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SANW
Function Setting

Window
ベー
プレ

ケーブル長1.2m3ボタン USB A

ケーブル長1.5m
5ボタン USB A

ケーブル長1.8m
3ボタン USB A

静 音

ケーブル長1.5m
5ボタン USB A

静 音
チルトホイール チルトホイール

紙 箱

USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作します。　※2：マウス・レシーバー間のIDは固定です。　※3：電波の通信範囲は使用環境
Mac OSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバーでスクロ

す。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
進む」機能はWindowsのみの対応です。 ※6：一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5％行った場合。

環境（温度・電池性能）によって異なります。（乾電池はアルカリ乾電池使用時）また自然放電などを考慮しない
ん。

（Aコネクタ）を持つ機種。
Type-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

各¥1,200(税抜価格)

WBK

P.341MA-TB44BKN
¥7,200(税抜価格)

ボタ

＜対応OS 

＜対応OS 

P.341MA-TB177BK
¥7,500(税抜価格)

P.341MA-TB128BK
¥5,800(税抜価格)I

R

L
E
D

レ

ザ

式

光
学
式

I
R

L
E
D

I
R

L
E
D

I
R

L
E
D

光
学
式

3ボタン

5ボタン

静 音

3ボタン
静 音

充電式

5ボタン USB A

静 音
静 音

5ボタン USB A 3ボタン USB A

5ボタン USB A

チルトホイール チルトホイール チルトホイール

マルチペアリング

レーザー

レーザー
ダイオード

レーザー
センサーブルーLED 光学式 IR  LED

読み取りセンサーについて

MA-WTB178BK P.340
¥8,800(税抜価格)

MA-ERGBT20 P.342
¥6,800(税抜価格)

MA-RING2BK P.351
¥6,300(税抜価格)

MA-BTTB179BK P.340
¥9,400(税抜価格)

MA-BTTB130BK P.340
¥8,200(税抜価格)

MA-WTB43BKN P.341
¥8,500(税抜価格)

MA-WTB129BK P.341
¥7,500(税抜価格)

ハイパーブルーLED早見表

3403 5504

名入れ
マウス

WEB 5504WEB 3403

原寸大印刷PDFをダウンロード
原寸サイズで選ぶ

WEB
MA-WBL113シリーズ

ニューノーマルオフィス
「新たなオフィス空間」のご提案をします。

デジタルストア
無人店舗やAIストアをサポートする製品をご提案します。

文教/医療施設/工場向け 様々な環境にあったサプライ品をご提案をします。

使いやすさと安心を提案する　定番製品から新製品まで

一目で確認できる早見表

WEB会議・オンライン授業・在宅ワークなどの環境を
サポートする製品を紹介します。オンラインコミュニケーション

カテゴリの全品番を一目で比較できます。製品の検索にも便利です。

デスク
ラック
セキュリティ

ビジュアルINDEX
五十音INDEX
各カテゴリ内表紙 から

早見表がどこに掲載されている
かを検索できます。

検索窓に4桁の数字を入れるか二次元コードを
読み込むと、早見表などWEBの特設ページを
見ることができます。

二次元コードを読み込むと、カタログより詳しい
製品情報や製品の使い方などをわかりやすく紹
介した動画を見ることができます。

WEB特設ページ案内
二次元コードを読み込むと、WEBページから
特注・名入れサービス詳細を見ることができます。

特別注文WEB案内

製品紹介サービス（二次元コード）

総合カタログ
2022年版のご案内

バッグ
キーボード
USBハブ

LANハブ
変換アダプタ
HDMIケーブル

タップなどの早見表も
あります。

製品の詳細・動画が見える！

スマホからWEBサイトへ飛べる！

早見表は
カタログならでは
のメリット

イチ押し製品・目的別の特集ページが充実

〒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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製品情報をさらに詳しく！提案資料の作成に！

各品番からWEBの製品ページへ。
また、電子カタログ上で製品動画を視聴できる！

PDFデータ化
できて、
メールで送れる。

印刷して、提案資料
などに使用できる。
※パソコン専用の機能です。

総合カタログ電子版
パソコンやスマホからも見られる！

https://www.sanwa.co.jp/catalog/

電子カタログは
ここが便利
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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
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最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/
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TEL.092-471-6721福岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 

