
MIN MAXMMIN MAXMAX

動画
LP-RFG112S

※掲載価格は全て税抜価格です。

プレゼンの質を上げる
パワーポインター

PowerPoint®やKeynoteのページアップ・ダウンが可能！レーザーポインター機能付き!

長寿命
タイプ

70時間連続照射可能

手ぶれ
に強い

ズーム機能

iPadで

しっかり握れて

照射サイズを変えられる

ソフトウェア
ポインター
搭載

プレゼン操作！

液晶TVでの使用に最適！

2.4G＆Bluetoothグリーンパワーポインター（電池長寿命）　LP-RFG112S　¥24,800(税抜価格)
Bluetooth 2.4GHz緑色レーザー

●単四アルカリ乾電池2本で70時間の連続照射が可能な長寿命
設計。しかも電池交換時期をLEDでお知らせします。
●Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコン
はもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。

■レーザー到達距離:約200m※1
■サイズ・重量:
　本体/約W15×D170×H16mm（クリップ含む）・約63g(電池含む)
　レシーバー/W16×D22×H7mm（最大部）・約2g
■付属品:レシーバー、単四乾電池×2（テスト用）、ポーチ、取扱説明書

※1:環境によって異なります。

ページ
アップ
（戻し）

ページ
ダウン
（送り）

ページ
アップ
（戻し）

ページ
ダウン
（送り）

赤色光より視認性が
良いエメラルド
グリーンレーザー搭載。

グリーンパワーポインター　LP-RFG110GM　¥18,800(税抜価格)

●ワイヤレスでプレゼン操作が可能でしっかり握れて手ぶれに
強く、プレゼンの強い味方です。
●本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。

■レーザー到達距離:約200m※1
■サイズ・重量:
　本体：W19.3×D160×H19mm・約50g（電池含む）
　レシーバー：W20.8×D12.8×H4.5mm・約2g
■付属品:レシーバー、単四乾電池×2（テスト用）、取扱説明書赤色光より見やすい

とされている緑色光の
グリーンレーザーを搭載動画

LP-RFG110GM

Windows 10USB A macOS 10.13 iOS 12

Bluetooth 2.4GHz赤色レーザー Windows 10USB A macOS 10.13 iOS 12

2.4GHz緑色レーザー Windows 10USB A macOS 10.13

ページ
アップ
（戻し）

ページダウン（送り）

ページ
ダウン
（送り）

ズームレーザー搭載パワーポインター　LP-RF113BK　¥13,500(税抜価格)

●照射サイズ5倍ズームの赤色レーザー搭載で、プレゼンの場に
適した見やすいサイズにレーザーサイズを調整できます。 
●本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。

■レーザー到達距離:約100m※1
■サイズ・重量:
　本体：φ14.5×H161mm・約49g
　レシーバー：W18.6×D15.7×H4mm ・約1g
■付属品:レシーバー、micro USBケーブル、取扱説明書明るさ2倍の

高輝度赤色
レーザー搭載

赤色
レーザー搭載

2.4GHz赤色レーザー 高輝度Windows 10USB A macOS 10.14

ソフトウェアポインター付パワーポインター　LP-RF111GM　¥14,800(税抜価格)

●赤色レーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の
2WAYタイプ。スクリーンへは赤色レーザーポインターで、液晶
画面にはソフトウェアポインターで指示ができるので、様々な
プレゼンシーンで威力を発揮します。
●本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。

■レーザー到達距離:約100m※1
■サイズ・重量:本体：W18.5×D126×H12.3mm・約21g 
 レシーバー：W14×D21×H5mm・約1g 
■付属品:レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書

明るさ2倍の
高輝度赤色
レーザー搭載

2.4GHz赤色レーザー 高輝度Windows 10USB A macOS 10.14

PowerPointの
スライドを
拡大表示。液晶画面の

PowerPoint上の
ポインターを
動かせる。

ズームボタン

ブラック
スクリーン

ソフトウェア
ポインター

WEB
LP-RF111GM

動画
LP-RF111GM

電池
式

電池
式

充電
式

充電
式

ページアップ（戻し）

スライドショー
開始/終了

スライド画面を
暗くできる。

ページアップ(戻し)

ページダウン(送り)

