
警戒領域になると

ブザーで
お知らせ

警戒領域になると

ブザーで
お知らせ

ワイヤレス
好きな場所に
設置できる

17W
まで

ノートPC

15.6W
まで

ノートPC

15.6W
まで

ノートPC

熱中症指数を計測
熱中症指数を計測

5段階デジタル
メモリ表示

5段階デジタルメモリ表示
（4月～10月は熱中症指数
に切替え）

熱中症指数 インフルエンザ指数 温度・湿度 時刻 熱中症指数 インフルエンザ指数 温度・湿度 時刻紫外線強度

※掲載価格は全て税抜価格です。

手持ち用デジタル温湿度計
CHE-TPHU6
¥4,500(税抜価格)

デジタル温湿度計
CHE-TPHU2WN
オープン価格

■電源：単四乾電池×2本
■サイズ：W100×D17×H120mm
■重量：約143g(電池を含む)

■電源：単四乾電池×3本
■サイズ：W56×D30.5×H168mm
■重量：75g（電池含まず）

■電源：USB充電式
■サイズ：W150×D57×H182mm
■重量：約312g(ケーブル含まず)

■サイズ：W400×D330×H55mm
■重量：約822g
■ファン数：2個

■サイズ：W382×D260×H34mm
■重量：約600g
■ファン数：1個

■サイズ：W390×D290×H36mm
■重量：約634g
■ファン数：1個

デジタル温湿度計
CHE-TP1
¥5,800(税抜価格)

ノート用クーラーパッド

TK-CLN19U
¥9,000(税抜価格)

ノート用クーラーパッド

TK-CLN21U
¥5,000(税抜価格)

ノート用クーラーパッド

TK-CLN22U
¥6,000(税抜価格)

熱中症熱中症対策 アイテム！アイテム！
前もって予防しよう

温湿度計

デジタル温湿度計 / USB扇風機 / ノートクーラー

気になる時にサッと部屋の状態を測れる 空気を循環して作業スペースを快適に
充電機能付きUSB扇風機
USB-TOY98BK
オープン価格

熱中症指数が出たら、ブザーでお知らせ！

ノートパソコンの熱暴走防止に！ ノート用クーラーパッドパッド

■電源：コイン形リチウム電池CR2032×1個
■サイズ：W38×D11.6×H80mm
■重量：約23g(電池を含む)

超強力冷却できる
ターボ機能付き

3段階スタンド機能付き
好きな角度に調整できる

熱い箇所をピンポイントで冷却
ファンを左右に移動。

スタンド　壁かけ

LEDライト付き

屋内用

屋内用 手持ち

野外用 手持ち　ストラップ付き

ノートPCをのせて、
冷却しながら
作業できる

温度・湿度

温度

湿度

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 
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〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 

※掲載価格は全て税抜価格です。

モバイルディスプレイ
DP-02
¥68,000(税抜価格)

1920×1080

Type-C・USB・HDMI接続
指紋防止加工光沢パネル 非光沢パネル

スピーカー付き 3.5mmジャック付き

1920×1080

Type-C・HDMI接続
スピーカー付き 3.5mmジャック付き

モバイルディスプレイ
DP-03
¥48,000(税抜価格)

Type-Cケーブル1本で
ディスプレイを増設！
薄型&軽量で
持ち運びに便利
タッチパネル内蔵！
（DP-02のみ）

モバイルディスプレイ
ノートパソコンを2画面に拡張できる

テレワークの
強い味方！

サブディスプレイとして

サイズ：W360×D231×H10mm
重量：約860g

サイズ：W368×D225×H9mm
重量：約765g

薄型&軽量で
持ち運びに便利

スタンド機能
付き！

2段階の
角度調整付き

在宅ワークに

iPadのサブディスプレイとして デスクトップパソコンにも

モバイルワークに
プレゼン時のお客様用ディスプレイとして 資料を見ながらタイピング！サブディスプレイとして。

タッチパネル機能

15.6 ディスプレイ

タッチ
パネル機能

型 15.8 ディスプレイ型

2段
角度

使い勝手抜群！

ソコンを2画面に拡張できるノートパソコ

他にもこんな
使い方が

（DP-02のみ）
※使用しているスタンドPDA-STN39BKは、※使用しているスタンドPDA-STN39BKは、
　DP-03のみの対応です。　DP-03のみの対応です。
※使用しているスタンドPDA-STN39BKは、
　DP-03のみの対応です。