グリーン
購入法

エコ商品
ねっと

環境配慮
主成分

※掲載価格は全て税抜価格です。

電動式だから20分間噴射の勢いが衰えない！ 缶タイプのエアダスターにも劣らない超強力噴射！

繰返し使える、半永久式電動エアダスター。環境にやさしい充電式。

ワザありワザあり
グッズグッズ

サッと使えてすぐキレイ

スマホ
タブレット
画面にも

画面についたしつこい指紋もスッキリ

オレンジエキス配合
オレンジの香り

内容量：350ml(228g)
※1本あたり

CD-82VC
¥1,700(税抜価格)

CD-WT4K

CD-WT4KL
¥880(税抜価格)

¥1,500(税抜価格)

シートサイズ：130×130mm

CD-CC13BL（ブルー）

各¥900(税抜価格)

サイズ：W300×H400mm

・机上ノズル
・ブラシ付きノズル
・すき間ノズル

3つのノズル付き

使いやすい
パッドタイプ

ノンフロン

クリーニングクロス

エアダスター バキュームクリーナー

マイクロファイバークリーニングクロス

ウェットティッシュ

手頃な缶タイプで強力噴射 ホコリを吸い込む

1年分の
汚れにサヨナラ！

CD-ADE2BK
オープン価格

電動エアダスター
CD-ADE1BK
オープン価格

電動エアダスター

バキュームクリーナー

CD-CC13G（グリーン）
CD-CC11BL（ブルー）

各¥480(税抜価格)

マイクロファイバークリーニングクロス

CD-CC11G（グリーン）

サイズ：W170×H170mm

CD-CC23BL（ブルー）

各¥390(税抜価格)

ディスプレイクリーニングパッド

CD-CC23G（グリーン）

吹き
飛ばす

吸い込む

わざありわざあり

逆さ噴
射OK

逆さ噴
射OK

わざありわざあり

わざありわざあり

狭くて暗い場所を照らす
LEDライト付き

噴射方法�通り

使用時間 約��分
噴射の勢いが衰えない

狭くて暗い場所を照らす
LEDライト付き

風量�段階調整

使用時間 約��分
噴射の勢いが衰えない

（80枚入り）

（150枚入り）

CD-WT6K

CD-WT6KL
¥980(税抜価格)

¥1,500(税抜価格)

シートサイズ：130×200mm
（60枚入り）

（100枚入り）

エアダスター
CD-31ECO

CD-31SET
¥1,100(税抜価格)

¥2,000(税抜価格)

（1本入り）

（2本入り）

CD-WT9K

CD-WT9KL
¥880(税抜価格)

¥1,400(税抜価格)

シートサイズ：140×180mm
（70枚入り）

（150枚入り）

CD-WT1K

CD-WT1KL
¥850(税抜価格)

¥1,280(税抜価格)

シートサイズ：140×180mm
（70枚入り）

（150枚入り）

パソコン用除菌用液晶用 デスク周り用

吹き
飛ばす

吹き吹き
飛ばす飛ばす

逆さ噴
射OK

逆さ噴
射OK

吹き
飛ばす

逆さ噴
射OK

缶のゴミがで
ない

缶のゴミがで
ない

　 ガス不使用　 ガス不使用
缶のゴミがで

ない

　 ガス不使用

わざありわざあり

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



スマホ iPad

タブレットiPad

タブレット

スマホ

iPad

タブレット

スマホ

iPadタブレット

ノートパソコン

ノートパソコン

スマホ

iPadタブレット

スマホ

iPadタブレット

ノートパソコン

Chromebookスマホ iPadスマホ

思った位置に映せない...
...自撮りには無理がある

スマホ タブレット ノートPC

スマホ タブレット ノートPC

++
1

2
+
1

2

+
1

2
+
1

2

+
1

2
+
1

2

解決
ABCD…ABCD…ABCD…

※取付ける機器とホルダーの合計重量が、三脚の耐荷重をこえないよう確認をお願いいたします。
※ホルダー取付けの際には、カメラの位置にご注意ください。

ご注意

+
1

2

ホルダー

三脚

ロングスタンド

DG-CAM30
¥3,600(税抜価格)

　　インチ
三脚カメラネジ対応
1/4

　　インチ
三脚カメラネジ対応
1/4

4段階3段階
5段階

マルチスタンド（3段タイプ）

DG-CAM21
¥4,800(税抜価格)

タブレット三脚取り付けホルダー

PDA-TABH10BK
¥3,000(税抜価格)

タブレット三脚取り付けホルダー

PDA-TABH9BK
オープン価格

ノートパソコンホルダー

PDA-STN26
¥4,000(税抜価格)

