1）
注文番号

80605219税込組価199,800円 本体価格181,637円
消費税18,163.7円 税込組価49,900円 本体価格45,364円

消費税4,536.4円

5042

アプリ不要
最大4台同時投影
マルチデバイス対応

抗菌仕様

高精細な
4分割同時表示
【4Kサイズ実現】

モバイルもOK
Apple社純正

DIGITAL AVアダプタが必要
最大３２台
送信機接続が可能

ビデオ会議/Web会議システム
導入相談承ります

ビデオ会議/Web会議システム
導入相談承ります

ビデオ会議システム/Web会議システム 5023

タッチパネル液晶ディスプレイ 5011

ホワイトボード機能内蔵　4KタッチFPD
65V型大画面LED
ホワイトボード機能
PCアウト端子装備

Panasonic
65V型タッチスクリーン液晶ディスプレイ
TH-65BQ1J

501 税込組価599,800円本体価格545,273円 
消費税54,527.3円

●4K(3,840×2,160)●最大輝度500cd/㎡●最大20点タッチ●赤外
線遮断方式●映り込み軽減●入力：HDMI×3、DVI-D、Display Port、
PC、音声、LAN、USB、スロット●出力：HDMI、音声●スピーカー内臓
(20W)●1,495×908×105mm●約43.4kg●ケーアイシー製スタン
ド付属●搬入、設置費なしモデルもご用意しています。詳細は店舗まで

設置費込み

4K

タッチパネル液晶ディスプレイ 5012

フロントスピーカー付きタッチディスプレイ
65V型大画面LED
フロントスピーカー同梱

 

Panasonic
ＪＯＩＮＢＯＡＲＤ
TH-65BFE1J

502 税込組価508,000円本体価格461,819円 
消費税46,181.9円

●フルHD(1,920×1,080)●最大輝度400cd/㎡●最大10点マル
チタッチ●赤外線遮断方式●映り込み軽減●入力：HDMI×2、DVI-D、
PC、音声、USB●出力：音声●ペン１本、外部フロントスピーカー同梱
(16W)●1,490×948×106mm●約46kg●ケーアイシー製スタン
ド付属●搬入、設置費なしモデルもご用意しています。詳細は店舗まで

設置費込み

CUD

タッチパネル液晶ディスプレイ 5013

4K抗菌インタラクティブフラットパネル
大画面4K LED
SIAA抗菌ガラス
スタンド・設置費込み

BenQ
インタラクティブフラットパネル
RP02シリーズ

503
RP6502-STD

税込組価640,000円本体価格581,819円 
消費税58,181.9円

504
RP7502-STD

税込組価872,000円本体価格792,728円 
消費税79,272.8円

●4KUHD （3840x2160）●最大20点タッチ●輝度 350cd/ ㎡ 
以上● HDMI×3 、 USB Type C×1 、DisplayPort×1 、 D-sub
×1 ● SIAA 認証取得の抗菌ガラス採用●共栄商事製スタンド付
属●直送設置費用込み。設置場所によって追加費用がかかる場合が
あります。● 86V 型モデルもご用意しています。詳細は店舗まで。

液晶ディスプレイ 5021

薄型・軽量4K/HDR対応 50型液晶モニター
50型/3840×2160
VAパネル/UltraHD

HDR対応

JAPANNEXT
JN-HDR500V4K
80631560

JN-HDR500V4K（モニターのみ設置含まず）

税込組価65,800円 本体価格59,819円 
消費税5,981.9円

505
JN-HDR500V4KJRF-KUMI（モニター＆スタンド&設置）

税込組価134,800円本体価格122,546円 
消費税12,254.6円

●50型/3840×2160　UltraHD ●10億7000万色 ●
270cd/㎡ ●5000:1 ●上下、左右:178  ゚●W1125×D255
×H706mm（液晶のみ） ●接続:HDMI×3 ●付属:HDMIケー
ブル●2年保証、VESAマウント対応（200×200mm）●移動
式スタンド（設置込み）※設置先が沖縄→別途料金発生

液晶ディスプレイ 5022

研究室利用に最適な液晶モニター
4K　3,840×2,160
3年間現地出張修理
チューナーレスモデル

ソニー
チューナーレス液晶モニター

506
FW-55BZ40H/BZM

税込組価184,000円本体価格167,273円 
消費税16,727.3円

507
FW-65BZ40H/BZM

税込組価298,000円本体価格270,909円 
消費税27,091.0円

●コントラスト比6000:1●視野角上下左右178°●USBx2、
HDMIx4、ビデオ入力●輝度620cd/㎡●IEEE802.11ac/a/b/
g/n●HTML5対応●標準スタンド,リモコン,単4形乾電池(2個),電
源コード、転倒防止用固定べルトー式,壁掛け用アタッチメント,ケー
ブルクランバー,USBメモリ,簡易マニュアル付属　●送料別途

https://www.sony.jp/bravia-biz/
products/FW-BZ40H_BZ/

4K

ワイヤレス接続ユニット 5032

ミラキャスト
画面拡張・複製
4K対応

マイクロソフト
4K Wireless Display Adapter
UTH-00036
80617670 税込組価8,990円 本体価格8,173円 

消費税817.3円
●パソコンやスマホの画面を、ワイヤレスで4K対応テレビやモニターに大画面共有●Wi-Fi やアプリが不要、簡単に大画面へ(複
製／拡張) 可能●接続端子：HDMI×1、USB×1（給電用）●対応：Miracast 対応の Windows 10 デバイス、Android デバイ
ス●重さ約65ｇで持ち運びにも便利●保証1年

●手元のデバイス画面をTVやモニターにワイヤレスで複製・拡張
①本製品をTVやモニターのHDMIとUSB-Aに接続
②デバイス側の【接続】設定画面から「Display Adapter」を選択

ワイヤレスプレゼンツール 5043

ボタンをクリックするだけで画面共有できます！
マルチデバイス対応
簡単に導入

ソフトウェアインストール不要

Barco
ClickShare
G11411193

CSE-200 コラボスイート

税込組価341,000円本体価格310,000円 
消費税31,000.0円

[セット内容]ClickShareベースユニット、ClickShareトレ
イ、ClickShareボタン×4●出力スクリーン数：1●最大同時
接続数：16●最大同時投影数：2●出力解像度：1920×1200
（HDMI）●質量：本体約600g、子機約123g

プロジェクタ 5111

わずか1mの短距離で100インチの大画面！
3400ルーメン
リアルWXGA
2.6kg

BenQ
MW826ST
80190586 税込組価79,800円 本体価格72,546円 

消費税7,254.6円
●投映方式：DLP●高輝度３４００ルーメン●高コントラスト比
２００００：１●SmartEco™技術でランプ寿命と省電力を最適
化●オプション品電子黒板キット（PW02）を使用すればインタ
ラクティブな使い方も可能●塵埃の侵入を防ぐカラーホイール
センサー付●サイズ：幅２３７ｘ奥行２９６ｘ高さ１１６mm

プロジェクタ 5112

超短焦点で密を避けた授業スタイル！
WXGA
3,800lm
超短焦点

エプソン
EB-L200SW
80624753

EB-L200SW

税込組価169,900円本体価格154,455円 
消費税15,445.5円

80624760
ELPAP11

税込組価11,630円 本体価格10,573円 
消費税1,057.3円

●カラーが明るい３ＬCD方式●レーザー光源採用●コントラスト
比2,500,000：1●サイズ:幅325×奥行337×高さ90mm●16W
スピーカー内蔵●画像の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』機
能●無線LANに標準対応（無料アプリ「Epson iProjection」を
使って簡単ワイヤレス投写が可能）●HDMIケーブル同梱

無線LAN ユニット（オプション）
ELPAP11
※本体は無線 LAN に標準対応しています。

プロジェクタ 5113

あの超短焦点がさらに進化、机上投影も可能
3500ルーメン（4152）
3600ルーメン（4153）

 

リコー
RICOH PJ WX4152NI 4153N
80642122

RICOH PJ WX4153N

税込組価174,900円本体価格159,000円 
消費税15,900.0円

80171196
RICOH PJ WX4152NI< インタラクティブモデル>

税込組価198,600円本体価格180,546円 
消費税18,054.6円

511
アーム型机上投影金具 KIC EA-111D-T

税込組価50,730円 本体価格46,119円 
消費税4,611.9円

●DLP方式●台形補正●無線LAN対応●起動3秒●壁から
11.7cmで48インチ、24.9cmで80インチ投写●同梱電子ペ
ンで投写面へ書込み、PC保存可能、事前セットアップ不要（イ
ンタラクティブモデルのみ）●サイズ：幅257×奥行144×高さ
221mm●質量：3.0kg（4152）3.1kg（4153）

プロジェクタ 5121

ワイヤレスで投写可能な軽量モバイル！
3200ルーメン
リアルＷＸＧＡ
1.8㎏

エプソン
ＥＢ－１７８５Ｗ
80170151 税込組価155,600円本体価格141,455円 

消費税14,145.5円
●カラーが明るい3LCD●コントラスト比10,000:1●自動タ
テヨコ補正●オートフォーカス機能●手をかざす動作でスライ
ド操作が可能「タッチプレゼンター」搭載●スクリーンミラーリ
ング対応(ワイヤレス投写可能)●ソフトキャリングケース付●
サイズ幅292×奥行213×高さ44mm●質量1.8㎏

プロジェクタ 5122

人気のWXGAモデル。使い易い機能を凝縮！
WXGA

3,700ルーメン
2.5kg

エプソン
液晶プロジェクター
EB-W06
80605196

EB-W06

税込組価61,010円 本体価格55,464円 
消費税5,546.4円

80185223
ソフトキャリングケース ELPKS69

税込組価5,200円 本体価格4,728円 
消費税472.8円

●カラーが明るい３ＬCD方式●コントラスト比16,000：1●縦
自動台形補正●スライド式ヨコ台形補正●スライド式レンズカ
バー●サイズ：幅302×奥行234×高さ77㎜●『ホーム画面』搭
載でメニューの選択・実行が簡単●USBディスプレイ機能搭載
●RGBケーブル同梱●無線LANオプション対応（ELPAP11）

プロジェクタ 5123

高品質ガラスレンズ採用フルHDモデル
3,800ルーメン

フルHD(1920x1080)
2.3kg

BenQ
DLPプロジェクタ
MH560
80620373 税込組価79,800円 本体価格72,546円 

消費税7,254.6円
●投影方式：DLP●高輝度3,800ANSIルーメン●コントラスト比
20,000:1●画像入力：D-Sub端子x1、HDMI端子x2、コンポジット
RCA端子x1、S端子x1●10Wスピーカー搭載●大画面の動画で
もはっきり見えるフルHD対応●自動台形補正(垂直40度)●天吊金
具：CMP-80(別売)●本体サイズ(W×H×D)mm：296x120x221

