


催キャンペーン
名入れ無料

12月▶3月

屋外設備品

簡単組立、あらゆるシーンに対応！　60秒でできる。
すべての部品を一体化したクイックテント。2人でわずか60秒で、簡単に設営できます。
天幕ポリエステル（防水）　表面撥水加工　紫外線カット加工　防炎加工
天幕色：白/赤、白/青、白/緑、白、青、緑、黄、赤8色の中からお選び下さい。
※全てのパーツは部品としてお取り寄せできます。ドライバーで、パーツの交換が可能です。

別売：
90-0820 鋳物重り20㎏
  ･･･････････････････････････････¥13,000

（税込¥14,300）

90-5892 テントウエイトバッグ
（砂専用・10㎏用） ････････¥  2,980

（税込¥  3,278）

対象商品は、楽々テントに限ります。
「12月～3月卒業記念シーズン限定のみ」

（30㎝角9文字、15㎝角12文字までです）
上記シーズン以外は名入代有料別途見積

りとなります。

設営②

設営①

設営④

設営⑤

設営③

スチール・アルミ複合タイプ
品　番 商品番号 テントサイズ（㎝） 軒高（㎝） 支柱（本）重量（㎏） 定　　価

90-0813 KS-1827 180×270 186～222 4 34 ¥  91,000
（税込¥100,100）

90-4507 KS-1836 180×360 186～222 4 38 ¥118,000
（税込¥129,800）

90-0815 KS-2436 240×360 186～222 4 39 ¥127,000
（税込¥139,700）

90-0816 KS-2448 240×480 186～222 6 52 ¥136,000
（税込¥149,600）

90-0817 KS-3030 300×300 186～222 4 34 ¥127,000
（税込¥139,700）

90-0818 KS-3045 300×450 186～222 4 44 ¥148,000
（税込¥162,800）

90-0819 KS-3060 300×600 186～222 6 58 ¥178,000
（税込¥195,800）

90-4508 KS-3672 360×720 180～198 6 64 ¥221,000
（税込¥243,100）

メインフレーム（スチール）粉体塗装、サイドクロスフレーム（アルミ）粉体
塗装

アルミタイプ
品　番 商品番号 テントサイズ（㎝） 軒高（㎝） 支柱（本）重量（㎏） 定　　価

90-3708 KA-1827 180×270 186～222 4 30 ¥  99,000
（税込¥108,900）

90-4509 KA-1836 180×360 186～222 4 32 ¥129,400
（税込¥142,340）

90-3430 KA-2436 240×360 186～222 4 33 ¥139,000
（税込¥152,900）

90-3431 KA-2448 240×480 186～222 6 44 ¥149,000
（税込¥163,900）

90-3432 KA-3030 300×300 186～222 4 29 ¥139,000
（税込¥152,900）

90-3433 KA-3045 300×450 186～222 4 39 ¥162,000
（税込¥178,200）

90-3434 KA-3060 300×600 186～222 6 50 ¥187,000
（税込¥205,700）

メインフレーム：アルミアルマイトクリア加工　サイドクロスフレーム：アル
ミアルマイトクリア加工

教文小学校
 寄贈卒業生一同

教文教文 楽々テント 

NEWストロングテント（総アルミタイプ・カーテンレール無）
品　番 商品番号 テントサイズ（㎝）軒高（㎝） 支柱（本）重量（㎏） 定　　価

90-5792 SNW-3030 300×300 186～222 4 38.1 ¥155,000
（税込¥170,500）

90-5793 SNW-3045 300×450 186～222 4 51,8 ¥164,000
（税込¥180,400）

90-5794 SNW-3636 360×360 186～222 4 47.4 ¥170,000
（税込¥187,000）

90-5795 SNW-3060 300×600 186～222 6 67.2 ¥213,000
（税込¥234,300）
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三方幕付

屋外設備品

教文教文 集会用白テント（鉄骨組立式）
中折れタイプテントの特長

筋交い
伏せた状態で筋交いの固定がで
きるので、軒桁を持って立ち上
げてもパイプが外れず簡単に設
営できます。

中折れ式支柱なので、幕体の取り付けが簡単、
スムーズで安全な組み立てができます。

グリーン購入法適合品
環境に配慮した素材の再生ポリエステル帆布を使用しています。

支柱の中折れ
支柱が筋交いより下側で折
れるので、天幕の裾を汚し
ません。また、伏せた状態
で簡単に天幕をパイプに固
定することができます。
ポストジンク
パイプ外面は全周にわた
って均一亜鉛メッキされ、
その上に防錆樹脂コーテ
ィングを施しています。

