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製本機 5611

手軽に使える製本機のベストセラー
ホットメルト方式

ＪＩＣ
とじ太くん３０００
80501641 税込組価7,040円 本体価格6,400円 

消費税640.0円
●ウォームアップ時間：約45秒　●製本時間：約45秒　●対
応サイズ：A５長辺～A3短辺、厚さ３０ｍｍ（コピー用紙約300
枚分）●製本カバー別売　●サイズ：幅３９０×奥行１６５×高さ
１７５ｍｍ　●重量：１．５８ｋｇ

詳しくはコチラ▼

プレゼンター (グリーン） 5612

強調したい内容を、強く表現できる発表ツール
スライド送り
タイマー機能付

キヤノン
ＰＲ１ーＨＹ
80210635 税込組価17,468円 本体価格15,880円 

消費税1,588.0円
●カーソルの形や大きさ、色を変更できます●資料の一部
を虫メガネのように拡大●PowerPoint、AdobeReader、
Keynote、プレビューのスライド操作が可能●125×32×
25mm/63g●付属：単４乾電池2本●グリーンレーザーポイン
ターとして使用することも可能

プレゼンター機能の紹介
レーザーポインター（レッド）
PR500ｰRC
プレゼンター機能
はありせん

税込組価
　4,852円
本体価格
　4,411円
消費税
　441.1円

80569412

プレゼンテーションリモート 5613

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） 5621

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) 5622

人気のコクヨ　グリーンレーザー　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

レーザーポインター（グリーン） 5623

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

ラベルライター 5631

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」

ラベルデザイン
ダウンロード

ラベルライター 5632

高速印刷＆静音設計で快適なラベル作成
最大印字可能幅アップ
高精細ヘッドで印字
ムダな余白削減！

キングジム
「テプラ」PRO
SR-R980
メーカー希望価格（税込）46,200円

80692981 税込組価37,800円 本体価格34,364円 
消費税3,436.4円

●PROテープ４～３６ｍｍ対応●オートトリマー●ハーフカット
機能付きオートカッター●本体寸法：幅１９５×奥行２５２×高さ
１０１ｍｍ●質量：約１，２６０ｇ（電池、テープ除く）●ＰＣラベル
ソフト「ＳＰＣ１０」●「ピック＆プリント機能」搭載●「カットラベ
ル・パンドウイット」に対応●テープ種類を自動検出

ラベルライター 5633

ムダな余白を削減、効率的なラベル作り
PC接続可

ラベルの余白削減機能

キングジム
「テプラ」PRO
SR-R680
メーカー希望価格（税込）26,180円

80483312 税込組価19,000円 本体価格17,273円 
消費税1,727.3円

●PROテープ4～24mm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●テープ識別機能●ラベル余白削減●
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●本体寸法：幅193×奥行238×高さ66mm●
質量：約990g●専用ソフト「SPC10」：HPより無料ダウンロード

デジタルノート 5641

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 5642

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

Ｗｅｂ会議用ライト 5643

Web会議の顔映りをハッキリ明るく！
クリップ式で取付簡単
すぐに使えるUSB給電
角度調節可能

キングジム
Ｗｅｂ会議用スクエアライト
PCL10クロ
メーカー希望価格（税込）3,850円

80718810 税込組価3,450円 本体価格3,137円 
消費税313.7円

●使用可能なノートパソコン・ディスプレイ：ディスプレイの背面
が真っすぐなもの（厚み約１８mmまで）●本体寸法：幅１３５×奥
行５５×高さ１２６mm●質量：２００g（USBケーブル含まず）●
電源：USB給電DC５V、０．６A●光量：３段階（最大約２００lm）
●色温度：３色（昼白色/白色/電球色）
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オートハンドソープディスペンサー 5711

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 5712

手をかざしてシュッと消毒/専用ホルダー
大容量の1Lタイプ
自動噴射で消毒
市販の消毒液利用可能

キングジム
アルコ－ルディスペンサ－「テッテ」
「テッテ」壁掛けホルダー

80617137
TE1000

税込組価7,920円 本体価格7,200円 
消費税720.0円

80703212
TEH10

税込組価4,200円 本体価格3,819円 
消費税381.9円

■「テッテ」本体TE1000　●電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
●容量：約1,000ml●材質：PP●サイズ：約幅120×奥行212×高さ
236mm（トレー使用時）●質量：約350ｇ（トレー、消毒剤、乾電池除く）
■「テッテ」壁掛けホルダーTEH10　●総耐荷重：約3kg●材質：ステ
ンレス●サイズ：約幅120×奥行165×高さ160mm