プロジェクタ 5131

複数端末を同時接続、マルチ投写で快適プレゼン
3700/3800ルーメン
リアルWXGA/WUXGA
MultiPresenter機能

NEC
ME372/382無線LANクミ
G11410561

ME372無線 LANセット

税込組価95,100円 本体価格86,455円 
消費税8,645.5円

G11410554
ME382無線 LANセット

税込組価132,500円本体価格120,455円 
消費税12,045.5円

●3LCD方式●「複数端末同時接続」や「マルチ画面投写」が
可能なMultiPresenter機能搭載●無線LANユニットセットモ
デル●最長15,000時間の長寿命ランプ搭載●4K入力対応
●ソフトケース付●幅345×奥行261×高さ104.6（mm）●質
量3.2kg(ME372)3.5kg（ME382）

ME382

ME372

プロジェクタ 5132

手のひらサイズ いつでもどこでも簡単に！
600ルーメン
リアルWXGA
LED光源

リコー
RICOH PJ WXC1110
80265178 税込組価85,350円 本体価格77,591円 

消費税7,759.1円
●単板DLP方式●台形補正●アナログRGB出力、HDMI/MHL入力
●microSD/SDHC（最大32GB）、USBメモリ2.0（最大64GB）対
応●LED光源（寿命約20,000時間）●1.5wスピーカー内蔵●コント
ラスト比40000:1●上下左右360度投影●壁から86ｃｍで50イン
チ投影●サイズ：幅112.5×奥行105×高さ40.5mm●質量：約450g

プロジェクタ 5133

携帯に便利な小型・軽量ボディー
PCレスで簡単プレゼン
バッテリー２時間駆動
iPhoneに充電ができる

キヤノン
Ｃ－１３Ｗ
80509784 税込組価54,780円 本体価格49,800円 

消費税4,980.0円
●120×120×33mm 410ｇ(本体)●130 lm●WVGA●Full HD●最
大97インチ（3m）●Android OS搭載、WiFi環境下でWeb上のコンテン
ツが投写可能●縦方向を自動台形補正●データ保存可能な4GB内蔵メ
モリ●MicroSD、USBメモリー接続可能●USB端子はTypeA●HDMI
端子でPCやスマホから投写●バッテリー投写時は明るさ50%以下

移動中でも充電可能

プロジェクタ 5141

コンパクトサイズで高画質・ワイヤレス機能搭載！
FullHD
1,000lm
レーザー光源

エプソン
EF-11
80653166 税込組価89,000円 本体価格80,909円 

消費税8,091.0円
●カラーが明るい３ＬCD方式●レーザー光源採用●コントラス
ト比2,500,000：1●サイズ:幅175×奥行175×高さ58mm
●質量1.2㎏●1.5Wスピーカー内蔵●タテ自動台形補正機
能、ヨコ手動台形補正機能対応●360度設置可能●レーザー
光源採用で電源を入れてすぐに点灯

プロジェクタ 5142

A5サイズ水銀フリープロジェクタ
2000ルーメン
WXGAリアル

A5サイズ重さ約1.1kg

ＣＡＳＩＯ
プロジェクター
CX-F1
80656280

CX-F1-NB（ネイビー）

税込組価181,280円本体価格164,800円 
消費税16,480.0円

80656297
CX-F1-RD（レッド）

税込組価181,280円本体価格164,800円 
消費税16,480.0円

●2000ルーメンでA5サイズ、世界最小・最軽量を実現。(2021
年1月11日時点、ISO/IEC 21118またはJIS X 6911準拠で明
るさ2000ルーメン以上のプロジェクターとして、同社調べ)●本
体サイズ：215(幅)×43(高さ)×152(奥行)mm。重量：約1.1kg●
縦・横台形補正●光学1.2倍ズーム●1Wスピーカー●無線投映

書画カメラ 5143

光学12倍ズームで細かな部位も鮮明に
光学12倍ズーム
フルハイビジョン対応
CMOS 約200万画素

エプソン
ELPDC21
80119594 税込組価71,100円 本体価格64,637円 

消費税6,463.7円
●サイズ：幅270×奥行328×高さ502㎜(セットアップ時)●重
量約2.6㎏●CMOS200万画素●ズーム：光学12倍／デジタル
10倍／アーム可動ズーム3倍●フルハイビジョン対応●LED×
2（250ｌｘ）●キャリングケース付属●内蔵メモリやＳＤカードに
保存が可能●PCレスで撮像画面に書込めるマーカー機能搭載
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レーザーポインター（グリーン） 5211

連続照射約60時間のグリーンレーザー
グリーンレーザー
ビーム到達距離約200m

 

コクヨ
ELP-GP30
メーカー希望価格（税込）44,000円

80177952 税込組価27,500円 本体価格25,000円 
消費税2,500.0円

●消費生活用製品安全法適合●平均出力0.45mW（クラス
Ⅱ）●サイズ：軸径14.6×長さ169mm●本体質量：約80g（電
池含む）●付属品：単4形アルカリ乾電池2本（お試し用）・スト
ラップ●受信可能距離：半径約30m●パワーポイントスライド
開始・ページ送り・終了・ブラックアウト機能付

レーザーポインター (グリーン） 5212

大学生協人気No.1の高機能機
グリーンレーザー
ビーム到達距離約200m
連続使用時間約4時間

コクヨ
ELP-G30N
メーカー希望価格（税込）41,800円

80450192 税込組価27,500円 本体価格25,000円 
消費税2,500.0円

●消費生活用製品安全法適合●出力1mW（クラスⅡ）●サイ
ズ:軸径14.6×長さ163mm●本体質量:約57g（電池含む）●
付属品:単4アルカリ乾電池2本（お試し用）・保管ケース・スト
ラップ●受信可能距離:半径約30m●パワーポイントスライド
開始･ページ送り･終了機能付

レーザーポインター (グリーン) 5213

人気No.1のELP-G30Nのエコノミー版
グリーンレーザー
ビーム到達距離約200m
連続使用時間約4時間

コクヨ
ELA-G130
メーカー希望価格（税込）33,000円

80449769 税込組価18,000円 本体価格16,364円 
消費税1,636.4円

●消費生活用製品安全法適合●出力1mW（クラスⅡ）●サイズ：
長さ160×幅18×高さ18mm●本体質量：約50g（電池含む）●
付属品：単4形アルカリ乾電池2本（お試し用）・ストラップ●受信
可能距離：半径約20m●パワーポイントスライド開始・ページ送
り・終了・ブラックアウト機能付●受信機を本体に収納可能

プレゼンテーションリモート 5221

拡大・強調ができる"伝わる"プレゼンツール
プレゼンリモート
高度ポインタシステム
拡大強調ハイライト

ロジクール
プレゼンテーションリモート SPOTLIGHT PC/タブレット対応
80172148

R1000SL

税込組価10,450円 本体価格9,500円 
消費税950.0円

80172131
R1000GD

税込組価10,450円 本体価格9,500円 
消費税950.0円

●オンスクリーンで、拡大・強調・ハイライト・動画再生できる高度
なポインタシステム搭載●USB/Bluetooth SMART接続●
PowerPoint、Keynote、PDF、Google Slide及びPrezi等対応●
プレゼンアラーム機能搭載●1分間充電で3時間使用可能な高速充電
●本体:131.3×28.1×12.1 mm/49.2g●動作可能範囲;最大20m

SL GD

レーザーポインター（グリーン／レッド） 5222

PR11はグリーン、PR500はレッド
明るく見やすいグリーン
くっきり見えるレッド

キヤノン
PR11-GC／PR500-RC
80181492

PR11-GC

税込組価13,587円 本体価格12,352円 
消費税1,235.2円

80569412
PR500-RC

税込組価4,852円 本体価格4,411円 
消費税441.1円

●共通項目：パワーポイント（スライド開始・ページ送り・終了）
ブラックスクリーン機能、単4電池×2本
●PR11-GC：タイマー（カウントアップ・ダウン機能）、バイブ
レーション機能、連続使用約35時間
●PR500-RC：抗菌仕様、連続使用約27時間

レッドレーザー
PR500-RC
29×115×24mm
53g（電池込）

グリーンレーザー
PR11-GC
33×136×26mm
65g（電池込）

レーザーポインター（グリーン） 5223

６０時間の連続照射を実現した単機能タイプ
グリーンレーザー
ビーム到達距離約200m

 

コクヨ
ELP-GP10
メーカー希望価格（税込）25,850円

80212479 税込組価17,315円 本体価格15,741円 
消費税1,574.1円

●消費生活用製品安全法適合●平均出力0.45mW（クラス
Ⅱ）●サイズ：軸径14.6×長さ169mm●本体質量：約77g（電
池含む）●付属品：単４形アルカリ乾電池２本（お試し用）●電
池寿命：連続使用約６０時間●電池交換時期お知らせ機能付き

赤色表示で電池交換時期
をお知らせ

デジタルノート 5231

フロントライト搭載で暗所や屋外で使用可能
フロントライト搭載
4,096段階筆圧検知
電子ペーパーディスプレイ

キングジム
デジタルノート「フリーノ」
80594711

本体（FRN10ヘー）

税込組価46,200円 本体価格42,000円 
消費税4,200.0円

●外寸:幅132×奥行10×高さ175mm●質量:240g●6.8イ
ンチ 電子ペーパーディスプレイ●解像度:1,440×1,080ドッ
ト（265dpi）●電磁誘導+静電容量方式タッチパネル●フロ
ントライト（明るさ/色味調整可）●インターフェイス:USB2.0
（Type-C）●使用時間:約10日間●充電時間:約140分

「フリーノ」紹介動画

FRN10ヘー

電子メモパッド 5232

何度も書いて消せるA6サイズの電子メモ
A6手帳サイズ
消去回数約3万回
電池交換可能

キングジム
電子メモパッド「ブギーボード」
BB-14
80647059

BB-14 ネイ

税込組価3,160円 本体価格2,873円 
消費税287.3円

80647035
BB-14 クロ

税込組価3,160円 本体価格2,873円 
消費税287.3円

●外寸：幅105×高さ148×奥行5.5mm●画面サイズ：約6イ
ンチLCD 93×124mm●ロック機構：無し●質量：約75g●消
去回数：約3万回●電池交換：可（CR2016コイン型リチウム型
電池1個）●スタイラスホルダー：有●マグネット：有●ストラップ
ホール：有●材質：ABS

