
ノートPC
対応

15.615.6W～15.6W～

タブレット
ポケット

ノートPC
対応

15.615.6W～15.6W～

タブレット
ポケット

10.110.1

ノートPC
対応

15.615.6W～15.6W～

タブレット
ポケット

11

ノートPC
対応

15.615.6W～15.6W～

ノートPC
対応

15.615.6W～15.6W～
ノートPC
対応

11.611.6W～11.6W～
ノートPC
対応

11.611.6～10.1～
ノートPC
対応

11.611.6W～11.6W～

タブレット
ポケット

12.9

ノートPC
対応

15.615.6W～15.6W～

タブレット
ポケット

出張にもおすすめ、マチ拡張できて大容量に対応。 撥水&軽量で通勤に便利。

ソフトな手触りでクッション性もあるケース。 カジュアルタイプのバックパック。パソコンやタブレットの持ち帰りに。

高級感のあるビジネスタイプ、型崩れを防ぐ芯材入りでしっかり自立。

背負う背負う背負う 提げる提げる提げる 掛ける掛ける掛ける

3WAYビジネスバッグ
BAG-3WAY21BK
¥13,600(税抜価格)
W420×D160(マチ拡張時210)×H310mm

3WAYビジネスバッグ
BAG-3WAY22BK
¥14,400(税抜価格)
W450×D170(マチ拡張時230)×H330mm

超撥水・軽量PCバッグ
BAG-LW10BK
¥10,500(税抜価格)
W420×D140×H310mm

※BAG-3WAY
　シリーズのみ

エグゼクティブビジネスバッグPRO
BAG-EXE11
¥15,500(税抜価格)

カジュアルPCバックパック
BAG-BP16BK
BAG-BP16GY
各¥6,000(税抜価格)

エグゼクティブビジネスバッグPRO
BAG-EXE12
¥17,500(税抜価格)

Ｗ430×D160×H320mm

W340×D55×H230mm

W460×D170×H335mm

マルチクッションケース
IN-C9(11.6インチ）  ¥960(税抜価格)
IN-C4（10.1インチ）  ¥900(税抜価格)
IN-C9：W340×D20×H240mm
IN-C4:W295×D20×H225mm W290×D150×H425mm

小物を整理収納
できる！

※掲載価格は全て税抜価格です。

アフター
GIGA

アフター
GIGA

取っ手付きPCインナーバッグ
BAG-SCL11BK
¥3,000(税抜価格)

新社会人向け向け！新社会人向け向け！
3WAY

持ち方持ち方3WAY
持ち方

スマートに、活躍したい！スマートに、活躍したい！

テフロン加工で
水にも強い

底鋲付き

カーブタイプで
肩にフィットする
ショルダーベルト

タブレット専用
ポケット付き

取り外せる
ペットボトル
ポーチ付き

しっかり
自立！

コーナー
ガード付き

新社会人新社会人向け向け！新入学生新入学生向け向け！
三
和
太
郎

ネームタグ
付き

かさばらないから
カバンに入れやすい！
バッグの整理に最適。

軽いので
持ち運びやすい

ウレタンクッションが
機器を守る

芯材入りで

マチが拡張で
収納容量がふやせる

＋ ＋

スマートに、活躍したい！

大学生
に！

帰り道も安心、
反射材付き

持ちやすい
ハンドル付き

ノートPC
タブレット
収納対応

リュック

新社会人、新入学生におすすめ！
新生活

を

始める
なら

コレ！ キャリングバッグ

ダブル マチ拡張 ダブル マチ拡張

マチ拡張マチ拡張マチ拡張

シングル 軽量 超撥水

シングル 軽量 超撥水シングル 軽量 超撥水

1

5
6

2

3

4

1

2 3

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

f o rf o r N e w  s t u d e n tN e w  s t u d e n t
f o r N e w  s t u d e n t

11.6

多機能＋高級仕様多機能＋高級仕様多機能＋高級仕様

タブレット
ポケット

10.1

他のキャリングバッグ
も要チェック！

f o rf o r fr e s h m a nfr e s h m a nf o r fr e s h m a n

〒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　 

SN2103-01

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



デスク・受付などでの
飛沫防止対策に！

10001000(mm)

600600

130130

(mm)