※ジェルタイプの消毒液、
次亜塩素酸水は絶対に使用
しないでください。

※マグネット
もしくはネジ
で取付可能

TE1000 TEH10

手指消毒器 5713

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3,390円 本体価格3,082円 
消費税308.2円

●本体寸法：幅163×奥行172×高さ304mm●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

非接触型温度計 5721

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
●自動電源ＯＦＦ約１５秒●測定距離：約３～５ｃｍ●測定範囲：表面
モード０℃～１００℃／人肌モード３５℃～４２℃●測定精度：±０．２℃
（３５℃～４２℃）／±０．３℃（０℃～３４．９℃、４２．１℃～１００℃）●
測定時間：約１秒●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）

コンパクトＣＯ２濃度測定器 5722

換気のタイミングが一目でわかる
ＣＯ２濃度
湿　度
温　度

東亜産業
CO2マネジャー
TOA-CO2MG-001

571 税込組価6,980円 本体価格6,346円 
消費税634.6円

●二酸化炭素・湿度・温度をこれ1台で測定可能●デジタルディ
スプレイでＣＯ２濃度を色と数値で表示して室内の状況を可視
化●ＣＯ２濃度測定範囲：４００～５０００ ｐｐｍ●本体寸法：幅７２
×奥行４２×高さ９３ｍｍ●入力充電：DC5V。待機時間：約１００
時間

オートフィードシュレッダ 5723

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）60,000円

80658819 税込組価46,900円 本体価格42,636円 
消費税4,264.0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●ゴミ箱
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

シュレッダ 5731

デスク下に収まるタテ型スリムボディ。
A4対応最大細断枚数8枚
作動音６０ｄB
ゴミ箱容量１６L

フェローズ
デスクサイドシュレッダ
ＪＢ－０９ＣＤＭ
80666111 税込組価22,110円 本体価格20,100円 

消費税2,010.0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●ゴミ箱容量：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）

シュレッダ 5732

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）48,400円

80203798 税込組価33,680円 本体価格30,619円 
消費税3,061.9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 5733

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）49,500円

80705278 税込組価33,940円 本体価格30,855円 
消費税3,085.5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

フタ付保存箱・積み重ねキット 5741

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

机上・下収納ラック 5742

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
マルチファイルラック
80450246

ND-F525

税込組価5,640円 本体価格5,128円 
消費税512.8円

80450253
ND-F725

税込組価6,210円 本体価格5,646円 
消費税564.6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

机下収納ラック 5743

キャスター付きで、出し入れが簡単
お客様組立て商品
耐荷重：棚1枚１５㎏

ナカバヤシ
デスクターナ　フレームタイプ
ND-001シロ
80450260 税込組価5,350円 本体価格4,864円 

消費税486.4円
●材質：本体フレーム/スチール・棚板/ＭＤＦ　ＰＶＣ貼り・キャス
ター/ナイロン●棚板の高さを３段階調整可能●サイズ：幅５００
×奥行２７６×高さ６００ｍｍ●重量：５．２ｋｇ
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デジタルビデオカメラ 5811

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-W (ホワイト）
80658802 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)

デジタルビデオカメラ 5812

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41,800円 本体価格38,000円 
消費税3,800.0円

80631683
HDR-CX470 WC

税込組価41,800円 本体価格38,000円 
消費税3,800.0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 5813

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 5821

空間光学手振れ補正でズームに強い
フルハイビジョン
内蔵メモリ64GB
マイクロSDカード

SONY
HDR-CX680 W (ホワイト)
80743386 税込組価62,700円 本体価格57,000円 

消費税5,700.0円
●インテリジェントアクティブモード●1/5.8型Exmor R CMOS
センサー●Gレンズ●高速・高精度なピント合わせ｢ファストイン
テリジェントAF｣●3.0型タッチパネル式クリアフォト液晶●WiFi
内蔵で手軽に見る・転送・保存●光学30倍/全画素超解像60倍
●サイズ：幅57.5×奥行66.0×高さ121.0mm●質量：305g