2.4Gブルートゥースパワーポインター　LP-RF108DS　¥13,800(税抜価格)

●Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコン
はもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。
●本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。

■レーザー到達距離:約100m※1
■iOS対応アプリケーション:PresenPro
　※AppStoreでダウンロードしてください。
■サイズ・重量:本体：W45×D125×H9.5mm・約50g
 レシーバー：W13×D19×H4.5mm・約1g
■付属品:レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書

充電
式

iOS専用
アプリで
操作！

サ プ ラ イ 情 報

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　 
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サ プ ラ イ 情 報

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　 

動画
WLC-STN13BK

WEB
WLC-STN13BK

WEB
WLC-BLT15BK

WEB
WLC-PAD14BK

動画
WLC-PAD14BK

※掲載価格は全て税抜価格です。

正規認証品

MA-WBL157シリーズ　各¥3,700(税抜価格)

Windows

USB A

廃止方向

macOS

ワイヤレス充電式

ブルーLED 大型

2.4GHz

戻る・進むボタン

800/1200/1600カウント

5ボタン

●電池切れの際も、操作しながら充電できる充電
ケーブル付き。
■サイズ・重量:
　マウス/約W69×D121×H38mm・
 約105g(電池含まず)
　レシーバー/W14.5×D18.5×H6mm・約2g

MA-WBL157BK

WLC-PAD14BK

WLC-PAD14BK

※Android
　スマートフォンは10W

WLC-PAD16BK

MA-WBL157R

MPD-WLC11BK　¥3,600(税抜価格)

●ワイヤレス充電部は金属などの異物を検知すると
充電を停止する異物検知機能を搭載しています。
●マウスパッド操作部は厚さ約3mmの薄型設計で、
デスク上での圧迫感がなく、快適に使用可能です。
●表面には手触りのよい高級感あるレザー調の素
材を採用し、マウスが滑りすぎずほどよい滑り心
地で快適な操作性です。
■サイズ:W325×D6×H244mm
　マウスパッド部/W215×D3×H237mm
■重量:220g

MA-WBL157シリーズの
充電もできる。

3mm以下の厚みのケース
なら装着したまま充電可能。

●Quick Charge2.0以上のUSB充電器に接続す
ることで、最大10Wの高速ワイヤレス充電で使用
することができます。
　※iPhoneの高速ワイヤレス充電には対応していません。
■入力端子:USB Type-C メス
■サイズ:W71×D93×H115mm（突起部含まず）
■重量:約120g 

WLC-STN13BK　オープン価格

ワイヤレス充電パッド　　WLC-PAD14BK(7.5W出力)　オープン価格
ワイヤレス充電パッド（5W） WLC-PAD16BK(5W出力)　　¥3,400(税抜価格)

10W
縦置き・横置き対応の
デュアルコア

●お手持ちのデスクや家具に
　取付けてワイヤレス充電
　スポットを追加できる埋め込みタイプです。
■入力端子：USB Aコネクタオス
■サイズ・重量・ケーブル長：
　W68×D11.3×H68mm（本体部のみ）・
　約124g・約2m

WLC-BLT15BK　¥5,500(税抜価格)

5W

●Qi規格に準拠したスマートフォンなどをおくだけで充電する
ことができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
■入力端子:microUSB Bコネクタメス 
■サイズ・重量:W89×D7.5×H89mm（突起部含まず）・約56g 詳しくは弊社営業にお問合せください。

7.5W

5W

WEB 
MA-WBL157BK

W215×D3×H237
mm

MPD-WLC11BK　　WLC-BLT15BK
WLC-STN13BK　　  WLC-PAD16BK

社名を入れて
ノベルティに!

記念品
にも！

QRコードを印刷して
クーポン配布などに！

ワイヤレス充電マウス

ワイヤレス充電スタンド ワイヤレス充電器（埋め込みタイプ）

ワイヤレス充電機能付きマウスパッド

※Qi充電器は別途
　お買い求めください。

最大

iPhone



サ プ ラ イ 情 報

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　 
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付属AC
アダプタ