600600

透明アクリル製卓上パーティション

¥16,800（税抜価格）
SPT-DP103C

飛沫防止用透明アクリル卓上パーティション（小窓付き）

¥12,500（税抜価格）
SPT-DP110C

600600 600600(mm)

600600

130130

透明アクリル製卓上パーティション

¥11,800（税抜価格）
SPT-DP102C

パーティションあり

パーティションなし

水などで拭ける 透明で見やすい

あらゆるシーンで不安を解消！

マスクだけじゃ
不安…

マスクだけじゃ
不安…

マスクだけじゃ
不安… 相手と2mの距離を

取りづらい…
相手と2mの距離を
取りづらい…

相手と2mの距離を
取りづらい…

窓口業務
マイクシステム
MM-MCIP01
¥20,000（税抜価格）

体表面温度測定カメラ
PSC-TMCMS1
¥190,000（税抜価格）

170170

250250

5050

特長
1

特長
2

デスク間
食堂
などに

600600(mm)

600600

4343

600600(mm)

650650

5555

飛沫感染防止用デスクパーティション（貼り付け式）

¥12,000（税抜価格）
SPT-DPHT60CL

オフィス
店舗
などに

デスクパーティション（クランプ式）

¥13,800（税抜価格）
SPT-DP60CL

オフィス
店舗
などに

デスク間
食堂
などに

受付
窓口
などに

窓口の声が
聞き取り
やすい！

顔を映す
だけですぐ
検温できる！

60
cm
60
cm
60
cm

※掲載価格は全て税抜価格です。

※デスクの上はH600mmです。

SN2103-02

〒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　 

パーティションの効果 ※強い咳を3回した場合の飛沫の拡散

顔より高いと
効果が大きい！

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



書類をトレイに入れるだけで
自動で一気に細断可能。

自動給紙
投入口

WEB 6203

※掲載価格は全て税抜価格です。

オートフィードシュレッダー

PSD-MAF150
¥48,000（税抜価格）

PSD-M4016（16枚）
¥55,000（税抜価格）

PSD-M4010

PSD-M4016

PSD-M4010

PSD-M4016

ペーパー＆CDシュレッダー（40分連続・マイクロカット）

PSD-M4010（10枚）
¥38,000（税抜価格）

28ℓ
用紙

A4
用 紙

16最大 枚

A4
10最大 枚

用 紙

用紙 DVD・CD カード ホッチキス
対応

用紙 DVD・CD

マイクロカット
（原寸）

マイクロカット
（原寸）

2
mm12

連 続

使用可能
分40

連 続

使用可能
分40

20ℓ 30ℓ

3

mm9

安心&安全設計

モーターの焼き付けを防止紙が詰まってもラクに
取出せる

自動的に細断・停止STOPSTART

投入口に紙が投入されると自動的
に細断。終了すると自動的に停止
します。

紙詰まり時に紙を取出せる逆回転
スイッチが付いています。

オートカットオフ機能を搭載し、紙詰まりに
よるモーターの焼き付けを防止します。

情報漏洩を防ぎ、ゴミも減らせる！

シュレッダー
ゴミ

秘

年度末の書類整理に便利な

40分連続使用可能！ A4用紙10枚（16枚）を一気に細断！

オートフィードで手間なし！ 一度に自動で150枚細断！

その他シュレッダーは
こちらから家庭やオフィスのプライバシーを守る

細断枚数 ・ セキュリティレベル ・ 細断メディアで選ぶ

■サイズ・重量/W375×D279×H558mm・約17.2kg

■サイズ・重量/W350×D255×H550mm・約10.5kg ■サイズ・重量/W400×D310×H628mm・約18kg

大容量ダストボックス
大量の書類を細断してもしっかり受け止め、
ゴミ捨て回数を減らすことができます。

大容量ダストボックス
大容量の引き出し式、ゴミ捨て
回数を減らすことができます。

キャスター付き
移動に便利。キャスターは隠れる
位置にあり見た目もスッキリ。

A4
150最大 枚

用 紙オート
フィード

連 続

使用可能
分60

オート
フィード

オートフィード機能連 続

使用可能
分20

手差し

A4
用 紙

8最大 枚

手差し

オートフィード

手差し

手差し

手差し

手差し

手差し

手差し

写真はPSD-M4010を使用して細断したものです。

※サンワサプライ社製 手差しシュレッダー比較

時間を空けることなく大量の
書類を一気に処理できます。

〒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　 

SN2103-03

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



SN2103-04

〒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　 

2次元
&

1次元
コード対応

7Windows 8.110 8
CMOSUSB

有線
非接触で
安心!