デジタルビデオカメラ 5822

実験・観察に便利な機能を搭載
遅延再生機能搭載
リモートレビュー機能
抗菌・抗ウイルス加工

JVCケンウッド
GY-TC100
80696026 税込組価89,800円 本体価格81,637円 

消費税8,163.7円
●モニタとHDMI接続で1～7秒間遅れた映像をモニタ再生で
きる遅延再生機能●離れた場所でスマホ・タブレット端末で再
生できるリモートレビュー機能●シャッタースピードを手動で設
定(動画・静止画：1/50～1/4000秒)●防水・防塵・耐衝撃・耐低
温の4つの保護性能●サイズ：幅60×奥行128×高さ59.5mm

デジタルビデオカメラ 5823

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148,000円本体価格134,546円 

消費税13,454.6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
ケーブル１本で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
80625569

ZV-1G BC（ブラック）

税込組価113,900円本体価格103,546円 
消費税10,354.6円

80711132
ZV-1G WC（ホワイト）

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)

5832

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

専用ソフト不要でオンライン会議等で利用が出来ます。

指向性3カプセルマイク搭載。

＜利用方法＞
1. カメラの“menu”から “USB スト
リーミング”を選択

2. ケーブル経由でカメラをPCやス
マートフォンに接続

3. PCやスマホ上でオンラインビデオ
コミュケーションソフトを開始する

4. PC・スマホ上のオンラインビデオコミュケーションソフトのカメラの選
択から接続しているZV-1を選択

ハンディカムで培ってきた高音質録音技術を
採用し、マイク内部の構造を見直し。
集音効率が向上し、よりクリアな録音を実現
しています。

デジタルビデオカメラ 5833

XFカムコーダー初、瞳検出と頭部検知AF
4K 60P 4:2:2 10bit
小型軽量　3連リング
効率的なワークフロー

キヤノン
XF605

581 税込組価598,400円本体価格544,000円 
消費税54,400.0円

●1.0型CMOSセンサー有効約829万画素●光学15倍Lズー
ムレンズ●LCDモニター3.5型●音声入力4ch●ダイレクト
タッチコントロール●アイカップ、マイクホルダー、バッテリー
パック、充電器、コンパクトパワーアダプター、レンズフード付属
●サイズ：168×173×333mm●重量：2010g

デジタルビデオカメラ 5842

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238,000円本体価格216,364円 

消費税21,636.4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。

普通紙ファクシミリ 5843

あんしん機能と着信時のお知らせ機能を搭載
迷惑防止機能搭載
ホワイト液晶

コードレス子機1台

Panasonic
KX-PD315DL-S (シルバー)
80743409 税込組価22,800円 本体価格20,728円 

消費税2,072.8円
●光って分かりやすい｢着信お知らせLED｣を子機に搭載●呼
出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す｢迷惑防止機能｣
を設定できます●ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信
履歴を表示(日付・時刻のみ)●SDカード対応(別売)●サイズ：幅
296×奥行191×高さ86mm●重量：(親機)2.4kg(子機)140g
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液晶テレビ 5911

ブルーライトを最大50％低減
ブルーライトガード
USB-HDD録画対応

ORION
OL24WD300/OL32WD300
80721018

OL24WD300

税込組価24,800円 本体価格22,546円 
消費税2,254.6円

80721025
OL32WD300

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●裏番
組録画対応●外付けUSB-HDDに録画可能●入力端子：HDMI
×2系統、AV入力×1系統●サイズ：（24型）幅553×奥行145
×高さ370mm（32型）幅732×奥行229×高さ488mm●重
量：（24型）2.9kg（32型）4.3kg

液晶テレビ 5912

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 5913

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 5921

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-FBW1100
80716724 税込組価79,800円 本体価格72,546円 

消費税7,254.6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●無料アプリ「TVSideView」でどこでも録画視
聴●サイズ：幅430×奥行225×高さ564mm●質量：3.5kg