DC12V/24V車対応 DC12V/24V車対応

※掲載価格は全て税抜価格です。 ※PD対応は、接続機器や電源の仕様により異なります。

USB Type-C端子に対応した

のご案内

USB Power Deliveryとは、USB PD対応USB Type-Cケーブルを使用することで
最大100W（20V/5A）までのパワフルな電力供給を可能としたUSB給電規格です。
これによりUSBケーブルでは対応できなかったノートパソコンなどへの電源供給が
可能になりました。
※導入する際は、すべてのUSB機器がUSB PD規格に対応する必要があります。
　60Wを超える電力で出力する場合は、20V/5A給電に対応したUSB Type-Cケーブルが必要です。 ・・・・・

USB
Power Delivery

USB 2.0

2.5W

USB 3.0

4.5W

USB BC1.2

7.5W

USB PD

15W

USB PD

最大100W

最大100Wの電力供給を実現Type-C端子に対応した充電規格 USB PDとは？

ノートパソコンに給電・充電しながら、周辺機器を使える！
USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンと周辺機器を一括接続！

ドッキングステーション ノートパソコンと周辺機器を一括接続！

AC充電器

USB Type-Cケーブル カーチャージャー

USB Type-C専用ドッキングステーション
USB-CVDK2   ¥38,800(税抜価格)

USB3.1 Type C Gen2
PD対応ケーブル
KU31-CCP510(1m)
¥5,000(税抜価格)

USB3.1 Type C Gen1
PD対応ケーブル
KU30-CCP310(1m)
¥4,300(税抜価格)
KU30-CCP320(2m)
¥5,600(税抜価格)

※USB3.1 Gen2には対応していません。

背面前面
接続例 USB2.0

USB3.1/3.0

LANポート

ヘッドホン

マイク

※1

USB Type-C

外部モニターに出力

パソコンと接続

HDMI

USB Type-C

USB PD対応
パソコンに給電可能

Gen2

Gen1

Type
C

USB
3.1/3.0

4K
30Hz

USB-IF正規認証品。
Type-Cポート最大出力45W。

PD対応 Type-Cケーブル。

USB PD対応AC充電器
ACA-PD58BK

USB PD

45w

USB PD

80w

USB PD

45w

オープン価格

USB Power Delivery対応
カーチャージャー
CAR-CHR77PD  ¥7,000(税抜価格)

USB-IF正規認証品。
Type-Cケーブル最大出力60W。

USB Power Delivery対応AC充電器
ACA-PD65BK ¥9,800(税抜価格)

USB PD

60w

USB Aポート

USB Aポート

Type-C
ケーブル

Type-C
ケーブル付き

Type-Cポート

Type-C
ポート

Type-C 1ポート

Type-C 1ポート

USB 1ポート

USB 1ポート

■サイズ・重量:約W64×D32×H64mm（突起部除く）・約210g
■ケーブル長:約1.8m

■サイズ・重量:約W35×D54×H72mm・約150g
■ケーブル長：約1.8m

USB-IF正規認証品。
パソコンとスマホを
同時に充電。

■サイズ・重量:
　約W28.4×D85×H47.9mm・約38g
■付属品：USB Type-Cケーブル（約1m）

USB PD

18w

USB Power Delivery対応
カーチャージャー
CAR-CHR76PD  ¥3,500(税抜価格)

Type-C 1ポートUSB 1ポート

タブレットとスマホを
同時に充電。

■サイズ・重量:
　約W28×D70.3×H28mm・約28g

USB Aポート

Type-Cポート

■サイズ・重量：
　W171×D75×H27mm（横置き時：スタンド含まず）・約730g

Type-Cケーブル一体型

USB IF
認証品

USB IF
認証品



恐ろしい雷から機器を守る。抜け止めタイプ7個口の電源タップ。恐ろしい雷から機器を守る。抜け止めタイプ7個口の電源タップ。

アースコードアース

ランプ付きスイッチ ランプ付きスイッチ

5個口一括集中スイッチ 一括集中スイッチ

特注お問合せ

ホワイトブラック

抜け止め

二重
構造 付き

マグネット
被ふく

二
重

雷ガード
AC

3Pプラグ→2Pプラグ変換アダプタ。10個セット。3Pプラグ→2Pプラグ変換アダプタ。10個セット。
TAP-AD1NB
3P→2P変換アダプタ（10個セット）
￥5,000(税抜価格)