フタ付保存箱・積み重ねキット 5233

100年の歴史を持つ収納ボックスが組立やすくリニューアル
３個入り
耐荷重３０ｋｇ

古紙パルプ９０％使用

フェローズ
バンカーズボックス
７０３Ｓ　ＢＯＸ/１６２６Ｓ
メーカー希望価格（税込）2,970円/4,290円

80551318
703SBOX　3個パック

税込組価2,376円 本体価格2,160円 
消費税216.0円

80551332
1626S　3個パック

税込組価3,432円 本体価格3,120円 
消費税312.0円

●Ａ４判用●サイズ：７０３ＳＢＯＸ幅３４５×奥行４１０×高さ２６５
ｍｍ（外寸）　１６２６Ｓファイルキューブ幅３８０×奥行４２５×高
さ２９０ｍｍ（外寸）１６２６Ｓは単独使用はできません。

703SBOX

セットで使うと引き出しのように取り出せます

1626S

ラベルライター 5241

PC/スマホ接続専用高速印刷モデル
無線LAN接続可
カットラベル対応
印刷速度1.7倍

キングジム
「テプラ」PRO
SR5900P
メーカー希望価格（税込）32,780円

80449714 税込組価25,771円 本体価格23,429円 
消費税2,342.9円

●PROテープ4～36mm対応●オートトリマー●ハーフカット
機能付オートカッター●電源:付属ACアダプタ●本体寸法:幅
123×奥行153×高さ139mm●質量:約1,100g(テープ除
く)●インターフェイス:USB/有線・無線LAN●PCラベルソフト
「SPC10」付●ソフト上で外国語翻訳可能

テプラ外国語
ラベル工房
対応

ラベルライター 5242

機能が更にアップした最上位モデル
36mmテープ対応
カットラベル対応
PC接続可

キングジム
「テプラ」PRO
SR970
メーカー希望価格（税込）43,780円

80449806 税込組価34,362円 本体価格31,239円 
消費税3,123.9円

●PROテープ4～36mm対応●オートトリマー●ハーフカット機能
付オートカッター●QRコード●バックライト付ワイド液晶●ビジネス
フォーム搭載●テープエンド検出●定型外国語機能搭載●本体寸
法:幅195×奥行238×高さ91mm●質量:約1,190g●専用ソフト
「SPC10」:HPより無料ダウンロード●ソフト上で外国語翻訳可能

テプラ外国語
ラベル工房
対応

机上・下収納ラック 5243

机上も机下収納も整理に便利なラック
お客様組立て商品

ナカバヤシ
マルチラックファイル
80450246

ND-F525

税込組価5,073円 本体価格4,612円 
消費税461.2円

80450253
ND-F725

税込組価5,582円 本体価格5,075円 
消費税507.5円

●材質：本体/スチール・棚板/ＭＤＦ　ＰＶＣ貼・アジャスター/ポ
リプロピレン●サイズ：奥行２５０×高さ５５３ｍｍ共通●幅：ND-
F525/５００ｍｍ・ND-F725/７００ｍｍ●重量：ND-F525/３．３
ｋｇ・ND-F725/４．１ｋｇ●棚板の高さ2段階調整可能
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非接触型温度計 5311

非接触式で衛生的
約１秒ですばやく測定
収納ポーチ付き

 

東京ミモレ
サーモスマート
ＣＫ－Ｔ１５０２
80667989 税込組価2,970円 本体価格2,700円 

消費税270.0円
●待たない、触れない約１秒測定●自動電源ＯＦＦ約１５秒●
測定距離：約３～５ｃｍ●測定範囲：０℃～１００℃●測定精度±
０.２℃（人肌モード：３５℃～４２℃）●測定時間：約１秒●測定値
保存数：３２回●本体寸法：幅４０×奥行４０×高さ１６５ｍｍ●重
量：約６７ｇ（電池含まず）●単４乾電池２本使用（別売）

非接触温度計 5312

わずか0.5秒で測定可能
   

レッツコーポレーション
ノンタッチチェッカーズ
L-NTC
80585450 税込組価32,780円 本体価格29,800円 

消費税2,980.0円
●壁にかける非接触タイプなので、衛生的で安全に計測●計
測は約0.5秒で済むので、人数が多くてもスムーズに計測が
可能●体温が高い場合は、警告灯とアラートでお知らせ（警
告灯及びアラートは消すことは出来ません）●測定距離は5～
10cm●額のみでなく手のひらでも測定可能

シュレッダ 5313

コンパクトサイズなのにメディア細断可能なパワフルモデル
Ａ４対応最大細断２枚
作動音60ｄＢ

CD/DVD/CARD細断可能

ＧＢＣ
デスクトップシュレッダ
GSHA12X-O
メーカー希望価格（税込）11,000円

80617212 税込組価6,000円 本体価格5,455円 
消費税545.5円

●対応サイズ：Ａ４●投入幅：２２０ｍｍ●作動音：約６０ｄＢ●細
断寸法：３×１８ｍｍクロスカット●細断枚数：約２枚●細断速度：
約１．４ｍ/分●定格時間：約１０分●ゴミ箱容量４．５Ｌ●サイズ：
幅２９５×奥行１３５×高さ１９９ｍｍ●質量：２．８ｋg●ＣＤ/ＤＶＤ/
カード細断対応

オートハンドソープディスペンサー 5321

自動センサーで手を触れずに液体石鹸がでてくる
液体タイプ

アルコール含有液体石鹸使用可
吐出量１㎖

アーテック
オートソープディスペンサー
51649
80666234 税込組価1,980円 本体価格1,800円 

消費税180.0円
●本体寸法：幅１０５×奥行７５×高さ１８０ｍｍ●質量：２５０g（液
体・乾電池を除く）●電源：単３アルカリ乾電池×４本（別売り）●
ボトル容量：３４０ｍｌ（液体石鹸は別売り）●材質：ＡＢＳ

手指消毒器 5322

ノータッチでサッと消毒！壁付けも可能
センサー感知式
内容量350ml

市販の消毒液が利用可

キングジム
アルコール
ディスペンサー アルサットＡＬ１０
メーカー希望価格（税込）5,217円

80565360 税込組価4,695円 本体価格4,269円 
消費税426.9円

●本体寸法：幅163×奥行304×高さ172mm●質量：約670g
（消毒液・乾電池除く）●電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別
売）●ボトル容量：350ml●本製品は液体アルコールタイプの
消毒液専用です（薬液は別売）●付属品：壁取り付け用ねじ×2
本、樹脂製プラグ（アンカー×2個）、専用鍵×2個、補助板

シュレッダ 5323

デスク下に収まるタテ型スリムボディ。
A4最大8枚細断
作動音６０ｄB

ゴミ箱容量１６リットル

フェローズ
デスクサイドシュレッダ
ＪＢ－０９ＣＤＭ
80666111 税込組価17,870円 本体価格16,246円 

消費税1,624.6円
●対応サイズ：Ａ４●投入幅：２２５ｍｍ●作動音：６０ｄＢ●細断
寸法：２×１５ｍｍマイクロカット●細断枚数：８枚●細断速度：１．
８ｍ／分●定格時間：７分●ゴミ容量：１６Ｌ●サイズ：幅２００×
奥行４２０×高さ３９０ｍｍ●質量：７．０ｋｇ●ＣＤメディア細断対応
（分別トレー付）

空冷式マイクロカットシュレッダ 5331

空冷ファン搭載でタフに使える！
Ａ４対応最大細断枚数８枚
作動音６０ｄＢ

ゴミ箱容量２１リットル

フェローズ
デスクサイドシュレッダ
２１０MC
メーカー希望価格（税込）41,800円

80501436 税込組価22,500円 本体価格20,455円 
消費税2,045.5円

●対応サイズ：Ａ４●投入幅：２２０ｍｍ●作動音：６０ｄＢ●細断
寸法：２×１２ｍｍマイクロカット●細断枚数：８枚●細断速度：
１．８ｍ/分●定格時間：約３０分●ゴミ箱容量２１Ｌ●サイズ：幅
３７０×奥行２７５×高さ５９０mm●質量：１０ｋg●ＣＤ/ＤＶＤ/
カード細断対応（分別トレー付き）

オートフィードシュレッダ 5332

１００枚まとめて自動細断
A4対応自動給紙100枚
作動音６０ｄB

ゴミ箱容量２３リットル

フェローズ
オートフィードシュレッダ
１００Ｍ
メーカー希望価格（税込）43,780円

80652367 税込組価29,190円 本体価格26,537円 
消費税2,653.7円

●対応サイズ：Ａ４●投入幅：２２０ｍｍ●作動音：６０ｄＢ●細断
寸法：４×１０ｍｍミニカット●細断枚数：１０枚●自動給紙：１００
枚●細断速度：２．４ｍ／分●定格時間：１５分●ゴミ容量：２３Ｌ
●サイズ：幅３９０×奥行３７０×高さ６４０ｍｍ●質量：１３．５ｋｇ●
カード細断可

シュレッダ 5333

静音設計＆コンパクトでマイクロカット
Ａ４対応最大細断９枚
作動音４７ｄＢ

ゴミ箱容量20リットル

ＧＢＣ
シュレッドマスターⅡ
ＧＣＳＳＭ２０Ｍ
メーカー希望価格（税込）44,000円

80203798 税込組価30,352円 本体価格27,593円 
消費税2,759.3円

●対応サイズ：Ａ４●投入幅：２２０ｍｍ●作動音：約４７ｄＢ●細
断寸法：２×１２ｍｍマイクロクロスカット●細断枚数約９枚●自
動給紙：無し●細断速度：約２．０～２．３ｍ/分●定格時間：１０分
●ゴミ箱容量：２０Ｌ●サイズ：幅３５０×奥行２５５×高さ５６０ｍｍ
●質量：１２ｋｇ●ＣＤメディア細断対応

オートフィードシュレッダ 5341

最大１５０枚を一括自動マイクロカット
Ａ４対応自動給紙１５０枚
作動音５８ｄB
ゴミ箱容量４４Ｌ

ＧＢＣ
オートフィードシュレッダ
ＧＣＳ１５０ＡＦＭ‐Ｅ
メーカー希望価格（税込）55,000円

80658819 税込組価38,500円 本体価格35,000円 
消費税3,500.0円

●対応サイズ：Ａ４サイズ●投入幅：２２０ｍｍ●作動音：５８ｄＢ
●細断寸法：２×１５ｍｍマイクロカット●細断枚数：６枚●自動
給紙：１５０枚●細断速度：１．８ｍ／分●定格時間：３０分●ゴミ
容量：４４Ｌ●サイズ：幅３６５×奥行４３４×高さ６１７ｍｍ●質量：
１５．４ｋｇ●カード細断対応