ブルーレイディスクレコーダー 5922

HDD容量2TBのスタンダード2Kモデル
ハードディスク2TB
2チューナー

Panasonic
DMR-2W201
80695654 税込組価53,800円 本体価格48,909円 

消費税4,891.0円
●外付けUSB-HDD対応で保存容量アップも可能●ハイビジョ
ン映像も高精細な4K相当にアップコンバート●保存した番組を
教室・出張先など離れた場所でもスマホで視聴可能(専用アプリ
が必要)●HDMI出力：1系統、USB：前面1系統(2.0)・後面1系統
(3.0)●サイズ：幅430×奥行179×高さ41.5mm●重量：2.2kg

ブルーレイプレーヤー 5923

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12,800円 本体価格11,637円 

消費税1,163.7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 5931

Bluetooth機能でスピーカーとしても使える
Bluetooth Ver.5.0
LCDディスプレイ

aiwa
CSD-B40
80716762 税込組価6,480円 本体価格5,891円 

消費税589.1円
●CD/AM/FM(ワイドFM対応)/カセット/外部入力対応●
Bluetooth機能搭載●カセット録音(ラジオ/CD/BT／AUX)
対応●音量、選局は使いやすいダイヤル式●便利なACコード
と乾電池(単2×6)の両電源対応●音質：最大出力2.0Ｗ×2●
サイズ：幅230×高さ123×奥行220mm●質量：1.5kg

CDラジカセ 5932

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

ヘッドホン 5933

軽い、耳をふさがない、聴きながら聞こえる
ながら聴きに最適
装着検出機能
防滴対応IPX4

SONY
ステレオヘッドホン
LinkBuds
80742921

LinkBuds HM

税込組価23,100円 本体価格21,000円 
消費税2,100.0円

80742938
LinkBuds WM

税込組価23,100円 本体価格21,000円 
消費税2,100.0円

●耳をふさがない開放的なリングドライバー●自分の声を通話
相手にクリアに届けるマイク性能●圧縮音源の高音域をクリ
アに再現する「DSEE」●360RealityAudio認定モデル●5
種類のフィッティングサポーター●本体バッテリー5.5時間●
Quick AccessでSpotifyを再生●本体質量約4.1g×2

HM

WM

ヘッドホン 5941

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 5942

シリーズ最大進化を遂げたノイキャン性能
ハイレゾ相当の高音質
装着検出機能搭載
マルチペアリング対応

SONY
ステレオヘッドホン
WH-1000XM5
80764640

WH-1000XM5 BM

税込組価49,500円 本体価格45,000円 
消費税4,500.0円

80764657
WH-1000XM5 SM

税込組価49,500円 本体価格45,000円 
消費税4,500.0円

●人の声や日常ノイズなど中音域ノイズを低減●合計8個のマイ
クとAI技術を搭載することで騒音下でも正確かつクリアな通話
品質を実現●2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
搭載●本体デザインと素材を刷新し装着感を向上●連続音楽再
生時間30時間●3分の充電で3時間再生可能なPD充電に対応

ヘッドホン 5943

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41,800円 本体価格38,000円 
消費税3,800.0円

80602546
WH-1000XM4 SM

税込組価41,800円 本体価格38,000円 
消費税3,800.0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 6011

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 6012

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-TX660 BC
80716731 税込組価17,600円 本体価格16,000円 

消費税1,600.0円
●高性能デジタルマイク内蔵●録音開始のタイミングを設定で
きる「録音開始タイマー」●シーンに適した録音設定ができる
「シーンセレクト」搭載●ノイズを抑えて再生音声を聞きやすく
する「クリアボイス」搭載●急速充電（約3分で約1時間録音）
●サイズ：幅20×奥行き7.4×高さ102mm●質量：29g

ICレコーダー 6013

簡単録音・簡単設定・簡単管理を追求
内蔵メモリ4GB

オリンパス
VN-551PC BLK
80696279 税込組価6,600円 本体価格6,000円 

消費税600.0円
●“録りたい瞬間”を逃さない簡単操作の｢ワンタッチダイレクト
録音｣●細かい設定をレコーダーが自動で最適に行う｢おまか
せ録音設定｣●録音内容を効率的に聞くことができる最大3倍
速の｢早聞き再生｣●ノイズキャンセル機能●サイズ：幅37.5×
奥行108×高さ20mm●重量：67g

ICレコーダー 6021

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 6022

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14,800円 本体価格13,455円 
消費税1,345.5円