非接触で
安心!

7 VistaWindows 8.110 87Windows 8.110 8

防塵防水
IP42

7Windows 8.110 8 macOS

Bluetooth

7Windows 8.110 8

iPadOSiOSmacOS

CMOS
Bluetooth防塵防水

IP42 CMOS防塵防水
IP42 CMOSUSB

有線
USB
有線

※掲載価格は全て税抜価格です。

セル
フレ
ジにcase 1

物
流にcase 2

棚
卸し
にcase 3

「ピッ」と在庫管理！

バーコードリーダー
用途で
選べる

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

スタンドの角度を変更できる定置式

素早く正確に在庫を管理！
1次元対応のものや、コンパクトタイプなどがあります。

■サイズ・重量：W82×D88×H156mm・246g
■バーコード種類：
　1次元/EAN-8、EAN-13、ISSN、ISBN、
UPC-A、UPC-E、Code11、Code32、
Code39、Code93、Code128、Codabar、
industrial2 of 5、Interleaved 2 of 5、
Matrix 2 of 5、GS1-128、GS1 Databar、
GS1 Databar Limited、

　GS1 Databar Expanded
　2次元/PDF417、Micro PDF417、
　QR Code、Micro QR Code、Data Matrix、
Aztec

2次元バーコードリーダー（定置式）
BCR-2DST3BK
¥58,000（税抜価格）

セルフレジ・コンビニのレジなどに

スタンドの角度を変えて
読み取りやすい位置にできる。液晶画面に表示されたコードの読み取り可能。

壁面に取付けできる。

専用スタンドで非接触対応。

専用スタンド(別売)を
使えば、定置式にできる。

専用オプション(別売)を
使えば、手に装着できる。

2次元バーコードリーダー
BCR-005
¥34,800（税抜価格）

物流・検品や、2次元コードを読みたい時に。

ワイヤレス接続タイプ。

Bluetooth2次元コードリーダー
（ハンディタイプ）

BCR-BT2D1BK
¥64,000（税抜価格）

棚卸しなど広範囲で使う時に。

日本語QRコードの出力に対応

2次元コードリーダー
（ハンディタイプ・日本語QR対応）

BCR-2DJP4BK
¥44,000（税抜価格）

物流・検品や液晶画面のコードを読みたい時に。

充電に便利なクレードル付き。

スマホ・タブレットとの接続も可能

Bluetooth2次元コードリーダー
（液晶付き・QRコード対応）

BCR-BT2D2BK
¥74,000（税抜価格）

物流在庫管理、棚卸しなど広範囲で使う時に。

液晶付きで読み取った
コードを確認しながら
使用可能。

BCR-005STD
BCR-BT2D2OP

case 1

どこでも使えるハンディタイプ物流・検品や棚卸しなどにcase 2 3&

WEB 6508

その他バーコードリーダーは
こちらから

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



最大

200W
大出力

最大

60W
出力

内蔵
バッテリーAC

電源
　　インチ
三脚カメラネジ対応
1/4

収納用カバー電源ケーブル ワイヤレスマイク2本 収納用バッグ
電源ケーブル
ACアダプタ

ワイヤレスマイク×1
有線マイク×1

内蔵
バッテリー

マウントホール対応
35mmAC

電源

MM-SPAMP8
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

¥188,000(税抜価格)

端まで声が届く！端まで声が届く！
約48m約48m約48m 約696坪約696坪

約48m約48m

対応する広さ

連続使用時間

約10～12時間
オーディオ 音楽・音声

3.5mmジャック・USBメモリ・RCA 同時出力可能
音楽・音声

同時出力可能

飛沫防止
にはこれ！

すぐに使えるオールインワンセット！

＋ ＋ ＋

電波混線を回避 楽器の接続も

同時に3本のマイクが使える。

ワイヤレスマイク
（付属）

有線マイク
（別売り）

拡声器スピーカー
声がしっかり遠くまで届く！

室内約2,300m2～2,500m2
（約696坪）まで拡声！ 室内約320m2～400m2

（約98坪）まで拡声！
広い会議室 会議室講堂・体育館 教室・講義室展示会場 店舗など

MM-SPAMP10
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

¥88,000(税抜価格)

約18m約18m 約98坪約98坪

約18m約18m

連続使用時間

約10～12時間
オーディオ

3.5mmジャック

＋ ＋ ＋

外部機器への録音や、カスケード接続することで
複数台から同時に拡声出力

※付属の交換ネジを
　使用して取付け

ワイヤレスマイクと有線マイクを同時使用!