■定格容量：15Ａ・125Ｖ
■本体サイズ：Ｗ26×Ｄ26×Ｈ29mm

絶縁カバー
付きで安全

簡易袋パッケージ

あると便利！

品 番

コード長

TAP-F37-3KR

3ｍ

TAP-F37-5KR

5ｍ
オープン価格 オープン価格 オープン価格

TAP-F37-3ZR

3ｍ

TAP-F37-5ZR

5ｍ

TAP-F37-3R TAP-F37-5R

3ｍ 5ｍ

＜共通仕様＞　■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Wまで）　■差込口：3P・7個口　■バリスタ電圧：240V　■制限電圧：395V　■サージ耐量：2500A（1回）、2000A（2回）　■本体サイズ：W305×D50×H30.5mm

税抜価格

品 番

コード長
税抜価格

TAP-F37-○○Rシリーズ ・ TAP-F37-○○SRシリーズ

電源タップ

LANケーブル

一括集中スイッチ
連動口

TAP-F37-3KSR

3ｍ

TAP-F37-2KSR

2ｍ

TAP-F37-5KSR

5ｍ

TAP-F37-3ZSR

3ｍ

TAP-F37-2ZSR

2ｍ

TAP-F37-5ZSR

5ｍ

TAP-F37-3SR TAP-F37-5SR

3ｍ 5ｍ
¥3,400 ¥4,000 ¥3,400¥3,200¥3,200 ¥4,000 ¥3,200

※画像はTAP-F37-3です。

プラグ抜けの心配なし

抜け止めタイプの差込口で
不意のプラグ抜けの
心配がない。

スチール机などに取付け可能

マグネット付きでスチール机
などに簡単に取付け可能。

【裏面】

コードの識別が簡単にできる

油性ペンで手書きが
できるネームタグ
7枚付き。

トラッキング火災を防止

コンセントキャップ 2個付き。
ホコリ・湿気の侵入を防ぎ、
トラッキング火災を防止。
イタズラなども
防ぐ。

プラグを
ロック！

常時通電口

一括集中スイッチ
連動口

ツメ折れ
防止カバー

曲げても
折れないツメ

ツメ折れ
防止カバー

0.5m

1m

2m

3m

5m

10m

15m

ケーブル長 品番 税抜価格

LA-Y6-005BK

LA-Y6-01BK

LA-Y6-02BK

LA-Y6-03BK

LA-Y6-05BK

LA-Y6-10BK

LA-Y6-15BK

¥600

¥650

¥850

¥1,100

¥1,500

¥2,550

¥3,350

0.5m

1m

2m

3m

5m

7m

10m

15m

20m

ケーブル長 品番 税抜価格

LA-Y5TS-005

LA-Y5TS-01

LA-Y5TS-02

LA-Y5TS-03

LA-Y5TS-05

LA-Y5TS-07

LA-Y5TS-10

LA-Y5TS-15

LA-Y5TS-20

¥400

¥450

¥550

¥700

¥1,000

¥1,250

¥1,800

¥2,400

¥3,000

1000BASE-TX対応

250MHz 伝送帯域対応

ケーブル構造
より線、ストレート全結線

ケーブル径
5.6mm

1000BASE-T対応

100MHz 伝送帯域対応

ケーブル構造
AWG26より線ツイストペアケーブル

ストレート全結線

ケーブル径
4.9mm

用途に合わせて、選べるカラーバリエーション

WBK BL G R Y

用途に合わせて、選べるカラーバリエーション

WBK BL G R D Y

電源タップ LANケーブル

ゴミを減らせて
環境に優しい
簡易パッケージ

採用！

3Pプラグ

2Pスイング
プラグ
（アースコード付き） ¥3,800

ギガビット完全対応LANケーブル。 LA-Y5TSシリーズLA-Y6シリーズ

LANケーブル
LA-Y6シリーズーーーLA-Y6シリーズ カテゴリ5e、伝送速度1000Mbps。

スリムコネクタ

スリムコネクタ

絶縁
キャップ

電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

雷サージから機器を守る

ガードガード

内蔵されたサージ低減素子が、
雷・開閉サージを低減。
接続された機器
を守る。

柔らかいより線タイプ柔らかいより線タイプのUTP LANケーブル。UTP LANケーブル。

ゴミ捨てもラクラク。

サ プ ラ イ 情 報

のご提案おすすめ製品

※掲載価格は全て税抜価格です。

SN1908-04

〒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　 



シールド付
ツイストペア対応

3D

HDMI HDMI

Full
HD

Full
HD

金
pin

金
コネクタ

VESA
規格対応キャスター

大型

大物
製品

ノックダウン
組立式

40耐荷重 ㎏まで

70耐荷重 ㎏まで

4K
60Hz

4K
30Hz

OFC 3重シールド

4K
60Hz 4重シールド