三脚に取り付けて使える、ホルダー。

黒板を使った授業にも！角度調整・固定撮影できる三脚。

1

2

7～13インチまでの
大型タブレット対応

3.5～12.9インチまでの
スマホ・タブレット

三脚ホルダー

DG-CAM25
¥2,000(税抜価格)

横6～18cm、厚さ1.2cm
までのスマホ・タブレット

場所を取らないロングスタンド 高さの微調整が楽にできる
エレベーターハンドル付き

W300～390mmの
機器に対応

マルチスタンド（4段タイプ）

DG-CAM22
¥3,500(税抜価格)

3WAY雲台で
縦横の切り替え簡単

41
0～
12
65
m
m

58
0～
15
30
m
m

52
5～
16
00
m
m 耐荷重

約1.5kg 耐荷重
約2.5kg

耐荷重
約2.0kg

お手持ちの三脚に取り付けるだけ！
移動が楽になる三脚キャスター。
キャスター付き三脚台

DG-CAM31
オープン価格

これは便利

お

こ

スイ～スイ～

移動が
らくらく

4段階

耐荷重
約2.0kg

DG-CAM31
オープン価格

イイイ

移動が
らくらく

〒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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※掲載価格は全て税抜価格です。



ディスプレイ厚
14～71mm対応

天板厚
10～40mm対応

タブレット対応

スマホスタンド・
小物入れ付き

対応サイズ
W320×D260mm

AC × 4個 USB × 2ポート
合計最大2.4A

MR-LC804BK（ブラック）

MR-LC804W（ホワイト）

3段階横幅可変タイプ机上ラック

MR-LC804シリーズ
各¥4,800(税抜価格)

アルミ製ノートパソコンスタンド

CR-38
¥11,800(税抜価格)

ケーブル配線トレー（汎用タイプ）

CB-CT4シリーズ
各¥6,800(税抜価格)

USB充電ポート付き便利タップ
TAP-B105U-3BK
¥6,400(税抜価格)
TAP-B105U-3W
¥6,000(税抜価格)

机上ラック

ディスプレイトップシェルフ

MR-LCSH01BK
¥2,500(税抜価格)

CB-CT4BK
（ブラック）

CB-CT4W
（ホワイト）

（ブラック）

（ホワイト）

CB-CT4
（シルバー）

ディスプレイトップシェルフ ノートパソコンスタンド

ケーブル配線トレー クランプ式タップ

420mm 465mm 520mm

スッキリさせて
作業効率UP！作業効率UP！

デスク
周りを整理整頓

散らかりやすい小物やケーブルを整理するだけで
作業効率がグッとアップします。

年末のお掃除ついでに、デスク上もキレイにしましょう！

散らかりやすい小物やケーブルを整理するだけで
作業効率がグッとアップします。

年末のお掃除ついでに、デスク上もキレイにしましょう！

ディスプレイ上の空間を活用！小物が置けるシェルフ。

液晶ディスプレイ・周辺機器を効率よく配置して、デスクの上を整理整頓。

この1台で3つの幅に変えられる！
［ 両足を閉じる ］ ［ 片足を開く ］ ［ 両足を開く ］

ごちゃつくケーブルを整理整頓。 デスク天板にクランプ固定できるタップ。

ノートPCの高さ・角度を見やすく調整。

機器を収納してデスクを広く使える。幅の狭いデスクでも置きやすい。デスク上のサブテーブルに。

80

200 (mm)

420・465・520

すっ
きり

ITEM

すっ
きり

ITEM

すっ
きり

ITEM

すっ
きり

ITEM

すっ
きり

ITEM

127
(mm)

300300

164
(mm)

537537
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※掲載価格は全て税抜価格です。



900
mm

1050
mm

カート高さ1050mm時

ハイチェアで座った時に 回診など立って作業する時に

天板にノートパソコンなどが置けるので、電子カルテ端末を載せ
たままの巡回や、スタッフステーションで作業ができます。

院内の巡回で使用する医療用品をきれいに収納！
オプションを追加して収納機能をアップできます。

カートをナーステーブルに挟み込めるので、ステーション内のスペースが広く使える

狭い・・・

通れない…

棚が開けら
れない・・・

スッキリ！

カンチ式だから、ナーステーブルに挟み込める

昇降して
デスクに
収納！

通常のラックタイプの場合 カンチ式の場合

天板有効サイズ：W430×D475mm コンパクトで優れた機動性、操作性、
旋回性でスムーズに移動が可能。（15.6インチノートパソコン使用時）

カンチ式昇降カルテカート

RAC-HP105W
¥145,000(税抜価格)
■サイズ：
本体/W456×D583×H945～1095mm
天板/W430×D475×T20mm
引き出し有効内寸/W240×D370×H74mm
■重量：約27.6kg
■総耐荷重：30kg