のご提案おすすめ製品 � � � � � � �� � � � � � �！� � � � � � �！



三
和
花
子

手提げタイプ 手提げタイプ

反射材付き

反射材付き

ネームタグ付き 名前ポケット付き 手提げタイプ

※掲載価格は全て税抜価格です。

持ち帰り・自宅学習におすすめ

バッグ＆ケースバッグ＆ケース 学校と自宅間の持ち運びを安全に。

持ち帰り・自宅学習におすすめ

アフターGIGAGIGAスクールアフターGIGAGIGAスクール

BAG-SCL11BK
¥3,000(税抜価格) ¥1,700(税抜価格)

11.6W
まで対応

ノートPC

11.6W
まで対応

タブレット

13.3W
まで対応

ノートPC
iPad
対応

10.2インチ

こんな困ったことがありませんか....

コンパクトで丈夫、GIGAスクール
パソコンの為に作られたバッグ。

ケースに入れたタブレットをそのまま収納、
持ち運びできるトートバッグ。

持ち運びや出し入れに便利な取っ手付き
スリムインナーケース。

230230

5555(mm)
340340

パソコン収納部寸法:
W310×D30×H210mm

取っ手付きPCインナーバッグ
PDA-TABSCH01シリーズ
各¥2,500(税抜価格)

タブレット用トートバッグ
IN-GH11BK
（11.6インチワイドまで）

IN-GH11BK IN-GH13BK

¥1,900(税抜価格)

IN-GH13BK
（13.3インチワイドまで）

取っ手付きPCインナーケース

BK（ブラック）

(mm)(mm)

335335335

318318318

335335

1515
318318

ケースを開いてすぐ
パソコンが使える。

パソコン
収納部寸法:
W300(330)×D25(30)×
H235(255)mm
重量:約155g(178g)
※(　)はIN-GH13BK

AC充電器 自宅での予備充電器として。

USB PD対応、Type-Cポート搭載機器を充電。 iPadを充電、最大2.4A出力に対応。

USBケーブル一体型

最大45Wの高出力！
Type-CノートPCを充電

最大2.4Aの高出力！
iPadの充電にも対応

小物を整理しやすい
フロントポケット

パソコンとアダプタが
干渉しない2ルームタイプ。

PointPoint

PointPoint PointPoint

通電ランプ付き

USB PD

45W

USB

Type-C
Lightning
コネクタ

ACA-PD75BK
¥6,500(税抜価格)

USB Power Delivery対応
AC充電器

USBケーブル一体型

ACA-IP77LT
¥4,000(税抜価格)

Lightningケーブル一体型
AC充電器

(mm)(mm)

235
（255）
235
（255）

310
（330）
310
（330）
310
（330） 3030

（35）（35）
310
（345）
310
（345）BL（ブルー） NV（ネイビー） R（レッド）

持ち帰りのとき、
落下・破損が心配・・・

周辺機器も一緒に
持ち帰りたい！ 夜道の通行が心配！ 同じケースだと

誰の物かわからない！

スイング
プラグ

手提げ手提げタイプで解決！タイプで解決！バッグ・ケースバッグ・ケースに入れて解決！に入れて解決！ 反射材反射材付きで解決！付きで解決！ ネームタグ・名前ポケットネームタグ・名前ポケット付きで解決！付きで解決！バッグ・ケースに入れて解決！ 手提げタイプで解決！ 反射材付きで解決！ ネームタグ・名前ポケット付きで解決！

iPad衝撃吸収ケース
（PDA-IPAD1605シリーズ）
ごと入れられる

PointPoint
PointPoint

スイング
プラグ

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 
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〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 

角度調整可能 折りたたみ式 角度調整可能 折りたたみ式 角度調整可能 高さ調整可能

6~12.9
インチまで
対応

9~12
インチまで
対応

6~12.9
インチまで
対応

簡易袋パッケージ

簡易袋パッケージ

簡易袋パッケージ

※掲載価格は全て税抜価格です。

保護フィルム 画面をキズや汚れから守る。

特注 推奨ロット50～

汎用
タイプ

10.2インチ

iPad
第8/7世代
専用

10.2インチ

iPad
第8/7世代
専用

雑菌・ウイルスが

99.99%99.99%

LCD-IPAD12AB
¥2,980(税抜価格)

液晶保護抗菌フィルム

LCD-IPAD12P
￥2,980(税抜価格)

LCD-IPAD102G
￥2,800(税抜価格)

LCD-IPAD102GBC
￥3,000(税抜価格)

LCD-IPAD12
￥2,380(税抜価格)