スタンダードタイプ（軒高2.0m）
エステル帆布製ST型（白）

中折れタイプ（軒高2.0m）
エステル帆布製ST型（白）
 ● 中折れ式支柱なので、スムーズで安全な組み立てができます。
材質：再生ポリエステル帆布、スチール　パイプ径：肉厚31.8×1.6㎜

名入れ代：楷書体30～35㎝
角、8文字まで¥13,000（税
込¥14,040）
上記以外の文字数、大きさ、
ロゴマーク入り等は別途見積
となります。

エステル帆布製T型（白）
 ● 少人数でも簡単に組立分解ができ、しかも軽量
で耐久性に優れ防汚性も高く、付着した汚れも
水洗いで落しやすい商品です。

 ● 格納の際も折りたたんだ状態で1.8m以内とコ
ンパクト設計。

 ● 支柱31.8φ㎜の鋼管にて、皮膜亜鉛メッキに
より錆にくく傷にも強いのが特長です。

名入れ代：ゴシック黒30㎝角、エステル幕1文字
¥1,400（税込¥1,540）、他、文字の大きさ字体
そして幕の素材により変わります。

Ｔ-1型・Ｔ-2型は支柱4本　Ｔ-3型・Ｔ-4型は支柱6本

（※軒下通常180㎝ですが、要望により200㎝も対応できます。）エステル帆布製

集会用テント（天幕） 集会用テント（天幕&三方幕付）

少人数でも
組立簡単な
中折れタイプ

型名 寸法（㎝） 天　　幕 天幕＆三方幕付 天幕＆四方幕付
品　番 定　価 品　番 定　価 品　番 定　価

Ｔ-1 180×270 90-4283 ¥112,000
（税込¥123,200）

90-4287 ¥151,000
（税込¥166,100）

90-4291 ¥167,500
（税込¥184,250）

Ｔ-2 270×360 90-4284 ¥130,500
（税込¥143,550）

90-4288 ¥178,000
（税込¥195,800）

90-4292 ¥199,500
（税込¥219,450）

Ｔ-3 360×540 90-4285 ¥214,500
（税込¥235,950）

90-4289 ¥280,500
（税込¥308,550）

90-4293 ¥308,500
（税込¥339,350）

Ｔ-4 360×720 90-4286 ¥261,800
（税込¥287,980）

90-4290 ¥338,800
（税込¥372,680）

90-4294 ¥377,800
（税込¥415,580）

品　番 型式 寸法（m） 支柱（本） 材質 価　格
90-2540 0号 1.79×2.67 4

再生ポリエステル
帆布、スチール

¥  81,400
（税込¥  89,540）

90-2541 1号 2.67×3.56 4 ¥108,900
（税込¥119,790）

90-2542 2号 3.56×5.3 6 ¥181,500
（税込¥199,650）

90-2543 3号 3.56×7.08 6 ¥207,900
（税込¥228,690）

90-2544 4号 5.3×7.05 6 ポリエステル帆布、
スチール

¥353,100
（税込¥388,410）

90-2545 5号 5.3×8.85 8 ¥468,600
（税込¥515,460）

型式 寸法（m） 支柱
（本）

天　　　幕 天幕&三方幕付
品　番 定　価 品　番 定　価

0号 1.79×2.67 4 90-2546 ¥  85,800
（税込¥  94,380）

90-5129 ¥121,100
（税込¥133,210）

1号 2.67×3.56 4 90-2547 ¥114,400
（税込¥125,840）

90-5130 ¥163,900
（税込¥180,290）

2号 3.56×5.3 6 90-2548 ¥185,900
（税込¥204,490）

90-5131 ¥254,300
（税込¥279,730）

3号 3.56×7.08 6 90-2549 ¥213,400
（税込¥234,740）

90-5132 ¥292,300
（税込¥321,530）
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講堂・体育館設備品