静音キャスター使用

H1050～

H900
mm

天板高さ

無段階調整

前方2輪はストッパー付き。

ココもpoint！

トレーはスライド式で
取外しも可能。

アルコール消毒にも
対応。

セキュリティワイヤー
などの装着も可能。

モニターアームの
取付けに対応。

pointpoint

020202
pointpoint

010101
pointpoint

030303

テーブル
高さ700mm

カートが
デスクと
干渉...

ワイヤーバスケット
RAC-HP100WBL（大）
¥12,500（税抜価格）

RAC-HP100WBS（小）
¥11,500（税抜価格）

オプション

〒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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※掲載価格は全て税抜価格です。



10台

大丈夫かな
・・・ちょっと不安

・・・
端末を丸ごと
除菌できる！安心して

使える！

14inch
タブレット・
ノートPC

10台
まで収納 ACコンセント

内蔵

充電CAI-CAB60W
¥228,000(税抜価格)

UV照射スイッチを押すだけ
で、除菌を開始します。
3分間の照射でウィルスの
99％を不活性化します。
※黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネ
ラ菌、緑膿菌などの除菌効果を確認
しています。
※UVライトは5分間で自動的に消灯
しますが、充電はそのまま行われます。

10個口ACコンセント
を天面に内蔵。
タップを別途準備しな
くても、機器の充電が
できます。ACアダプタ
も収納可能です。

前扉には鍵を、背面には
セキュリティワイヤーに
対応したホールブラケット
を搭載し、ダブルで盗難
対策の強化します。

複数人で同時に出し入れし
やすくするため、収納部は縦
置き構造になっています。
14インチのノートパソコン
も収納できます。

タブレット充電時の熱
対策として、天面側部
にファンを1つ搭載。
内部の熱を効率よく
外へ逃します。

保管庫を2台までスタッ
キングできるので、複数
台の機器を省スペースに
収納できます。
■2台スタッキング時のサイズ/
　W570×D411×H816mm
　（1台の時はH408mm）

ACコンセント（3P/10個口）

セキュリティホールブラケット

鍵

1.前扉

2.背面

※除菌中は絶対に照射されている光を直接見ないでください。また、照射されている光を皮膚に当てないようにしてください。　※UVライトは扉が開いているときは照射されません。　※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

なお、年末は大変混雑いたしますので、
ご注文はお早めにお願いいたします。
ご多忙の折り、皆様には何かとご迷惑を
おかけいたしますが、ご了承くださいますよう
お願い申し上げます。

2021年 年内の通常業務は です。12月28日（火）まで
2022年 年始は いたします。1月5日（水）より営業

年末年始休暇の
お知らせ

タブレットを丸ごとタブレットを丸ごとタブレットを丸ごと
UV除菌UV除菌 充電!充電!×
分間照射で　 %除菌分間照射で　 %除菌3 99

清潔を保てるから、不特定多数の人と共有する機器に便利！

人が触ったパソコン・タブレットを触るのは不安・・・人が触ったパソコン・タブレットを触るのは不安・・・人が触ったパソコン・タブレットを触るのは不安・・・ 誰かが使うたび、たった5分で除菌できて安心！誰かが使うたび、たった5分で除菌できて安心！誰かが使うたび、たった5分で除菌できて安心！
黄色ブドウ球菌・大腸菌・サルモネラ菌・緑膿菌などに効果黄色ブドウ球菌・大腸菌・サルモネラ菌・緑膿菌などに効果黄色ブドウ球菌・大腸菌・サルモネラ菌・緑膿菌などに効果

ボタンを押すだけで除菌POINT 1 POINT 2 POINT 3

POINT 4 POINT 5 POINT 6取り出しやすい縦収納

ACコンセント内蔵

熱を逃すファン搭載

Wセキュリティ対策

2台までスタッキング可能

※3分間の照射でウィルスの99％を不活性化します。
※写真は除菌中のイメージです。

除菌ノートパソコン・タブレット充電保管庫

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

〒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　 

SN2112-06

※掲載価格は全て税抜価格です。
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