● 紙みたいに描けるペーパーライクタイプ ＋ 反射防止タイプ。

● 反射防止タイプ。

● 日本製ガラス素材を使用した強化ガラス。

● ブルーライトカット ＋ 指紋防止 ＋ 光沢タイプ

● ブルーライトカット ＋ 指紋防止 ＋ 反射防止タイプ

● 反射防止タイプ

ペーパーライク
反射防止フィルム

液晶保護反射防止フィルム

ブルーライトカット
強化ガラスフィルム

強化ガラスフィルム

文教向け文教向けサプライカタログサプライカタログ
をご用意しています。 検索窓に入力。 1003

LCD-BCG116W
￥3,200(税抜価格)

ブルーライトカット
液晶保護指紋防止光沢フィルム

LCD-BCNG116W
￥3,900(税抜価格)

ブルーライトカット
液晶保護指紋反射防止フィルム

LCD-116W
￥1,880(税抜価格)液晶保護フィルム

アルコールで拭ける！
抗菌性能が持続する抗菌フィルム。

紙みたいに書けるフィルム、
強化ガラスフィルムなど4種。

11.6インチワイドのタブレット・
ノートパソコン画面を保護。

スタンド 自宅学習でタブレットを見やすく設置。

簡単に角度調節ができ
折りたためて持ち運べる。

360°回転・フリーアングルで
使用できる。

伸縮アームでタブレットの
設置高さを調節できる。

150150190190
150150

(mm)(mm)

300～458300～458260260

273273

MR-IPADST9
¥2,480(税抜価格)

iPad・iPad 2・タブレット・スレートPC用スタンド

PDA-STN37BK
¥6,500(税抜価格)

タブレット用アームスタンド

PDA-STN39BK
¥5,000(税抜価格)

タブレット用伸縮アームスタンド（高さ調節タイプ）

PDA-PEN44BK
¥2,200(税抜価格) ¥1,500(税抜価格)

¥7,200(税抜価格)

※［ ］内はディスクタイプ使用時。（mm）※〈 〉内はペン先の直径。

128［133.5］

シ
リ
コ
ン
ゴ
ム

シ
リ
コ
ン
ゴ
ム

Ｐ
O
M
樹
脂

デ
ィ
ス
ク

φ8.5〈6〉［7.5］

2WAY

φ12.3〈2.8〉

145.5

2WAYで使い分けできる

導
電
性
フ
ァ
イ
バ
ー

φ9〈7〉

128

111.15

128

φ7〈6〉

PDA-PEN51D

¥2,000(税抜価格)
PDA-PEN52BK

¥1,500(税抜価格)
PDA-PEN53D

持ちやすいえんぴつ型の六角形。

持ちやすいえんぴつ型の六角形。

ノック式で先端を収納可能。

PDA-PEN48BK
電池を使用して静電気を発生

φ7〈6〉

シリコンゴム

導電性PC
（ポリカーボネート）

タッチペンタッチペン タブレットへ快適に絵や文字を描きたい。

細かいイラストが書けるペン先極細タイプ。 さらさらした、なめらかな書き心地。

選択したい箇所をしっかり押せる。

PointPoint

のご提案おすすめ製品 � � � � � � �� � � � � � �！� � � � � � �！
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OS-CONBOXシリーズ
各￥585,000（税抜価格）

■材質：本体/木製、布地張り、調音材、天板/メラミン化粧板　■付属品：天板、外装、2個ロ電源コンセント

※チェアは別売り。

簡単設置 !オープンタイプ。簡単設置 !オープンタイプ。

※内部イメージ図。

選べる外装・内装色

ワーク集中ボックスの中なら
外部の騒音外部の騒音
を軽減を軽減

ワーク集中ボックスの中なら
内部の会話は内部の会話は
漏れにくい漏れにくい

聞こえに
くい

聞こえに
くい

組立・解体・移設が簡単！

東京鋼鐵工業株式会社

すぐに使える専用の天板付き
で、コンセントを2口内蔵。

天井部分が抜けているので、
防災設備などの付帯設備は不要。

LEDライト取付け可能（オプション）

特殊な調音材「オーラルソニック」を使用！

Rピンク Rマスタード Rグリーン Rグレー Rブルー Rベージュ

ワーク集中ボックス専用
LEDライト

OS-CONBOX-LED 
¥15,800(税抜価格)

天板付き。

ワーク集中ボックスワーク集中ボックス
こんな

うるさくて集中できない ... 大事な話を
聞かれて
しまう ...