学校行事に、安全で幅広い活用！
段板1枚当たり450㎏の重量にも、
ビクともしないアルミ製折りたたみ式万能ひな段。
アルミ一体成型でより安全性、耐久性を強化。
下ゴム付で床が傷つきません。全部材はめ込み設計でガッシリ組み立て可。
組み立て工具一切不要。
昇り降りの際の衝撃吸収の為段板下部にもクッションゴム付
一部写真と仕様が異なることがあります。
※少人数や特注規格等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

450㎏の重量にもビクともしない折りたたみ式万能ヒナ段

3段3基5連型

コンパクト収納！

※ 段板2枚を裏表に重ね合わせると収
納スペースが約2/3に減少します。

■3段目支柱

2段1基

■段板
　奥行30㎝×幅90㎝・2.4㎏
　奥行40㎝×幅90㎝・3.2㎏

■エッジカバー
　 ひな段のセット時、両脇のダボピン部
分の段差をカバーし、ひな段本体のエ
ッジ部分を損傷から保護します。

安全性バツグン！

（※2段型も別売3段目支柱（必
要数）＋段板（必要数）を加え
ることにより、3段型にグレー
ドアップできます。）

昇り降りの際の衝撃吸収の為段板下部に
もクッションゴム付

 ● 作品の展示台に……  ● 記念撮影に……

 ● 学芸会の舞台装置に……  ● 運動会の応援スタンドに……

 ● 音楽発表会に……

 ● 舞台との昇降台に……

教文教文 ヒナ段 AS型（アルミ製）

3基5連型の場合、1段に小学生低学年ですと13人くらい、大人は10人くらいの目安でのれます。

30-8301 ヒナ段収納台車 ･･･････････････････････････････････¥76,000
（税込¥83,600）

 ● どのヒナ段でも収納することができ、2段3基5連型はもちろん、3段3基5連
型まで幅広く対応できます。

スチール製　スチール脚焼付塗装
寸法：幅99×奥行88.5×高さ96.3㎝

例えば、3段3基5連型が、

Ｐ社　¥376,200（税抜）、
Ｎ社　¥373,200（税抜）!!

教文 ¥327,000（税抜）
業界一業界一のの

低価格低価格！！

型　　名 品　番 幅×高さ×段板奥行 定　　価 品　番 幅×高さ×段板奥行 定　　価

2段3基5連型 90-3012 450×60×30㎝ ¥230,000
（税込¥253,000）

90-3016 450×60×40㎝ ¥306,000
（税込¥336,600）

3段3基5連型 90-3013 450×90×30㎝ ¥327,000
（税込¥359,700）

90-3017 450×90×40㎝ ¥440,000
（税込¥484,000）

2段2基3連型 90-3014 270×60×30㎝ ¥150,000
（税込¥165,000）

90-3018 270×60×40㎝ ¥197,000
（税込¥216,700）

3段2基3連型 90-3015 270×90×30㎝ ¥213,000
（税込¥234,300）

90-3019 270×90×40㎝ ¥282,000
（税込¥310,200）
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左右2ヶ所ずつに
持ち手があり、
移動の時に便利です。

台形多目的ひな段セット

多目的ひな段セット

90-1048 多目的ひな段ワイド（3段） ･･･････････････････¥91,600
（税込¥100,760）

 ● 奥行45㎝、段差15㎝のワイドタイプです。
寸法：幅120×奥行45×高さ45㎝（大）・幅116×奥行42.5×高さ30㎝（中）・幅
104×奥行40×高さ15㎝（小）
90-1049 多目的ひな段ワイド台形（3段） ･･････････¥112,000

（税込¥123,200）
寸法：幅120×奥行45×高さ45㎝（大）・幅116×奥行41.7×高さ30㎝（中）・幅
110.4×奥行38.6×高さ15㎝（小）
ラワン合板　茶塗装仕上

多目的ひな段ワイド台形

講堂・体育館設備品

50-1105 多目的ひな段セット（3段） ･･･････････････････¥61,000
（税込¥67,100）

50-1106 台形多目的ひな段セット（3段） ････････････¥70,800
（税込¥77,880）

共通仕様／材質：ラワン合板　ラッカー塗装　セット内容：大1、中1、小1

収納は大･中･小3段のひな段が大の3段目に、中・小がコンパクトに箱状に納まりスペースをとりません!!
3段にて小学生ですと9人、大人で6人の目安にて連結して使用すれば多人数での使用拡張が可能!!
 ● ステージ等の階段や写真撮影のヒナ段としてなど、いろいろな目的に応じて使用できます。