オートフィードシュレッダ 5342

紙を置いて閉めるだけ最大３００枚一括自動細断
Ａ４対応自動給紙３００枚
作動音５８ｄB
ゴミ箱容量６０Ｌ

ＧＢＣ
オートフィードシュレッダ
ＧＣＳ３００ＡＦＸ‐Ｅ
メーカー希望価格（税込）70,400円

80658826 税込組価49,280円 本体価格44,800円 
消費税4,480.0円

●対応サイズ：Ａ４サイズ●投入幅：２３０ｍｍ●作動音：５８ｄＢ
●細断寸法：４×２８ｍｍクロスカット●細断枚数：１０枚●自動給
紙：３００枚●細断速度：２．２ｍ／分●定格時間：６０分●ゴミ容
量：６０Ｌ●サイズ：幅４１０×奥行４６５×高さ７７５ｍｍ●質量：２２
ｋｇ●カード細断対応

シュレッダ 5343

信頼の明光商会・MSシュレッダ
最大細断枚数A4で17枚
2×10ｍｍの極小細断
CD/DVD/カードも細断

明光商会
MSシュレッダ MSR-17MCM
メーカー希望価格（税込）96,800円

80652374 税込組価64,625円 本体価格58,750円 
消費税5,875.0円

●対応ｻｲｽ ：゙A4●投入幅：230mm●作動音：６７．２ｄＢ●細
断寸法:2×10mm●細断枚数：17枚●オートスタート/オート
ストップ●細断速度：３．０ｍ/分●定格時間３０分●ごみ箱容
量：34.1L●サイズ:幅430×奥行302×高さ640mm●質量：
29.5kg●ＣＤ/DVD/カード/ホチキス類の細断対応
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デジタルビデオカメラ
耐衝撃　内蔵長時間バッテリー
耐衝撃・耐低温仕様
内蔵長時間バッテリー
内蔵メモリ32GB

JVCケンウッド
GZ-F270
80553145

GZ-F270-T ( ブラウン )

税込組価29,800円 本体価格27,091円 
消費税2,709.1円

80658802
GZ-F270-W ( ホワイト )

税込組価29,800円 本体価格27,091円 
消費税2,709.1円

●連続撮影約4.5時間 長時間バッテリー内蔵●耐衝撃・耐低温仕様●高倍率ズーム光学40倍●251万画素裏面照射CMOS搭
載F1.8レンズ●32GB内蔵メモリ●3.0インチタッチパネル●電子式手振れ補正●サイズ：幅60×奥行128×高さ59.5mm●重
量：296g(本体のみ)

5412 デジタルビデオカメラ 5413

軽くてキレイに撮れるコンパクトモデル
持ち運びしやすい215g
内蔵メモリ32GB
光学式手ブレ補正

SONY
HDR-CX470
80631676

HDR-CX470 BC

税込組価36,800円 本体価格33,455円 
消費税3,345.5円

80631683
HDR-CX470 WC

税込組価36,800円 本体価格33,455円 
消費税3,345.5円

●バッテリーを含めた撮影時重量が215g●ハイビジョン撮影
可能時間約3時間25分●大容量32ＧＢの内蔵メモリ●手持
ち撮影でも滑らかに撮影できる光学式手ブレ補正搭載●暗い
シーンもノイズを低減して鮮明に撮れる●サイズ：幅54×奥行
128×高さ59.5mm●質量：215g

デジタルビデオカメラ
WEBカメラとして使用可能

バリアングル
ズーム域24～70m

SONY
ZV-1G BC
80625569 税込組価113,900円本体価格103,546円 

消費税10,354.6円
●動画撮影中も瞳を検出し高精度にピントを合わせ続けるリアルタイム瞳ＡＦ対応●ファストハイブリッドAF、リアルタイムトラッ
キングAF対応●ウインドノイズを大幅に抑えられるウインドスクリーンを付属●強力な手ブレ補正搭載●サイズ：幅105.5×奥行
43.5×高さ60.0mm●質量：509g(グリップ込み)

5422

2月9日に行われたアップデートによりUVC/UACに対応。
ケーブル1本で簡単にWEBカメラとして使用可能。

側面に開くバリアングル液晶モニターで
自撮り中も確認しながら撮影できる

グリップとしても三脚としても使えるシューティンググリップ付き

デジタルビデオカメラ 5423

防水防塵　内蔵長時間バッテリー
防水/防塵/耐衝撃
内蔵長時間バッテリー

 

JVCケンウッド
GZ-R480-W
80562147 税込組価39,800円 本体価格36,182円 

消費税3,618.2円
●連続撮影約4.5時間！長時間バッテリー内蔵●防水/防塵/耐
衝撃/耐低温仕様●高倍率ズーム光学40倍●251万画素裏
面照射CMOS搭載 F1.8レンズ● 32GB内蔵メモリー●3.0
インチタッチパネル ●電子式手振れ補正 ●サイズ：幅60×奥
行128×高さ59.5mm●重量：(本体のみ)約304g

デジタルビデオカメラ 5432

4Kハンディカムフラッグシップモデル
総画素数2,100万画素
1.0型積層CMOSセンサー
デュアルスロット

SONY
FDR-AX700BC
80570388 税込組価219,900円本体価格199,909円 

消費税19,991.0円
●1.0型積層型Exmor RS CMOSセンサー●速さと粘りで被写体を捉え続ける「ファストハイブリッドAF」●暗闇でもライトをつ
けずに撮影できる「ナイトショット」●4K動画撮影での「スロー&クイックモーション」●ブルーレイディスクレコーダーで保存再生
●サイズ：幅121×奥行274.5×高さ104mm●質量：985g

「AF乗り移り感度設定」
5段階から選択可能。「5（RESPONSIVE）」に設定することでアングルを
変えた際も素早く反応しテンポよく被写体を変えていくことができ、「1
（LOCKED ON）」に設定することで特定の被写体を追随し続けて別の被写
体へのAFの乗り移りを抑えます。

「タッチAF」
動画撮影中でも、液晶パネルにタッチするだけで意図した被写体にピントを
合わせ直すことができ、「位相差AF枠表示」との組み合わせにより、簡単でス
ムーズなピント合わせが可能です。

デジタルビデオカメラ 5433

ビューファインダー搭載4Kモデル
内蔵メモリ64GB
XAVC S 4K

総画素数857万画素

SONY
FDR-AX60BC
80207710 税込組価129,800円本体価格118,000円 

消費税11,800.0円
●ビューファインダー、マニュアルリング搭載●１/2.5型Exmor R 
CMOSセンサー●ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ●ファストイン
テリジェントAF●ハイスピード撮影●光学20倍4K撮影時30倍、
HD撮影時40倍の全画素超解像ズーム機能 ●空間光学手ブレ補
正●サイズ：幅73.0×奥行161.0×高さ80.5mm●質量：535g

デジタルビデオカメラ 5441

機動性と操作性を求める業務用モデル
4K UHD 30P/フルHD 60P
XLRマイク使用可能*１
赤外線モード撮影*1

キヤノン
XA40

541 税込組価169,400円本体価格154,000円 
消費税15,400.0円

●高倍率光学20倍ズーム●1/2.3型4KCMOSセンサーで
4KUHD30P記録●ハイブリッドAF●光学式+電子式の手ブレ補正
●本体：幅109×奥行84×高さ182mm、重量730g　 *1:XLRマイ
ク使用ならびに赤外線モード撮影にはハンドルユニットHDU-1が必要
（別売44,000円）ご注文からお届けまでに２週間ほどかかります

写真は本体XA40+
別売ハンドルユニット
HDU-1です

コードレスホン 5443

親機の受話器もコードレス

パイオニア
TF-FD35T-TY
80176603

TF-FD35T-TY　( コードレス受話器+子機 2台 )

税込組価19,800円 本体価格18,000円 
消費税1,800.0円

●親機の受話器もコードレス、通話中も室内を自由に移動でき取り次ぎもカンタン●大きくて読みやすい漢字液晶●良く使う操作
に絞り込んだシンプルな使い勝手 ●子機増設可能(本体と合わせて合計7台まで)●サイズ：(親機)幅196×奥行73×高さ80mm
●重量：(親機)310g
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液晶テレビ 5511

ブルーライトを最大50％低減
ブルーライトガード
USB録画対応

ORION
OL24WD100/OL32WD200
80436783

OL24WD100

税込組価25,800円 本体価格23,455円 
消費税2,345.5円

80641996
OL32WD200

税込組価32,800円 本体価格29,819円 
消費税2,981.9円

●ブルーライトガード●地デジ・BS・CSチューナー各2●外付
けHDDに録画可能●USB録画対応●入力端子：HDMI×2系
統、AV入力×1系統●サイズ：（24型）幅556×奥行158×高
さ374mm（32型）幅732×奥行229×高さ488mm●重量：
（24型）2.7kg（32型）4.3kg

32V

液晶テレビ 5512

ＵＳＢ外付けＨＤＤ対応
外付HDD録画対応
ハイビジョン

シャープ
2T-C24DE(B) / 2T-C32DE(B)
80646786

2T-C24DE(B) ブラック

税込組価39,800円 本体価格36,182円 
消費税3,618.2円

80646793
2T-C32DE(B) ブラック

税込組価46,800円 本体価格42,546円 
消費税4,254.6円

●USB外付HDD(別売)に裏番組が録画可能なダブルチューナー
搭載●前方に音を届ける音抜けのよいリフレクター構造で音声が
よりクリア●2画面機能（放送＋外部入力）●HDMI入力端子2系
統、USB入力端子2系統●サイズ(スタンド含)：(24V型)幅558×奥
行106×高さ360mm(32V型)幅730×奥行129×高さ457mm

24V/32V

DVDプレーヤー 5513

HDMI搭載　CPRM対応
HDMI端子付き
リモコン付き

 

ダイニチ電子
RV-SH200
80207734 税込組価4,480円 本体価格4,073円 

消費税407.3円
●地デジを録画したディスクも再生可能●音楽CDをSDカー
ド、USBメモリに録音可能●SD/MMCカードスロット搭載●
HDMI出力で鮮明な映像を視聴可能●付属品：AVケーブル(音
声・映像)、HDMIケーブル、単4電池(試供品)2本●サイズ：幅
225×奥行200×高さ47mm●重量：830ｇ

ブルーレイディスクレコーダー 5521

４Kチューナー内蔵2番組同時録画
ハードディスク1TB
外付けHDD対応
Wi-fi機能搭載

SONY
BDZ-FBW1000M
80578728 税込組価74,800円 本体価格68,000円 

消費税6,800.0円
●4K・UltraHDブルーレイ再生対応●SONY製4Kハンディカ
ム®やアクションカムなどで撮影した動画を、USBケーブルで
簡単に取りこみ、BDディスクに保存再生●静止画の取り込み・
4K出力対応●「TVSideView」アプリで「外でも・家でも」録
画視聴●サイズ：幅430×奥行225×高さ56mm●質量：3.5kg