※掲載価格は全て税抜価格です。

オフィス・学校・医療施設などへの大型テレビ導入時におすすめの

大型ディスプレイスタンド
ディスプレイを見やすい角度に調節できる。

CR-PL12N　¥61,500(税抜価格)
32型～55型対応
液晶・プラズマディスプレイスタンド

CR-PL15N　¥79,500(税抜価格)
52型～84型対応
液晶・プラズマディスプレイスタンド

44Kテレビにはには4K対応HDMI対応HDMIケーブルを使いましょを使いましょう！
4K放送は、高画質・高精細なため、データ量が非常に大きくなります。従来のHDMIケーブルではせっかくの美しい映像を存分に
楽しむことができません。そのため、チューナーなどを接続している場合、HDMIケーブルも4Kに対応する必要があります。

BT.2020対応
HIGH SPEED 
with イーサネット対応

Gbps
色域規格

4K24K2K/HDRHDRに対応に対応

高画質・高音質を高速伝送。
より立体感のある映像伝送に。

プレミアムHDMI認証ケーブル

対応

KM-HD20-Pシリーズ　プレミアムHDMIケーブル

32～55
型対応型対応

52～84
型対応型対応

1

4

3

5

2

5

4

前方2個はストッパー付き

プレミアムHDMI
ケーブル

※特注には対応していません。

4K対応 4K対応

■サイズ・重量:W780×D720×H1813.5mm・20.9kg ■サイズ・重量:W1000×D717×H1825mm・27.9kg

＜共通仕様＞　■材質：スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)　■梱包:2個口

1
2

1565

1365
mm

1565

1365
mm

1565

1365
mm

～～～1565

1365
mm

～

3

5

4

1

2

チルト機能付き

棚板付き

ディスプレイの高さ
変更可能
5段階（P:50mm）で固定できる。

移動に便利な大型サイズ。

大型キャスター
（直径100mm）付き100mm

取り付けの穴位置を
フレキシブルに
変更できる

チューナーやDVDレコーダーなどを設置で
きる。6段階（P:40mm）で高さ固定可能。

CR-PL12N ： W620×D400mm
CR-PL15N ： W819×D400mm

約4倍の
解像度

「High Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ）」の略で、明るい部分をより明るく表現
できるようにすることで、明暗差を活かした立体感のある映像を伝達できる技術です。

※1：HDRとは…

品番ケーブル長 税抜価格 品番ケーブル長 税抜価格

KM-HD20-P10

KM-HD20-P15

KM-HD20-P20

KM-HD20-P30

KM-HD20-P50

1m

1.5m

2m

3m

5m

￥3,600

￥3,900

￥5,100

￥5,500

￥6,200

KM-HD20-P70

KM-HD20-P90

7m

9m

￥8,000

￥9,800

φ5.7mm(1m・1.5m)、φ6.5mm(2m・3m・5m)

φ9mm/UL20276

※1

3
1575

1375
mm

1575

1375
mm

1575

1375
mm

～～～1575

1375
mm

～

〒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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SN1908-06

※掲載価格は全て税抜価格です。

Bluetooth
内蔵

デスクのみ 引き出し
グリーン
購入法

ホルムアルデヒド
軽 減

アジャスター

大物
製品

組立
出荷

ケーブル口アジャスター

特注可能 グリーン
購入法

ホルムアルデヒド
軽 減

大物
製品

ノックダウン
組立式

ノックダウン
組立式

廃止方向

電動昇降デスク電動昇降デスク
立ち姿勢を取り入れて、働き方を変える！

ERX-T10070X-1

W1000×D700×H700～1200mm
オープン価格

ERX-T10070X-2
オープン価格

ERX-T12070X

ERX-T10070X-1

ERX-T10070X-2

ERX-T12070X

オープン価格
W1200×D700×H700～1200mm

＜共通仕様＞　■材質：天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、
 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
 ■付属品：ケーブルタイ、アジャスター　■電源ケーブル長：3.2m　※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