80451311
ICD-TX650SC2（シルバー）

税込組価14,800円 本体価格13,455円 
消費税1,345.5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 シルバー

ICレコーダー 6023

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 BLK
80503072 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

ICレコーダー 6031

USBダイレクト接続
内蔵メモリ4GB
パソコン対応

ワイドFM放送対応

SONY
ICD-PX470F
80169520

ICD-PX470FBC( ブラック )

税込組価8,480円 本体価格7,709円 
消費税771.0円

80169544
ICD-PX470FWC( ホワイト )

税込組価8,480円 本体価格7,709円 
消費税771.0円

80169551
ICD-PX470FNC( ゴールド )

税込組価8,480円 本体価格7,709円 
消費税771.0円

●声を狙い録りできる｢フォーカス録音｣搭載●リニアPCM/
MP3/WMA/AACファイル再生対応●プロジェクタの風切音など
のノイズを低減する｢ローカットフィルター｣搭載●USB端子内蔵
でパソコンとダイレクトに接続可能●FMラジオが聞ける・録音も
可能●サイズ：幅38.3×奥行19.3×高さ114.1mm●重量：74g

ブラック ゴールドホワイト

ICレコーダー 6032

リニアPCMとズームマイク搭載の万能モデル
マイクロSDカード対応
USBダイレクト接続
単4電池対応

オリンパス
VoiceTrek DM-720 SLV (シルバー)
80118771 税込組価6,980円 本体価格6,346円 

消費税634.6円
●4GB内蔵メモリ●48kHz/16bit対応のリニアPCM録音●高
音質TRESMICマイク搭載●リニアPCM・MP3録音●USBダイレ
クト接続●いざという時にも安心な単4電池対応●「声だけ再生機
能」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●重量：72g（電池含む）

ICレコーダー 6033

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

GPSウォッチ 6041

GPSマルチ計測ウォッチ
Wi-Fi対応

Bluetooth連携
USB充電

ガーミン
ForeAthlete945 Black
010-02063-50
80696798 税込組価76,780円 本体価格69,800円 

消費税6,980.0円
●GPS/みちびき（補間信号）/GLONASS/Gallileo4測位対応
●GPS更新周期：1秒●Gセンサー、気圧、度計、光学心拍計、血中
酸素トラッキング、地図搭載●取得可能データ：VO2max、乳酸閾
値、心拍ゾーン、タイム、距離、ペース、スピード、ピッチ他●GPS
モード32時間●センサーインターフェース接続可●重量:約50ｇ

ハンディーＧＰＳ 6042

双方向衛星通信機能を搭載した最高峰モデル
天気情報受信

３インチディスプレイ
頑丈設計

ガーミン
GPSMAP66i
010-02088-0B
80696804 税込組価98,780円 本体価格89,800円 

消費税8,980.0円
●GPS/みちびき（補間信号）/Gallileo対応●GPS軌跡最大
20,000ポイント保存可能●日本詳細地形図搭載●内蔵メモ
リ：１６GB+microSD（別売）●Bluetooth、USB接続可●内
蔵リチウムイオン電池、稼働時間通常使用時最大約35時間●
衛星通信機能（サブスクリプション登録必要）●重量：約241ｇ

データロガー 6043

換気状態、温度、湿度を見える化します
CO2：　0～ 9999ｐｐｍ
温度：-10～ +60℃
湿度：0～ 99％RH

H'TECH
CO2モニター
EM-002
80696811 税込組価49,500円 本体価格45,000円 

消費税4,500.0円
●CO2濃度計、温度、湿度も合わせ大型カラーLCD画面にデジ
タル表示●CO2濃度が超過した場合、電子音で換気を促します
●USB接続で、パソコンにデータをダウンロード、データは自動で
PDF形式で表示●電源：充電式電池、USB電源（ACアダプター）
●サイズ：W140×H134×D33mm●重量：約191g（電池含む）

H' TECH
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デスクスタンド 6111

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 6112

ブルーライトカット
LED

SWAN
AS-751WH/DS-506WH
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

80752548
スタンドタイプ DS-506WH( 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-506)1.2kg