ブルーレイディスクレコーダー 5522

4Kチューナー内蔵3番組同時録画対応
ハードディスク2TB
3チューナー

 

Panasonic
DMR-4T201
80652824 税込組価108,000円 本体価格98,182円 

消費税9,818.2円
●内蔵HDD：2TB●3チューナー搭載●4K長時間録画モードに
対応●保存した番組・写真・動画をスマホで楽しめる「おうちクラ
ウド機能」(専用アプリが必要)●HDMI映像・音声出力：2系統●
USB2.0端子:前面1系統●USB3.0端子:後面1系統●LAN端
子:1系統●サイズ：幅430×奥行199×高さ66 mm●重量：2.5kg

ブルーレイプレーヤー 5523

快適操作で使いやすく高画質・高音質
高速起動

高速ローディング
ヨコ幅23cm

SONY
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
BDP-S1500
80107591 税込組価11,800円 本体価格10,728円 

消費税1,072.8円
●電源OFF状態から1秒以下で高速起動●DVDも高画質化し
てくれるプレシジョンシネマHDアップスケール●24p True 
Cinema映画フィルム本来の質感で再現●高音質フォーマットの
ドルビーTrue HD、およびDTS 2.0＋Digital Outのデコードに
対応●サイズ：幅230×奥行194×高さ39mm●質量：約0.8kg

CDラジカセ 5531

このクラス最高の出力2W+2W

aiwa
CSD-30
80503065 税込組価6,480円 本体価格5,891円 

消費税589.1円
●カセットテープ(録音/再生)対応●CDリピート・プログラム機
能●ラジオ(AM/FMワイド対応)●2W+2Wの高出力スピー
カー搭載●ラジオ/CDからカセットテープに録音可●2電源方
式(AC電源・単2乾電池6本)●持ち運びに便利な軽量設計●サ
イズ：幅295×奥行205×高さ148mm●重量：1.7ｋｇ

CDラジカセ 5532

カセットテープ録再、マイクをつないで拡声器に
ワイドＦＭ対応

バックライト大型液晶
タイマー録音可能

SONY
CFD-S401 WC　ホワイト
80653173 税込組価13,800円 本体価格12,546円 

消費税1,254.6円
●別売マイクをつないで声をカセットテープに録音可能●教室
や会議室での拡声器として使用可能●CDやラジオ番組をカセッ
トテープに録音●FM/AM放送局をあわせて3つ登録可能●ラ
ジオ番組のタイマー予約録音機能も搭載●めざましタイマー機
能●サイズ：幅320×奥行134×高さ199mm●質量：2.8kg

ポータブルラジオレコーダー 5533

家でも、外でも快適にラジオ番組を楽しむ
内蔵メモリ16GB
リニアPCM録音
カレンダーサーチ

SONY
ICZ-R110C
80399170 税込組価21,800円 本体価格19,819円 

消費税1,981.9円
●リニアPCM/MP3/WMA/AACファイル再生対応●マイクロ
SDHCスロット搭載●44.1kHz/16bitのリニアPCM録音●本体
充電もできる「スピーカークレードル」●地域に応じたFM/AM放
送局を自動でプリセット●ワイドFM対応●サイズ：(ICレコーダー部)
幅47.0×奥行13.7×高さ112.6mm●質量：(ICレコーダー部)84g

骨伝導イヤホン 5541

骨伝導完全ワイヤレス　周囲の音を聞き取れる
会話もできる
Bluetooth機能

ハンズフリー＆防水設計

BoCo
PEACE TW-1
メーカー希望価格（税込）21,780円

80583845
PEACE TW-1(B)

税込組価15,950円 本体価格14,500円 
消費税1,450.0円

80583852
PEACE TW-1(W)

税込組価15,950円 本体価格14,500円 
消費税1,450.0円

●耳をふさがないストレスフリーな装着感●連続使用５時間（ク
レードル併用で約12時間）●ハンズフリー機能で電話に対応
●防水規格:IPX7等級●重量:約18ｇ（両耳）、専用クレードル:
約45ｇ●骨伝導デバイス外径:約10mm●周波数特性:4Hz～
40,000Hz●Bluetooth:Ver5.0●オンライン授業にもおすすめ

ヘッドホン 5542

最新技術を惜しみなく織込んだ最高峰モデル
LDAC対応
装着検出機能
防滴対応IPX4

SONY
ステレオヘッドホン
WF-1000XM4
80671986

WF-1000XM4 BM

税込組価33,000円 本体価格30,000円 
消費税3,000.0円

80671993
WF-1000XM4 SM

税込組価33,000円 本体価格30,000円 
消費税3,000.0円

●4つのマイクと骨伝導センサー搭載で声をクリアに拾う●
ハイレゾワイヤレス(LDAC)対応●DSEE　Extreme搭載●
360RealityAudio認定モデル●日常ノイズや飛行機ノイズの
キャンセル性能向上●本体バッテリー8時間のロングバッテリー●
ワイヤレス充電、Swift Pair機能搭載●本体質量(左右各)約7.3g

ヘッドホン 5543

業界最高クラスのノイズキャンセリング性能
ハイレゾ相当の高音質
Bluetooth機能
装着検出機能搭載

SONY
ステレオヘッドホン
WH-1000XM4
80602539

WH-1000XM4 BM

税込組価44,000円 本体価格40,000円 
消費税4,000.0円

80602546
WH-1000XM4 SM

税込組価44,000円 本体価格40,000円 
消費税4,000.0円

●街中やカフェでの人の声が多い環境でのキャンセル性能が
さらに向上●ヘッドホンを外すだけで音楽を停止する装着検出
機能を新搭載●話したいときに声を発するだけで音楽再生を
一時停止、外音取り込みモードに切り換える機能を新搭載●質
量：約254g（ケーブル含まず）●連続音楽再生時間：30時間
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ICレコーダー 5611

世界標準の高音質ハンディレコーダー

ZOOM
H4nPro/BLK
80545706 税込組価25,800円 本体価格23,455円 

消費税2,345.5円
●内蔵マイクと外部入力を使用して合計4チャンネルの同時録
音が可能●最大140dB SPLの耐音圧を誇るXYステレオマ
イク●最高24ビット/96kHzのWAVフォーマット、またはMP３
フォーマット●最大32GBまでのSD/SDHCカードに対応●サイ
ズ：幅73×奥行157.2×高さ37mm●重量：294ｇ（電池含まず）

ICレコーダー 5612

シチュエーションに合わせて3つの録音方法
内蔵メモリ16GB
遠隔録音に対応
高性能デジタルマイク

SONY
ICD-TX800
80187319

ICD-TX800BC（ブラック）

税込組価20,800円 本体価格18,909円 
消費税1,891.0円

80187364
ICD-TX800WC（ホワイト）

税込組価20,800円 本体価格18,909円 
消費税1,891.0円

●さりげなく録音できる新形状●操作しやすい付属リモコン(幅
38.0×奥行38.0×高さ10.8mm・15g)●リニアPCM/MP3/
WMA/AACファイル再生対応●ポケットやバッグなどに固定で
きるクリップ付き●ワンプッシュ録音●ノイズカット機能●サイ
ズ：幅38.0×奥行38.0×高さ13.7mm●重量：22ｇ

ブラック

ホワイト

ICレコーダー 5613

USBダイレクト接続（充電機能付き）
内蔵メモリ４GB
パソコン対応

ワイドFM放送対応

SONY
ICD-UX570F
80624647

ICD-UX570FBC

税込組価13,800円 本体価格12,546円 
消費税1,254.6円

80624661
ICD-UX570FSC

税込組価13,800円 本体価格12,546円 
消費税1,254.6円

80624654
ICD-UX570FNC

税込組価13,800円 本体価格12,546円 
消費税1,254.6円

●内蔵メモリ４GB●聞きたい部分を素早く見つけられる「タイ
ムジャンプ」搭載●リニアＰＣＭ/ＭＰ３/ＷＭＡ/ＡＡＣファイル再
生対応●小さく録れてしまった場合でも聞きやすくする「ノー
マライズ」搭載●ＦＭラジオが聞ける・録音も可能●サイズ：幅
36.6×奥行12.2×高さ102.8mm●質量：48g

ＩＣレコーダー 5621

FLAC対応リニアPCMレコーダー
内蔵メモリ8GB
USBダイレクト接続
FLACフォーマット対応

オリンパス
LS-P4 -BLK
80193679 税込組価21,800円 本体価格19,819円 

消費税1,981.9円
●ハイレゾ録音を可能にする3マイクシステム｢TRESMIC｣●可
逆圧縮フォーマット「FLAC」録音・再生に対応●96kHz24bit対
応のリニアPCM録音●MP3録音●2マイクノイズキャンセル機能
●本体内編集機能●取り外しできる三脚アダプタ同梱●単4電池
対応●サイズ：幅108.9×奥行39.6×高さ14.4mm●重量：75g

ICレコーダー 5622

USBダイレクト接続（充電機能付き）
内蔵メモリ16GB
パソコン対応

ワイドFM放送対応

SONY
ICD-UX575F
80509906

ICD-UX575FBC　( ブラック )

税込組価17,800円 本体価格16,182円 
消費税1,618.2円

80509920
ICD-UX575FSC　( シルバー )

税込組価17,800円 本体価格16,182円 
消費税1,618.2円

80509913
ICD-UX575FNC　( ゴールド )

税込組価17,800円 本体価格16,182円 
消費税1,618.2円

●聞きたい部分を素早く見つけられる「タイムジャンプ」搭載
●リニアPCM/MP3/WMA/AACファイル再生対応●小さく
録れてしまった場合でも聞きやすくする「ノーマライズ」搭載●
FMラジオが聞ける・録音も可能●サイズ：幅36.6×奥行12.2×
高さ102.8mm●質量：48ｇ

ＩＣレコーダー 5623

小型軽量スティック型デザイン
内蔵メモリ16GB
有機ELディスプレイ
ワンプッシュ録音

SONY
ICD-TX650
80451281

ICD-TX650BC2（ブラック）

税込組価16,000円 本体価格14,546円 
消費税1,454.6円

80451304
ICD-TX650TC2（ブラウン）

税込組価16,000円 本体価格14,546円 
消費税1,454.6円

80451311
ICD-TX650SC2（シルバー）

税込組価16,000円 本体価格14,546円 
消費税1,454.6円

●高性能「デジタルマイク」内蔵●リニアPCM/MP3/AAC
ファイル再生対応●録音開始タイマー●デジタルピッチコント
ロール●急速充電(約3分で約1時間録音)●堅牢アルミ＆ステ
ンレスボディ●サイズ：幅20.0×奥行7.4×高さ102.0mm●質
量：約29g