＜共通仕様＞　■材質：天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、
 脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、引き出し/スチール（メラミン焼付塗装）
 ■付属品：アジャスター　■電源ケーブル長：3m　※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

感覚的にデスクを昇降できる

障害物に当たると自動で約3cm戻る安全機能を搭載、天板への
挟み込みを防ぐ。

挟み込み防止機能付き

Bluetoothを内蔵しているため、スマートフォン専用アプリや
パソコンのソフトウェアから操作、目標管理ができる。

障害物に当たると自動で約3cm戻る
安全機能を搭載、天板への挟み込み
を防ぐ。

挟み込み防止機能付き

オプションで引き出しや
CPUボックスなどを追加可能

スマホやパソコンで操作できる
ボタンを探さなくても感覚的に
上げ下げできるレバータイプの
スイッチを採用。
高さを保存できるメモリー機能
や、立つ時間を設定・お知らせ
するリマインダー機能付き。

引き出しに小物を収納して、デスク上を整理整頓できる
昇降スイッチは現在の高さが一目で
分かるインジケーター付き。

小物が収納できるので、既存の事務デスクからも違和感なく移行できる。
高さが分かるスイッチ

サイズ / 梱包品番 ・ 天板カラー
天板サイズ

税抜価格

¥194,000

¥204,000

¥214,000

¥195,000

¥205,000

¥215,000

¥185,000

W1000

D700

W1000 W1200 W1200

引き出し 大 ×1付き 引き出し 小 ×1付き 引き出し 大・小 × 各1付き
ERD-T12070

ERD-T12070（デスク単品）

W1200×D700×H700～1200mm

なし

D800

W1200

W1400

W1000×D700×
H630～1280mm・
40kg / 3個口

W1200×D700×
H630～1280mm・
42.4kg / 3個口

W1400×D700×
H630～1280mm・
44.9kg / 3個口

ERD-M10070W
ERD-M10070LM
ERD-M10070M
ERD-M12070W
ERD-M12070LM
ERD-M12070M
ERD-M14070W
ERD-M14070LM
ERD-M14070M

サイズ / 梱包品番 ・ 天板カラー 税抜価格

W1000×D800×
H630～1280mm・
41.7kg / 3個口

W1200×D800×
H630～1280mm・
44.5kg / 3個口

W1400×D800×
H630～1280mm・
47.3kg / 3個口

ERD-M10080W
ERD-M10080LM
ERD-M10080M
ERD-M12080W
ERD-M12080LM
ERD-M12080M
ERD-M14080W
ERD-M14080LM
ERD-M14080M

ホワイト

薄い木目

濃い木目

健康維持健康維持
01 03

コミュニ
ケーション
活性化

コミュニ
ケーション
活性化

02
UP効率効率

事務デスクからも移行しやすい、引き出し標準装備タイプも！事務デスクからも移行しやすい、引き出し標準装備タイプも！

専用アプリ・ソフトウェアで操作・健康管理ができる！選べる3色！専用アプリ・ソフトウェアで操作・健康管理ができる！選べる3色！

品 番

天板幅

引き出し
タ イ プ

税抜価格
W1000×D700×H700～1200mmサイズ

台数限
定

台数限
定

※（ )内は有効内寸 ※（ )内は有効内寸

49(32)mm

400(357)
mm260

(232)
mm

49(32)mm

510(467)
mm260

(232)
mm

A4A4
+α

引き出し付き引き出し付き

Bluetooth内蔵スイッチBluetooth内蔵スイッチケーブル口ケーブル口

大size 小size

夏期期間中の
営業予定について

20192019年8月
1010日（土）

休業 休業通常通り営業いたします。

1111日（日） 1212日（月） 1313日（火） 1414日（水） 1515日（木） 1616日（金） 1717日（土） 1818日（日）

そろそろ買い替えはいかがですか？そろそろ買い替えはいかがですか？

※ERX-T10070X-1,ERX-T10070X-2,ERX-T12070Xのみ

※販売終了の際はご容赦ください。

セット品 デスク単品

サ プ ラ イ 情 報

のご提案おすすめ製品
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