ワーク集中ボックスで

OS-CONBOX-LOシリーズ
各￥625,000（税抜価格）

ロータイプ

ワーク集中ボックス（CONBOX）
OS-CONBOXシリーズ

OS-CONBOX-OPシリーズ
各￥443,000（税抜価格）

オープンタイプ

※1:東京鋼鐵工業測定値　周囲の騒音環境によって変化します。OS-CONBOX-OPを除く。

※1

※1

納期・価格お問合せ

納期お問合せ 取扱製品

送料お問合せ 取扱製品ノックダウン組立式

※画像はイメージです。

※価格には送料、組立て費用は含まれておりません。別途お申し受けいたします。

詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

集中ブースに、
リモート会議に!
集中ブースに、
リモート会議に!

周囲の雑音を軽減し、集中力を高める
特殊な調音材

オーラルソニッオーラルソニック使用

お悩みお悩みお悩み

解決！解決！解決！

ありませんか

1000
1285

400
1000

天板の高さ

720
天板の高さ

720

1000

天板の高さ

1000

19
00

19
00

19
00

集中ブースに！座って使用。集中ブースに！座って使用。

1000

12
85

60
0

〈上面〉
300

打ち合わせに！立って使用。打ち合わせに！立って使用。

スタンドタイプ

OS-CONBOX-
RGYRGY（グレー）
RBLRBL（ブルー）
RBERBE（ベージュ）
RPKRPK（ピンク）
RMDRMD（マスタード）
RGNRGN（グリーン）

OS-CONBOX-OP-
RGYRGY（グレー）
RBLRBL（ブルー）
RBERBE（ベージュ）
RPKRPK（ピンク）
RMDRMD（マスタード）
RGNRGN（グリーン）

OS-CONBOX-LO-
RGYRGY（グレー）
RBLRBL（ブルー）
RBERBE（ベージュ）
RPKRPK（ピンク）
RMDRMD（マスタード）
RGNRGN（グリーン）

※掲載価格は全て税抜価格です。

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 
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55 84型 対
応

上下位置調節

上下位置調節

上下位置調節

上下位置調節

電動昇降

電動昇降 電動昇降

手動昇降

手動昇降

対
応

対
応

対
応

対
応
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55 65型

32 65型 32 40型 32 40型

52 84型 32 55型

液晶ディスプレイスタンド

CR-PL101SCGY
¥118,000(税抜価格)

大型テレビを導入したら、あわせて使いたい

電子黒板と周辺機器をまとめて設置。
手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

CR-PL102SCBK
¥108,000(税抜価格)

学校での使用に。電子黒板対応。
プラズマディスプレイスタンド

CR-PL28BK
¥235,000(税抜価格)

画面の高さを、2m近くまで電動調節。

手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

CR-PL30BK
¥88,000(税抜価格)

ハンドルを回すだけで画面の高さを調節。
プラズマディスプレイスタンド

CR-PL15N
¥79,500(税抜価格)

チューナーなどを設置できる棚板付き。
プラズマディスプレイスタンド

CR-PL12N
¥61,500(税抜価格)

チューナーなどを設置できる棚板付き。

回転機能付きディスプレイスタンド

CR-PL52
¥75,000(税抜価格)

ディスプレイをつけたまま画面回転。
壁寄せテレビスタンド

CR-PL40BK
¥195,000(税抜価格)

壁に寄せて設置できる。高さ調整も可能。
テレビスタンド

CR-PL41BK
¥200,000(税抜価格)

未使用時はミーティングデスク下に収納。

対応テレビ
スタンド検索は
こちら！

サイズ：
W990×D730×H1830mm
耐荷重：100kg
（ディスプレイは70kgまで）

サイズ：
W1000×D710×H1614～1874mm
耐荷重：70kg
（ディスプレイは60kgまで）

サイズ：
W865×D800×H1385～2384mm
耐荷重：70kg
（ディスプレイは60kgまで）

サイズ：
W1000×D710×H1657～1917mm
耐荷重：70kg
（ディスプレイは60kgまで）

サイズ：
W1000×D717×H1825mm
耐荷重：80kg
（ディスプレイは70kgまで）

サイズ：
W780×D720×H1813.5mm
耐荷重：60kg
（ディスプレイは40kgまで）

サイズ：
W890×D760×H1707～2157mm
耐荷重：65kg
（ディスプレイは40kgまで）

サイズ：
W630×D300×H582.5～1242.5mm
耐荷重：40kg

サイズ：
W630×D500×H542～1202mm
耐荷重：40kg

教室やオフィスに WEB会議に デジタルサイネージに

のご提案おすすめ製品 � � � � � � �� � � � � � �！� � � � � � �！

※掲載価格は全て税抜価格です。

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 

SN2106-06
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