ブラック ブラウン シルバー

ＩＣレコーダー 5631

ノイズキャンセル搭載のリニアPCMモデル
内蔵メモリ4GB
microSDカード対応
USBダイレクト接続

オリンパス
Voice Trek DM-750
80193686

DM-750 BLK

税込組価14,000円 本体価格12,728円 
消費税1,272.8円

80193693
DM-750 SLV

税込組価14,000円 本体価格12,728円 
消費税1,272.8円

●周囲のノイズを抑えて音声のみをクリアに録音できる「２マイク
ノイズキャンセル」●48kHz16bit対応の高音質リニアPCM録
音●MP3録音●USBダイレクト接続●いざという時安心の単4
電池対応●「声だけ再生」で議事録作成も簡単●取り外しできる
クリップスタンド●サイズ：幅105.9×奥行39.6×高さ14.4mm

ブラック シルバー

ICレコーダー 5632

USB接続充電可　大容量・高機能モデル
内蔵メモリ8GB

最長約2080時間録音
microSDカード対応

オリンパス
Voice-Trek V-873
80503072

V-873　BLK( ブラック）

税込組価9,480円 本体価格8,619円 
消費税861.9円

80503089
V-873　GLD( ゴールド )

税込組価9,480円 本体価格8,619円 
消費税861.9円

●自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」
●耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」●ヒ
アリングとスピーキングの練習に役立つ「シャドーイング」●
「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で多数のファイ
ルを整理可能●サイズ：幅39×奥行18×高さ111.5mm

ブラック ゴールド

ICレコーダー 5633

手軽に録音できるシンプルICレコーダー
内蔵メモリ４GB

約32時間の連続録音

 

SONY
ICD-PX240 C2
80624678 税込組価5,980円 本体価格5,437円 

消費税543.7円
●パソコンにファイルを簡単転送●約32時間の連続録音が
可能●雑音を低減する「ノイズカットフィルター」●早聞き・遅
聞きを自然に近い音程で再生（0.5倍速～2倍速）する「デジ
タルピッチコントロール」●サイズ：幅38.5×奥行21.3×高さ
115.2mm●質量：72g

ハンディーGPS 5641

国内から海外、山から海へのアウトドアGPS
内蔵メモリ：8GB
MicroSD：32GBまで
防水性能：IPX7

ガーミン
eTrex Touch25J
80163368 税込組価60,280円 本体価格54,800円 

消費税5,480.0円
●2500/25000日本詳細地形図搭載●2.6インチ65Kのフル
カラータッチスクリーン（直射日光下可読ディスプレイ）●解像
度：160×240ピクセル●３軸電子コンパス●受信性能：GPS/
GLONASS/みちびきの3測位対応●電源：単3電池2本で約
16時間稼働●サイズ：W58×H102×D33mm●重量：約159ｇ

ハンディーGPS 5642

保存可能なデータ数が大幅に向上　８メガ・オートフォーカス・ズームカメラ付
Bluetooth連携
内蔵メモリ：8GB
MicroSD32GBまで

ガーミン
Oregon750TJ
80163344 税込組価99,000円 本体価格90,000円 

消費税9,000.0円
●プレインストール：❶日本登山地形図TOPO10MPlus V4❷日
本詳細地形図●衛星測位：（みちびき/GPS/GLONASS)●ディス
プレイ：240×400ピクセル（フルカラーマルチタッチスクリーン）●
対応のアプリをダウンロードできるConnectIQ対応●電源：単３x２
本で約１６時間●サイズ：H114×W61×D33mm●重量：約207ｇ

データロガー 5643

温度・湿度を測定・記録する

Ｔ＆Ｄ
おんどとり
ＴＲ－７２ｗｂ
80433164 税込組価32,780円 本体価格29,800円 

消費税2,980.0円
●測定範囲：0～55℃、10～95％ＲＨ●精度：±0.5℃、±5％ＲＨ
●記録データ：8000×2ch●記録間隔：15通り、1秒～60分●
通信：無線LAN,USB,Bluetooth4.2●電源：単3×2、ACアダ
プタ、USBバスパワー●本体動作環境：温度：-10～60℃、湿度：
90％RH以下●サイズ：H58×W78×D26mm●重量：約55g
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デスクスタンド 5711

ブルーライトを45％以上カット
LED

  

オカムラ
865BDZ-G756 ブラック
80403815 税込組価17,800円 本体価格16,182円 

消費税1,618.2円
●ブルーライトを45％以上カットする目に優しいLEDデスクラ
イト●ブルーライトをカットしても色や明るさはそのまま●ライ
ンLED光源と拡散板で効率よく机上面全体をカバー●ちらつき
のないダイレクト直流方式●中心直下照度：1750lx●コンセン
ト・USB端子付き卓上クランプ●取付可能天板厚：32mmまで

LEDデスクスタンド 5712

ブルーライトカット
LED

SWAN
AS-751WH/DS-501WH
80132487

クランプタイプ AS-751WH( ホワイト )

税込組価11,000円 本体価格10,000円 
消費税1,000.0円

80132494
スタンドタイプ DS-501WH( ホワイト )

税込組価11,000円 本体価格10,000円 
消費税1,000.0円

●ブルーライトを47％カット●中心直下照度：850lx(測定器具
高40cm)●色温度固定型(6500K)昼光色相当●プッシュス
イッチ●400Wまで使えるコンセント付●コード長：2m●重量：
(AS-751)0.62kg(DS-501)1.2kg

AS-751

DS-501

LEDデスクスタンド 5713

ハンドル付きの心地よい操作感
LED

  

山田照明
Z-1000W (ホワイト)
80451144 税込組価9,980円 本体価格9,073円 

消費税907.3円
●光源：LED 9.0W(白熱灯80W相当)●中心直下照度：
1540lx(測定高40cm)●無段階連続調光●ラストメモリー機
能(次回点灯時に直前で使用した明るさを記憶、再現する)●色
温度固定型(5000K昼白色)●重量：0.8kg

LEDデスクスタンド 5721

待望の大型LED作業灯
白熱灯150W相当

山田照明
Z-S5000
80122693

Z-S5000B（ブラック）

税込組価23,200円 本体価格21,091円 
消費税2,109.1円

80122686
Z-S5000SL（シルバー）

税込組価23,200円 本体価格21,091円 
消費税2,109.1円

●ワイド(60cm)なヘッドと十分な照度(2090lx)●スプリング
の露出しない新開発のセーフティーアーム●色温度固定型
(5000K昼白色)●ソフトスタート機能●ON/OFFと光量調節
を分けた新形状のスイッチ(調光範囲：100～30％)●ラストメ
モリー機能

SL（シルバー）

B（ブラック）

LEDデスクスタンド 5722

ラインLED光源で、広く、しっかり明るい
LED

  

山田照明
Z-208LED SL (シルバー)
80198667 税込組価15,800円 本体価格14,364円 

消費税1,436.4円
●3方向に180度可動するネックジョイント●大型ジョイントノ
ブの堅牢なロングアーム●垂直モードで高位置からも照射可能
(約130ｃｍ)●ロータリースイッチによる7段階調光●最大直下
照度(照明器具高40ｃｍ)3242Lｘ●付属クランプ抜け止め付
（取付け可能厚55mmまで）●重量：1.8kg

LEDデスクスタンド 5723

11.9WのLEDで広範囲照射
LED　11.9W
高演色Ra90

 

山田照明
Z-10RSL (シルバー)
80631744 税込組価13,900円 本体価格12,637円 

消費税1,263.7円
●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●中心
直下照度(測定器具高40cm)：2430lx(昼白色相当)●ソフト
スタート機能/無段階調光5～100％●軽くスムーズな動きの
平行アーム●机の上から締められる専用クランプ(取付可能厚
45mm)●コード長さ：1.5ｍ●重量：1.4kg

LEDデスクスタンド 5731

スタイリッシュでシンプルなデスクスタンド
LED

オリンピア照明
GS1705
80204726

GS1705WS

税込組価8,120円 本体価格7,382円 
消費税738.2円

80204719
GS1705BK

税込組価8,120円 本体価格7,382円 
消費税738.2円

●2屈折構造のため照射角度や範囲が調節可能●色温度が変
えられる(昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色)●JIS企画A形
相当の明るさ(昼白色・白色使用時)●6段階の明るさが切替で
きる●2.1A対応USBポート●タイマーで1時間後に自動消灯
●演色性：Ra80以上●光束：360lm●重量：0.9kg

LEDデスクスタンド 5732

デスクまわりの必需品を搭載したランプ
５段階調光

３色切り替えの調色
タッチパネル操作

オリンピア照明
GS1701B
80583807 税込組価5,980円 本体価格5,437円 

消費税543.7円
●スタイリッシュに高級感あるレザー調仕上げ●折りたためてコ
ンパクト角度調整もでき約5.5ｃｍの薄さに折りたたみ可●2.1A
対応USBポート付●アラーム付き時計、カレンダー、温度計搭載
●JIS照度：A形相当●演色性：Ra80●全光束：470lm●消費電
力：7W●寸法：幅139×奥行308×高さ370mm●質量：970g

LEDライト 5733

手をかざすと点灯/消灯、無段階調光機能

ELPA
ALT-2030IR(D)/ALT-2060IR(D)/ALT-2090IR(D)
80213018

長さ 30cm　ALT-2030IR(D)

税込組価3,480円 本体価格3,164円 
消費税316.4円

80213025
長さ 60cm　ALT-2060IR(D)

税込組価4,480円 本体価格4,073円 
消費税407.3円

80213032
長さ 90cm　ALT-2090IR(D)

税込組価5,480円 本体価格4,982円 
消費税498.2円

●マグネットホルダー・木ネジ・両面テープのいずれかで簡単取
付●非接触スイッチに手をかざすだけで電源ON/OFF、手を
かざし続けると100～10％の間で無段階調光●付属マグネッ
トホルダーで角度調整可能●導光板使用でムラなく照射●昼
白色相当LED●使用温度範囲：10～40℃

クリーナー 5741

お手入れラクラク、紙パック式クリーナー

シーネット
CPA201WH
80628003 税込組価6,980円 本体価格6,346円 

消費税634.6円
●吸込仕事率：約270W●面倒なお手入れ不要、手が汚れない
紙パック式●集塵容量は1.4Lの大容量●操作は手元スイッチで
オンオフ楽々●強・中・弱の3段階調整●洗えるエアータービンブ
ラシで畳やフローリングにも最適●コード長：5m●サイズ：幅295
×奥行242×高さ222mm●重量：4.1kg●消費電力：1000W