多目的ひな段ワイド×3、
多目的ひな段ワイド台形×2の組み合わせ

多目的ひな段ワイド

教文教文 多目的ひな段（木製）

（折りたたまれた状態）

ステージ、舞台のステップ、階段として
使用いただけます。アルミフレームなので軽量です。
90-2699 後脚折りたたみ式 ･･････････････････････････受◯¥120,000

（税込¥132,000）
外寸法：4段（H100㎝用）　幅96×奥行120×高さ86㎝　折りたたまれた状
態／幅97×奥行140×髙26.5㎝　重量：32㎏　材質：天板／ナラ単板市松貼
り　t2.4㎝合板　フレーム／丸型アルミ管φ2.54㎝　脚ゴム付

アルミステップ教文教文 積み重ねひな段

◯受＝ 受注生産品ですので、返品や交換には応じられません。ご注文の際は必ず入念なご確認をお願い申し上げます。

90-5513 ･･････････････････････････････････････････････････････････1台 ¥65,000
（税込¥71,500） ● 積み重ね式なので、用途に応じて様々な使い方ができます。

寸法：長さ180×奥行45×高さ23㎝　重量：約15㎏　材質：天板／ベニヤ（t1.2
㎝、t0.8㎝の段付き）　側板／パイン集成材（t2㎝）　クリアラッカー仕上げ

ピタッと重なって
ズレません！
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講堂・体育館設備品

赤外線オイルヒーター

90-4031 スーパーサイレンス（静音設計・55dB以下） エコ型 
HRR480B-S（学校向安全セット付） ･･････････････････¥347,400

（税込¥382,140）

30-7130 HRS-330（ミラーシート付）
   ････････････････････････････････････････¥264,600

（税込¥291,060）

静音タイプ！
90-5188 GHR240A1-G（ミラーシート付）
  ････････････････････････････････････････¥154,100

（税込¥169,510）
 ● 全周囲加温タイプ。
 ● スピード着火で即暖かい。
 ● 運転音は静かな公園レベル。静かな式典でのご利
用も可能です。

別売 90-5139 ガードフェンス
  ･･････････････････････････････････････････¥31,900

（税込¥35,090）
寸法：幅90.2×奥行98.5×高さ90.4㎝

首振りタイプ

別売 90-0008 ガードフェンス
  ･･････････････････････････････････････････¥30,300

（税込¥33,330）寸法：幅130×奥行85×高さ90㎝

静音・首振りタイプ

90-2801 VAL6SR（安心学校セット付）
  ･････････････････････････････････････････¥346,500

（税込¥381,150）安全キー機能採用！
搭載されている安全装置：耐震・炎監視・停電・過
熱・過負荷・ファン異常・油切れ・異常高電圧　他

90-2802 VAL6SR ･････････････¥310,000
（税込¥341,000）

57（最大）/53（最小）dB

学校向安全セット／安心学校セットは
ミラーシート＋ガードフェンス付です。

暖房の目安 木造48坪、コンクリート66坪
熱出力（kW） 38.8～28.1（5段階）
油タンク容量（L） 40
本体寸法（㎝） 幅114.3×奥行51.4×高さ97.1
本体質量（㎏） 57

暖房の目安 木造133～155㎡、
コンクリート181～217㎡

熱出力（kW） 38～24（5段階）
油タンク容量（L） 45
本体寸法（㎝） 幅106.2×奥行67.5×高さ104.4
本体質量（㎏） 61
ミラーシート寸法（㎝） 156×95
ガードフェンス寸法（㎝） 122×82.2×90.3

8秒着火チャイルドロック機能

暖房の目安 木造24坪、コンクリート32坪
熱出力（kW） 18.2～9.1（3段階）
油タンク容量（L） 22
本体寸法（㎝） 幅50.4×奥行49.6×高さ87
本体質量（㎏） 27
ミラーシート寸法（㎝） 100×96