ワイヤレスマイク
（付属）

有線マイク
（付属）

ハンドマイク（有線タイプ）
MM-SPHM4
¥5,800（税抜価格）

ハンドマイク
（有線タイプ）
MM-SPHM1
¥5,800
（税抜価格）

ピンマイク
(MM-SPAMP8WPM用)
MM-SPAMP8PM
¥4,800（税抜価格）

ワイヤレスマイク
（MM-SPAMP8用）
MM-SPHMW5
¥22,800
（税抜価格）

ワイヤレスピンマイク
MM-SPAMP8WPM
¥33,000（税抜価格）

ワイヤレスマイク（MM-SPAMP10用）
MM-SPHMW6
¥19,800（税抜価格）

マイクスタンド
MM-SPST2
¥4,980（税抜価格）

マイクスタンド
MM-SPST3
¥6,480（税抜価格）

スピーカースタンド
MM-SPST5
¥11,800（税抜価格）

スピーカースタンド
MM-SPST4
¥12,800
（税抜価格）

対応する広さ

不織布マイクカバー（100枚入り）不織布マイクカバー（100枚入り）
MM-SPHMC1BK
¥2,800（税抜価格）

会議や講義、イベントなどで手軽に使える！
ポータブルタイプや、ハンズフリータイプなどがあります。

専用オプション専用オプション

マイクヘッドに被せるだけ 持ち手部分までカバーできる

共通オプション

WBK

WEB 6505

その他拡声器スピーカーは
こちらから

交換用に！

すぐに使えるオールインワンセット！

MM-SPHMC2シリーズ
各¥2,800（税抜価格）

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　 

SN2103-05

※掲載価格は全て税抜価格です。



複数のスマホやタブレットをまとめて充電できる！

耳を塞がないから安全。長時間のWEB会議も快適！

〒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　 

SN2103-06

車内でノートパソコンの作業スペースが確保できる！

急なオンライン打合せも慌てない。スマホやタブレットをしっかり固定！

エンジンと連動エンジンと連動エンジンと連動
シガーソケット

給電

ON/OFF
自動ON/OFF自動ON/OFF自動ON/OFF
離れるとスリープ
エンジン振動で
自動ON

車載用ノートPCテーブル

CAR-NPCT1
¥7,500(税抜価格)

車載用ノートパソコン台

CAR-SPHLD1
¥22,000(税抜価格)

スマートフォン用車載ホルダー

CAR-HLD11BK
¥2,500(税抜価格)

車載用タブレットホルダー

CAR-HLD13BK
¥2,700(税抜価格)

カーチャージャー
CAR-CHR77PD
¥7,000(税抜価格)

カーチャージャー
CAR-CHR79U
¥2,000(税抜価格)

ハンズフリーカーキット
MM-BTCAR4
¥8,200(税抜価格)

ハンズフリーカーキット
MM-BTCAR3
¥9,400(税抜価格)

type-Ctype-CType-C

USB-A
USB-A

USB-A
2.4A

1A×2
2.4A

14インチ対応

高さ・角度調節

ハンドル取付け

幅50～95mm
奥行き20mm以下のスマホ

ダッシュボード取付け

13.3インチ対応

助手席シート取け

PD
対応

※掲載価格は全て税抜価格です。

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

トをし かり固定！

ンチ対応

営業中のちょっとしたパソコン作業に。
車内でのリモートワークを快適にする
便利アイテムをご紹介。　詳しい情報は▶

7～11インチ対応

ダッシュボード取付け

ノートパソコン充電可能

シガーソケット取付け

スマホ3台充電可能

シガーソケット取付け

ノイズキャンセル
Bluetooth 4.1 Bluetooth 5.0

高さ・角度調節

お疲れさま
です

もしもしもしもしもしもし
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