クリーナー 5742

サイクロン・スティック型クリーナー

ツインバード
TC-Ｅ181W（ホワイト）
80503096 税込組価4,980円 本体価格4,528円 

消費税452.8円
●吸込仕事率100W●スティックパイプを外してハンディでも
使える2WAY●紙パック不要のサイクロン式で経済的●ダスト
ケース丸洗い可能●わずかなスペースで収納できる自立タイ
プ●付属品：すき間ノズル●電源コード：約5m●集塵容量：0.5L
●サイズ：幅230×奥行155×高さ1050mm●重量：1.8kg

クリーナー 5743

1台3役。お気軽コードレス
充電式・コードレス
サイクロン式
すき間ノズル付

ツインバード
TC-5109W
80545713 税込組価10,800円 本体価格9,819円 

消費税981.9円
●様々な場所の掃除に対応した3WAYスタイル●スティックで
もハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用●充電は本
体を専用の充電台に乗せるだけ●電池残量表示機能付●集塵
容量：0.35L●充電時間：約6時間●使用時間：標準22分、強14
分●サイズ：幅260×奥行220×高さ1060mm●重量：2.1kg
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2ドア冷凍冷蔵庫 5811

霜取り不要のファン式冷蔵庫
有効内容積148L
(上段)冷蔵室94L
(下段)冷凍室54L

ハイアール
JR-NF148B
80207765 税込組価40,537円 本体価格36,852円 

消費税3,685.2円
●大容量ボトムフリーザー●整理しやすく取り出しやすい3段
ケース●お手入れ簡単ガラストレイ●明るく見やすいLED庫
内灯●電子レンジの置ける耐熱100℃トップテーブル●25ｄB
静音化設計●サイズ：幅502×奥行598×高さ1275mm●質
量：42kg●年間消費電力量：232kWh/年

ファン式冷凍庫 5812

面倒な霜取りが不要なファン式冷凍庫
内容積：114L

  

Excellence
MA-6120FF-W (ホワイト)

581 税込組価41,580円 本体価格37,800円 
消費税3,780.0円

●内容積114L(収納スペースの目安107L)●ファン式自動霜取
り●1ドア前開きタイプ●5段タイプ・うち4段に使いやすい引き出
しバスケット付●レンジも置ける耐熱100℃トップテーブル●庫
内温度：-18℃以下●消費電力量：323kwh/年●サイズ：幅475×
奥行543×高さ1250mm●重量：37kg　※冷蔵室はありません

電子レンジ 5813

全国でつかえるヘルツフリー
あたため専用
庫内容量20L

 

NEOVE
NGM720B
80202357 税込組価10,165円 本体価格9,241円 

消費税924.1円
●選べる3段階出力(50Hz : 600W/500W/解凍、60Hｚ：
700W/500W/解凍)●50Hz地域でも60Hｚ地域でも使えるヘルツフ
リー●便利なワンタッチスタート搭載●ターンテーブル：245mm●庫内
寸法：幅315×奥行329×高さ180mm●サイズ：幅452×奥行384×
262mm●重量：11.5ｋｇ●消費電力：(50Hz)1050W(60Hz)1350W

電気ケトル 5821

火を使わず、空焚き防止もついて安心・安全
1.0L

  

ドリテック
PO-354WT
80652350 税込組価1,980円 本体価格1,800円 

消費税180.0円
●ほこりが侵入しにくいカバー付●火を使わないので安心・安
全●給電スタンドから出るコードの長さを細かく調整可能●お
湯が沸いたら自動的にスイッチオフ●取り外し可能な洗える
メッシュフィルター付●お湯の量がひと目でわかる目盛付●サ
イズ：幅217×奥行142×高さ204mm●重量：825g

電気ケトル 5822

湯もれ防止・空だき防止など豊富な安全設計
PCL-A100:1.0L
PCL-A120:1.2L

タイガー
PCL-A100-WM/PCL-A120-WM
80493274

PCL-A100-WM ( マットホワイト )

税込組価5,480円 本体価格4,982円 
消費税498.2円

80493281
PCL-A120-WM ( マットホワイト )

税込組価5,980円 本体価格5,437円 
消費税543.7円

●転倒お湯漏れ防止構造・給湯ロックボタンで転倒時のお湯もれを抑
えます●蒸気量を軽減する省スチーム設計●本体が熱くなりにくい
本体二重構造●沸とうすれば通電自動オフ●空だきを検知して通電
自動オフ●サイズ：(A100)幅165×奥行223×高さ216mm(A120)
幅165×奥行224×高さ230mm●消費電力：1300W

電気ケトル 5823

本格的なドリップが楽しめるケトル
1.0Ｌ

  

ドリテック
PO-135SV
80111574 税込組価4,054円 本体価格3,686円 

消費税368.6円
●湯量が調節しやすい細口形状でお湯を落とす位置も調整し
やすくなります●ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にな
らずお茶やコーヒーにも安心して使えます●最大容量：1.0Ｌ●
サイズ：幅280×奥行135×高さ212ｍｍ●重量：690g(スタン
ド含む)●消費電力：900Ｗ

ジャーポット 5831

シンプルなデザインと機能性
WMJ-30W：3L
WMJ-40W：4L
空だき防止

ピーコック
WMJ-30W/40W (ホワイト)
80127315

WMJ-30W

税込組価6,480円 本体価格5,891円 
消費税589.1円

80127322
WMJ-40W

税込組価6,980円 本体価格6,346円 
消費税634.6円

●一目でわかる大きな給湯ボタン●シンプルで見やすい
水量計●プラスチックボディ●注ぎこぼしややけどを防ぐ
安全設計●サイズ：(WMJ-30W)幅213×奥行279×高さ
296mm(WMJ-40W)幅213×奥行279×高さ342mm●質
量：(WMJ-30W)2.0kg(WMJ-40W)2.2kg●消費電力：700W

ジャーポット 5832

ヒーターとまほうびん効果でかしこく保温
4L

  

象印
CV-GB40-TA ブラウン
80207741 税込組価14,800円 本体価格13,455円 

消費税1,345.5円
●大きな文字で分かりやすい操作パネル●沸かし時間、消費電
力量、蒸気を抑える｢沸とうセーブ｣●2時間操作しないと保温
ヒーターをオフ｢省エネモード｣●節約タイマー(6・7・8・9・10時間)
●ゆっくりカフェドリップ給湯●5段階保温設定●サイズ：幅220
×奥行295×高さ350mm●重量：3.2kg●消費電力：905W

ジャーポット 5833

大型給湯キーでらくらく電動給湯
5L

  

タイガー
PDN-A500(CU)アーバンベージュ
80451113 税込組価12,800円 本体価格11,637円 

消費税1,163.7円
●省エネ設計(6/9時間節約タイマー・断熱材・節約再沸騰)●沸
騰までの残時間(目安)を液晶表示でお知らせ●カラだき防止機能
(ヒーター自動OFF)●3段階(98度・90度・70度)保温音度設定●
残量が見やすいワイドパネル水量計●サイズ：幅229×奥行303
×高さ321mm●重量：2.7kg●消費電力：905W(湯沸かし時)

コーヒーメーカー 5841

洗いやすく割れないステンレスサーバー
1～ 6杯用

  

タイガー
ADC-A060TD(ダークブラウン)
80516553 税込組価5,980円 本体価格5,437円 

消費税543.7円
●シャワー状のお湯でまんべんなくじっくり蒸らして抽出●テイ
ストマイスターの表裏を変えてセットするだけで濃さを2段階調
節●給水しやすい「着脱式水タンク」●付属の専用カップトレイ
でマグカップに直接ドリップも可能●サイズ：幅154×奥行272
×高さ301mm●重量：1.9kg

コーヒーメーカー 5842

煮詰まりを防ぐので、おいしさ長持ち
1～ 5杯用

  

象印
EC-KT50-RA
80122709 税込組価10,165円 本体価格9,241円 

消費税924.1円
●コーヒーの濃さをお好みで調節できる「3段階濃度調節」「マ
イルド」「レギュラー」「ストロング」レバー式濃度調節でお好み
の濃さに抽出●煮詰まりを防ぐので、おいしさ長持ち「真空2
重瓶(まほうびん構造)のステンレスサーバー」●サイズ：240×
165×315mm●重量：2.4kg●消費電力：650W

浄水器 5843

13+2の物質を除去

三菱レイヨン
クリンスイ MD111WT
80399194 税込組価3,980円 本体価格3,619円 

消費税361.9円
●蛇口直結型浄水器●付属カートリッジ(MDC01S)で「家庭
用品品質表示法」で定められた13の物質に加えて鉄・アルミニ
ウムを除去●流量:1.6L/分●カートリッジ交換時期の目安:3ヶ
月●切り替え：浄水/シャワー/原水●サイズ：幅138×奥行58×
高さ103mm●重量：250g
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夏物家電はすべて台数限定です。
サーキュレーター 5911

機能を抑えた廉価タイプ・サーキュレーター
18cm羽根

押しボタンスイッチ

 

シーズ
CSNC-1821BK
80658871 税込組価2,280円 本体価格2,073円 

消費税207.3円
●18cm・3枚羽根●風量2段階切換●上下110度(上90度・
下20度)手動角度調節●サイズ：幅280×奥行70(90度上向
きの場合は130)×高さ285mm●重量：1.4kg●消費電力：
(50Hz)34W(60Hz)36W　※左右の首振りはできません

下向き20度まで上向き90度まで

サーキュレーター 5912

室内の換気対策に、暖冷気を効率的に循環

シーネット
CCM105XR ホワイト
80610985 税込組価4,480円 本体価格4,073円 

消費税407.3円
●風量強弱3段切替(静音・弱・強)●18cm3枚羽根(PP)●7時
間OFFタイマー●10時間自動OFFタイマー●360度首振り機
能((放射状首振りラジアルスィング)●おやすみ、リズムモード
●サイズ：幅254×奥行251×高さ334mm●重量：1.7kg

サーキュレーター 5913

熱中症対策オート運転
15.5cm羽根
リモコン

 

アピックス
AFC-349R(WH) ホワイト
80410547 税込組価7,980円 本体価格7,255円 

消費税725.5円
●15.5cm・3枚羽根●風量3段階切替●温度センサー内蔵で｢熱
中症対策オート運転｣(31℃以上で強・30～25℃で中・25℃未満で
弱)●1・2・4時間OFFタイマー●3D立体首振り(上下80度・左右60
度)●前面ガードは取り外し可能●サイズ：幅258×奥行258×高さ
340mm●重量：2.3kg●消費電力：(50Hz)34W(60Hz)32W

サーキュレーター 5921

本体付近の気温に合わせて風量を自動調節
18cm羽根
リモコン

 