AS-751

DS-506

LEDデスクスタンド 6113

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

デスクスタンド 6121

セード幅60cmで明るさワイドに
LED

山田照明
Z-S5000N
80725016

Z-S5000N B( 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

80725023
Z-S5000N W( 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

●ワイド(60cm)なヘッドと十分な照度(1800LX)●スプリング
が露出しないバネ内蔵アーム●色温度固定方(白色5000K)●
5段階調光(100-80-50-30-5％)●設置がしやすい上締めク
ランプ●軽くスムーズな動きの平行アーム

LEDデスクスタンド 6122

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 6123

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 6131

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 6132

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 6133

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 6141

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 6142

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 6143

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



62

家
電
製
品

ファン式冷凍冷蔵庫 6211

霜取り不要のファン式冷凍冷蔵庫
（上段）冷蔵室113L
(下段）冷凍室49L

右開き

ハイセンス
HR-D16F
80759165 税込組価42,800円 本体価格38,909円 

消費税3,891.0円
●大容量のドアポケット3段●2段式スライドケース冷凍庫●レ
ンジも載せられる耐熱トップテーブル●手元を照らすLED庫内
灯●つぎ目なしの庫内でお掃除ラクラク●お手入れ簡単な強
化ガラス棚●約23dB静音化設計●サイズ：幅481×奥行586
×高さ1277ｍｍ●質量：41kg

ファン式冷凍庫 6212

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)

621 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 6213

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 6221

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 6222

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 6223

湯量が調節しやすい細口タイプ
0.8L

ドリテック
PO-158SV
80696019 税込組価3,980円 本体価格3,619円 

消費税361.9円
●ゆっくりとお湯が注ぎやすい細口タイプ●注ぎ口の断面が広
いので湯量が見やすく調整しやすい●使わないときはスタンド
の裏側にコードを巻きつけてコンパクトに収納●安心の空焚き
防止機能付き●電源コード長：約120cm●サイズ：幅270×奥
行160×高さ175mm●重量：0.8kg●消費電力：1100W

ジャーポット 6231

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 6232

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 6233

｢大容量5L｣＆｢985Wスピード沸騰｣
5L

象印
CD-SE50(WG) ホワイトグレー
80745144 税込組価14,800円 本体価格13,455円 

消費税1,345.5円
●給水のタイミングを知らせてくれる｢給水お知らせ｣●6段階
タイマー(6・8・10・12・14・16時間)●用途に合わせて選べる4
段階保温設定(98・90・80・70℃)●給湯機能だけを有効にす
る ｢給湯限定モード｣ ●蒸気を約88%カットする｢蒸気セーブ
モード｣●サイズ：幅23×奥行31.5×高さ34mm●重量：3.4kg

コーヒーメーカー 6241

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 6242

煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち
1～ 5杯用

象印
EC-KV50-RA レッド
80736623 税込組価11,800円 本体価格10,728円 

消費税1,072.8円
●お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる3段階濃度調節●
断熱スイングバスケットでコーヒーのコクと香りを引き出す高
温抽出●まほうびん構造のステンレスサーバー●カルキをとっ
てコーヒー豆本来のおいしさを引き出す浄水フィルター●サイ
ズ：幅240×奥行165×高さ315mm●重量：2.4kg

浄水器 6243

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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空気清浄単独運転時
適用床面積：～51㎡

空気清浄単独運転時
適用床面積：～52㎡

ダイキン
除加湿空気清浄機
ACZ70X-T ビターブラウン

加湿機能OFFで
夏場は空気清浄機単独運転

扇風機・サーキュレーターなど夏物家電はすべて台数限定です。
サーキュレーター 6311

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 6312

冷暖房の効率ＵＰ　オールシーズン快適空間
18cm羽根

ダイヤル式スイッチ

シーネット
CCMS107WH ホワイト
80765661 税込組価2,980円 本体価格2,709円 

消費税271.0円
●風量3段階切換(強・中・弱)●18ｃｍ3枚羽根(PP)●操作が
簡単なダイヤル式●左右60度首振り●上下角度調整(水平～
上90度)●サイズ：幅270×奥行267×高さ335mm●重量：
1.9kg