省エネ型にて燃費効率と暖かさは従来型に較べ
約37%up、CO2の排出量は電気と比べ、
約40%ダウンのエコ型です。

イベントや式典に
　オススメ！

90-4032 HRR480B-S（ミラーシート付） ･･･････････¥324,600
（税込¥357,060）

静音・首振りタイプ
チャイルドロック機能

53～57dB

暖 房 の 目 安 木造50坪、コンクリート70坪
熱 出 力（kW） 40.7～24.3（5段階）
油タンク容量（L） 40
本 体 寸 法（㎝） 幅108.6×奥行68.5×高さ102.6㎝
本 体 質 量（㎏） 55
ミラーシート寸法（㎝） 160×95
ガードフェンス寸法（㎝） 幅130×奥行85×高さ90

学校向安全セットはミラーシート＋ガードフェンス付

運転音
53～
57dB

寒冷時に体育館・講堂をイベントや運動に使用する場合、
広い空間を一気に暖める強力な暖房機です。
児童・生徒の運動時の体のウォームアップを助け、傷の防
止やイベント時の集中力の向上や円滑な進行に役立ちます。

静かな運転音だから、
燃焼させたままでも
大切な式典の進行を
妨げません
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ズーム機能・
ファン付

ハロゲンスポットライト

NHP-5601

より鮮明な明るさや輪郭、ムラのない満月のようなハッキリとした
投光面がほしい時に最適です。

品 番 90-2718 90-2719
品 名 NHS-6204P NHS-6202
価 格 ¥198,000

（税込¥217,800）
¥161,900
（税込¥178,090）

ラ ン プ
ハロゲンJS-100V-
1000WB2GX
（NRS-1187T）

ハロゲンJCS-110V-
500WB1

（NRS-1186）
レ ン ズ D152非球面平凸 D114非球面平凸

寸 法（㎝） 幅30×長さ39.2×
高さ143～187

幅28×長さ39.2×
高さ137～181

質 量（㎏） 13.6 11.0

付 属 品 三脚スタンド、シャッター、カラーホイル、
カラーフィルター

比較的ハッキリと輪郭の投光面を得ることが出来ます。
舞台フロントサイド等移動用照明として、
学校の講堂など補助ライトとして使用します。

NHS-6204P NHS-6202

講堂・体育館設備品

LEDスタンド式フラットライト/スポットライト
品 番 90-5170 90-5726 90-2717

品 名 NLE-9748K
（ファン付）

NLE-9734K
（カラーホイル付）

NLE-9701K
（ファン付）

価 格 ¥158,000
（税込¥173,800）

¥150,000
（税込¥165,000）

¥278,000
（税込¥305,800）

種 類 フラットライト スポットライト スポットライト
L E D 80W／5000K／Ra91 24W／4000K／Ra92 80W／5000K／Ra90
電源コード 1.8m　平行プラグ付 2.7m　平行プラグ・アース付
レ ン ズ － D89平凸レンズ D127平凸・D89フレネル

寸 法 幅34.5×長さ25×
高さ149～164㎝

幅28.75×長さ26.7×
高さ149～164㎝

幅25.8×奥行40.5×
高さ126～170㎝

質 量 7.5㎏ 約6㎏ 12.6㎏

付 属 品 三脚スタンド、コンバー
ジョンフィルタ　他

三脚スタンド、手動カラーホ
イル、カラーフィルタ　他

三脚スタンド、シート枠、
カラーフィルタ

NLE-9748K NLE-9734K NLE-9701K

NHP-5603

品 番 30-3164 30-4524
品 名 NHP-5601 NHP-5603
価 格 ¥375,500

（税込¥413,050）
¥294,800
（税込¥324,280）

ラ ン プ ハロゲンJCD-100V-
1000WC（NRS-1136）

ハロゲンJCD-100V-600WC
（NRS-1134）

レ ン ズ 7インチ平凸・3.5インチ平凸 5インチ平凸・3.5インチ平凸
電 源 コ ー ド 3m　平行プラグ付　NFB付

寸 法 幅29.5×奥行φ74×高さ
137.5～181㎝

幅24.7×奥行59.8×高さ
128～172㎝

総 質 量 25㎏ 12.2㎏
付 属 品 三脚スタンド、カラーフィルター5色、2連シート枠
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教室設備品

〈使用例〉 （テレビ等別売）

PH-810シリーズ
壁寄せ設置が可能。現場のニーズに応えた
実用型シリーズです。
 ● 国内市販のほとんどのテレビに対応する汎用型スタンドです。
 （ご購入の際はテレビの機種名をお知らせ下さい。）
共通仕様
材質：本体／金属パイプ、金属板焼付塗装仕上げ　可動棚板／金属板焼付塗装
仕上げ
上下調節：80ミリピッチ、4段階　角度調節：前方6度・12度