アピックス
AFC-948R-BK ブラック
80658888 税込組価6,980円 本体価格6,346円 

消費税634.6円
●18cm・3枚羽根●風量3段階切換●360度の立体的な送風
で効率的に空気循環することが可能●左右自動首振り60度
●切り忘れ防止10時間自動OFF●0.5～8時間ON/OFFタイ
マー●サイズ：幅255×奥行270×高さ655mm●重量：2.5kg
●消費電力：36W

USBミニ冷風扇 5922

小型で場所を選ばず、デスクワークで大活躍

シーネット
CRU302
80658970 税込組価3,980円 本体価格3,619円 

消費税361.9円
●冷風機能●保冷剤(付属)でさらに冷風効果アップ●風量3段階
切換●ルーバー上下調節可能(手動)●簡単上部給水・給水しや
すいじょうご付属●水タンク容量400ml●持ち運びに便利な取っ
手つき●USB給電(ACコンセント用アダプタも付属)●サイズ：幅
139×奥行139×高さ175mm●重量：820g●消費電力：4W

スポットクーラー 5923

冷風/送風切替、ダクト付スポットクーラー

コーデン
KSM257

591 税込組価49,800円 本体価格45,273円 
消費税4,527.3円

●冷房能力(50/60Hz)：2.2/2.5kw●風量2段階切替●冷風/送風
切替●約210度手動回転冷風ダクト●上面排熱構造(別売排熱ダクト
取付可)●排熱温度40度以下●タンク容量5L●連続運転時間約8時
間●熱交換器一体で省ドレン設計●移動に便利なキャスター付き●
サイズ：幅390×奥行430×高さ810mm(ダクト含まず)●重量：36kg

エアースティック 5931

ぐるっと回してコンパクトに収納
   

ドウシシャ
FTS-801D(WH)　スノーホワイト
80173770 税込組価14,800円 本体価格13,455円 

消費税1,345.5円
●風量4段階切替●左右自動首振り●上下風向調節●
1/2/4/8時間ON/OFFタイマー●モード風(リズム)●リモコン
●収納時寸法：幅370×奥行207×高さ650mm●サイズ：幅
355×奥行380×高さ650～800mm●重量：3.9kg

除湿器 5932

水捨て回数が少ない3.5Lビッグタンク

コロナ
CD-P6321(W)
80658901 税込組価19,800円 本体価格18,000円 

消費税1,800.0円
●コンプレッサー式●除湿能力(50/60Hz)：5.6/6.3L/日●除
湿可能面積の目安(50/60Hz)：木造7/8畳まで、鉄筋14/16
畳まで●2/4/8時間OFFタイマー●タンク容量：3.5L●満水と
ともに自動停止しメロディでお知らせ●10年交換不要フィルタ
●サイズ：幅220×奥行330×高さ515mm●重量：7.9kg

除加湿空気清浄機 5933

除湿・加湿・集塵・脱臭をこの1台に搭載
空清・加湿～52㎥
除湿～31㎥

 

ダイキン
ACZ70X-T　ビターブラウン
80619001 税込組価128,000円本体価格116,364円 

消費税11,636.4円
●抗菌加湿フィルターを新搭載、ストリーマ、銀イオンとあわせ
て清潔加湿●おまかせ運転で空気清浄機しながら室温に適し
た湿度にコントロール●PM2.5×ホコリ×ニオイを検知、3方
向から吸引●加湿量：680mL/時●タンク容量：3L●サイズ：幅
415×奥行360×高さ690ｍｍ●本体質量：23ｋg

加湿空気清浄機 5941

加湿機能Offで夏場は空気清浄機として
空気清浄～51㎡

  

ダイキン
ACK70X-W
80658956 税込組価49,800円 本体価格45,273円 

消費税4,527.3円
●ツインストリーマーで汚れ・ニオイに２倍の分解力●センサー
がPM2.5×ホコリ×ニオイを検知、3方向からパワフル吸引●
「花粉運転」搭載●スマホとつながり遠隔操作可能●サイズ：
高さ600×幅395×奥行287ｍｍ●重量：12.5kg　※除湿機
能はついていません。

空気循環式紫外線除菌機 5942

室内の空気循環しながら紫外線で除菌

DEARLIFE
UV-35158

593 税込組価148,000円本体価格134,546円 
消費税13,454.6円

●室内の空気を吸い込み、UV-C紫外線灯2灯を装備した金属
製筒の中を通ることで除菌●紫外線灯は253.7nm波長のハイ
パワー80W●紫外線は耐久性のある金属製筒の中で点灯、外
部に漏れません●1時間で吐き出される空気量約32畳分(天井
高2.4m時)●サイズ：径350×高さ1580mm●重量：10.2kg

空気清浄機 5943

汚れを分解するウイルス清浄機
適用床面積：約33畳

  

Molekule
Molekule Air Pro
0000293130

592 税込組価149,800円本体価格136,182円 
消費税13,618.2円

●米国特許技術のPECOフィルターを搭載●従来のHEPAフィル
ターの基準より1/1000も小さな物質を除去でき、花粉、ハウスダ
スト、細菌、ウイルスを除去可能●約33畳まで使える大スペース向
け●フィルター交換目安:1日24時間稼働し182.7日相当●保証1
年●サイズ：幅278×奥行278×高さ586mm●重量約10.38㎏
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夏物家電はすべて台数限定です。
扇風機(リビング扇) 6011

シンプルな押しボタン式扇風機
30cm羽根

押しボタン式スイッチ
高さ調節：87cmまで

シーズ
CSKF-321T(LG)
80658918 税込組価3,280円 本体価格2,982円 

消費税298.2円
●30cm・5枚羽根●風量3段階切換(強/中/弱)●3時間OFF
タイマー(ダイヤル式)●首振り●シックなライトグレーとホワイ
トのツートンカラー●スタイリッシュなフラットガード(前面鋼線・
後面樹脂)●サイズ：幅362×奥行350×高さ690～870mm●
重量：3.0kg●消費電力：(50Hz)36W(60Hz)40W

扇風機(リビング扇) 6012

便利なカードリモコン付き扇風機
30cm羽根
リモコン

高さ調節：87cmまで

シーズ
CSKF-321R(LG)
80658925 税込組価4,280円 本体価格3,891円 

消費税389.1円
●30cm・5枚羽根●風量3段階切換(強/中/弱)●リズムモード●
1/2/4/6時間ON/OFFタイマー●首振り●カードリモコン●ライ
トグレーとホワイトのツートンカラー●スタイリッシュなフラットガー
ド(前面鋼線・後面樹脂)●サイズ：幅362×奥行350×高さ690～
870mm●重量：3.0kg●消費電力：(50Hz)36W(60Hz)40W

扇風機(リビング扇) 6013

DCモーター搭載、6段階風量調節
30cm羽根
フルリモコン

高さ調節：86.5cmまで

ユアサプライムス
YT-D3419YFR(W) ホワイト
80410578 税込組価6,980円 本体価格6,346円 

消費税634.6円
●30cm・5枚羽根●風量6段階切替●リズムモード/おやすみ
モード●DCモーターで省エネ運転●左右自動首振75度●上
下手動首振40度●1・2・4・6時間ON/OFFタイマー(ON/OFF
併用可)●8時間自動OFFタイマー●サイズ：幅360×奥行350
×高さ615～865mm●重量：2.8kg●消費電力：22W

コンパクトファン 6021

オフィスのデスクワークに

スリーアップ
BF-T1811 ホワイト
80561515 税込組価3,480円 本体価格3,164円 

消費税316.4円
●DCモーターターボのパワフル送風●4段階風量調整(弱/
中/強/ターボ)●1・2・4・8時間OFFタイマー●風向き角度0～
45度調節可能●9枚羽根を採用●USBポート付き●ACアダ
プター付属●サイズ：幅213×奥行72×高さ216mm●重量：
0.56kg

扇風機(クリップ扇/卓上扇) 6022

デスク周りで使えるパーソナル扇風機
18cm羽根

シーズ
CSKF-C189/CSKF-D189
80410516

CSKF-C189( クリップ扇 )

税込組価1,980円 本体価格1,800円 
消費税180.0円

80410523
CSKF-D189( 卓上扇 )

税込組価1,980円 本体価格1,800円 
消費税180.0円

●18cm・3枚羽根●電源ON/OFFスイッチ(本体後部)●左右
自動首振り●上下手動首振り●サイズ：(C189)幅237×奥行
224×高さ390mm(D189)幅240×奥行230×高さ315mm
●重量：(C189)1.2kg(D189)1.1kg

扇風機(ハイポジ扇) 6023

ちょっと背が高いリビング扇風機
30cm羽根
リモコン

高さ調節：110cmまで

シーネット
CFRH801
80568873 税込組価4,980円 本体価格4,528円 

消費税452.8円

●30cm・5枚羽根●風量3段階切替●リズムモード●1・2・4・
6時間OFFタイマー●8時間自動OFFタイマー●高さ調節●首
振り●サイズ：幅360×奥行360×高さ910～1100mm●重
量：4.4kg●消費電力：(50Hz)31W(60Hz)35W

扇風機(フロアー扇) 6031

廉価タイプ・フロアー扇(リモコンなし)
40cm羽根

押しボタン式スイッチ
高さ調節：135cmまで

シーズ
CSBF-F4021T
80658932 税込組価4,980円 本体価格4,528円 

消費税452.8円
●40cm・5枚羽根●風量3段階切換(強/中/弱)●首振り●
サイズ：幅400×奥行420×高さ1140～1350mm●重量：
4.0kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

扇風機(フロアー扇) 6032

大きな羽根で風量が大、広いスペースで活躍
40cm羽根
リモコン

高さ調節：144cmまで

アピックス
AFL-252R(WH) ホワイト
80658949 税込組価7,980円 本体価格7,255円 

消費税725.5円
●40cm・5枚羽根●風量3段階切換●リズム/おやすみモード
●1/2/4/8時間ON/OFFタイマー●左右自動首振り75度●
上下手動首振り28度●デジタル表示操作パネル●マグネット
貼付式薄型リモコン●サイズ：幅450×奥行400×高さ1190～
1440mm●重量：8.2kg●消費電力：(50Hz)48(60Hz)54W

工業扇 6033

工業扇には珍しいブラック羽根
45cm羽根

高さ調節：137cmまで

 

コーデン
CFF-451TPAKK
80561560 税込組価5,980円 本体価格5,437円 

消費税543.7円

●45cm4枚羽根(ブラックカラー樹脂)●風量3段階切替(強/
中/弱)●収納・移動に便利なワンタッチ折りたたみ式脚●首振
り(左右各40度自動・上下手動)●サイズ：幅800×奥行700×
高さ1120～1370mm●重量：5.2kg

発行日：2021年7月1日
発行所：全国大学生活協同組合連合会