サーキュレーター 6313

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 6321

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

サーキュレーター 6322

設置場所・用途に合わせて高さ調節可能
18cm羽根
リモコン
DC

ユアサプライムス
YCL-D183DFR(W) ホワイト
80750506 税込組価7,980円 本体価格7,255円 

消費税725.5円
●18cm3枚羽根●風量8段階調整●8時間ON/OFFタイ
マー●8時間自動OFFタイマー●自動左右首振(約70度)/手
動上下首振(水平～上へ90度)●DCモーターで省エネ運転●
サイズ：幅230×奥行230×高さ300～720mm●重量：1.8kg

30～72cmで
お好みの高さに
調整可能

吹き出し口は
90度まで角度
を調整可能

スポットクーラー 6323

冷風/送風切替　ダクト付スポットクーラー

コーデン
KES251NPE

631 税込組価57,800円 本体価格52,546円 
消費税5,254.6円

●冷房能力(50/60Hz)：2.2/2.5kW●風量2段階切換●冷風/
送風切替●約210度手動回転冷風ダクト●上面ダクト排熱●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

空気清浄機 6331

深紫外線(UVC)LED搭載の空気清浄機
適用床面積：～36㎡

ダイキン
ACB50X-S シルバー
80690970 税込組価99,800円 本体価格90,728円 

消費税9,072.8円
●除菌作用の高い波長265nm付近の深紫外線(UVC)を照射
する｢UVC・LED｣を採用●抗菌HEPAフィルターが0.3μmの
微小な粒子を99.97%除去●ストリーマがニオイを分解●サイ
ズ：幅270×奥行270×高さ500mm●重量：6.8kg

空気循環式紫外線除菌機 6332

室内の空気循環しながら紫外線で除菌

DEARLIFE
UV-35158

632 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

加湿空気清浄機 6333

３方向立体気流で部屋全体を効率よく循環
空清単独：～51㎡
加湿単独：20～ 32㎡
加湿＋空清：～48㎡

Panasonic
F-VXU70-W ホワイト
80690987 税込組価69,800円 本体価格63,455円 

消費税6,345.5円
【加湿】●加湿量：700ml/h●3段階加湿量切替●タンク容量：
3.2L【空気清浄】●3段階風量切替●ナノイーX9.6兆搭載で
花粉、ハウスダストをスピード抑制●サイズ：幅398×奥行257
×高さ640mm●重量：10kg●消費電力：57W

加湿空気清浄機 6342

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用したハイグレードモデル

ダイキン
加湿空気清浄機
ACK70X-W ホワイト
80658956 税込組価49,800円 本体価格45,273円 

消費税4,527.3円 80619001 税込組価128,000円本体価格116,364円 
消費税11,636.4円

【空気清浄】●高速電子を放出するツインストリーマが脱臭フィルターが吸着したニオイをすばやく分解、さらに集塵フィルターを
除菌●センサーがPM2.5･ホコリ･ニオイを見つけてすばやくパワフル吸引●TAFUフィルター(10年間交換不要)が微小な粒子
のホコリや花粉を吸着●サイズ：（ACK70X）幅395×奥行287×高さ600mm（ACZ70X）幅415×奥行360×高さ690mm●
重量：（ACK70X）12.5kg（ACZ70X）23kg

除湿器 6343

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
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扇風機・サーキュレーターなど夏物家電はすべて台数限定です。
扇風機(リビング扇) 6411

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) 6412

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

リビング扇風機 6413

DCモーター搭載・6段階風量調整
30cm羽根
リモコン

高さ調節：86.5cmまで

ユアサプライムス
YT-D3419DFR(W) ホワイト
80750513 税込組価7,480円 本体価格6,800円 

消費税680.0円

●30cm5枚羽根●風量6段階調節●1・2・4・6時間ON/OFF
タイマー●8時間自動OFFタイマー●DCモーターで省エネ運
転●リズム/おやすみモード●自動左右首振(75度)●サイズ：
幅360×奥行350×高さ615～865mm●重量：2.8kg

扇風機(クリップ扇/卓上扇) 6421

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2,280円 本体価格2,073円 
消費税207.3円

80410523
CSKF-D189( 卓上扇 )

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●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

卓上扇
CSKF-D189

クリップ扇
CSKF-C189

USBミニ冷風扇 6422

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

扇風機(ハイポジ扇) 6423

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) 6431

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) 6432

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-253R(WH) ホワイト
80752562 税込組価8,480円 本体価格7,709円 

消費税771.0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 6433

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