90-2360 PH-813（小・中型用） ･･¥48,000
（税込¥52,800）

寸法：幅72×奥行64×高さ163.8㎝　質量：約
31.5㎏
付属品：棚板1枚、固定ベルト2本

90-2361 PH-815（中・大型用） ･･¥58,000
（税込¥63,800）

寸法：幅80×奥行68×高さ163.8㎝　質量：約32
㎏
付属品：棚板1枚、固定ベルト2本

90-2362 PH-817（大型用） ･･¥68,000
（税込¥74,800）

寸法：幅95×奥行72×高さ163.8㎝　質量：約33
㎏
付属品：棚板1枚、固定ベルト2本

テレビスタンド 耐震・転倒対策  RoHS対応

グリーン購入法適合品

液晶テレビ

55V型

90-5437 F550 ･･･････････････････････････････････････････････････¥79,000
（税込¥86,900）

受信チャンネル：地上デジタル2、衛星デジタル2／BSデジタル・110度CSデ
ジタル　入・出力端子：ビデオ入力端子／映像入力×1系統、音声入力（L・R）
×1系統、光デジタル音声出力端子1、HDMI2、USB1　本体サイズ（スタン
ド付）：約W124.8×H77.1×D23.9㎝　本体重量：約12.53㎏　付属品：リ
モコン・乾電池（動作確認用）他
※HDDは別途ご購入ください。（付属しておりません）
対応スタンド 90-3866 DS-80 ver2･････････････････････････¥78,000

（税込¥85,800）

学校ICT環境整備事業向け
薄型ディスプレイスタンド
外形寸法：幅85×奥行85×高さ163㎝
（アタッチメント含む）　質量：約38㎏　
棚板寸法：幅81×奥行41（標準装備1枚）　
搭載質量：ディスプレイ取付部／45㎏
以下、棚板部／10㎏以下（※一部対応
できないディスプレイがあります。）

RoHS対応

37～60型
に対応

（テレビ別売）F550 DS-80 ver2

～43V型対応 ～55V型対応 ～70V型対応
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高さは両サイドのハン
ドルネジを取り外して、
4段階（120㎝・130㎝・
140㎝・150㎝）に調
節できます。

アクティブラーニングに
最適！

教室設備品

 ● ストッパー付きで使いやすい回転ボードです。
スチールホワイト、スチールグリーン（暗線は5㎝方眼）
付属品：黒板消し1個、マーカーペン赤黒各1本、マグネット3個（白/白、白/緑）
　　　　黒板消し1個、マグネット3個（緑/緑）
〈板面寸法：90×120㎝〉

教文教文 脚付両面回転ボード 組立式

品　　名 色 無　　地 片面暗線入り
品　番 定　価 品　番 定　価

RG-312 緑/緑 90-3917 ¥39,300
（税込¥43,230）

90-3923 ¥46,000
（税込¥50,600）

RG-313 白/緑 90-3918 ¥43,000
（税込¥47,300）

90-3924 ¥54,000
（税込¥59,400）

RG-314 白/白 90-3919 ¥47,000
（税込¥51,700）

90-3925 ¥59,000
（税込¥64,900）

品　　名 色 無　　地 片面暗線入り
品　番 定　価 品　番 定　価

RG-302 緑/緑 90-3920 ¥45,700
（税込¥50,270）

90-3926 ¥48,000
（税込¥52,800）

RG-303 白/緑 90-3921 ¥47,300
（税込¥52,030）

90-3927 ¥58,000
（税込¥63,800）

RG-304 白/白 90-3922 ¥49,400
（税込¥54,340）

90-3928 ¥61,000
（税込¥67,100）

〈板面寸法：90×180㎝〉

プロジェクター
90-5088 LV-WX310ST（WXGA） ････････････････････¥153,000

（税込¥168,300）
 ● HDMI端子がMHL接続に対応し、スマートフォンやタブレットから直接接
続が可能。

短焦点

3100ルーメン

投 写 距 離 1.06m（100型）
コントラスト比 10000：1
外形寸法・質量 幅28.2×奥行26.75×高さ11.79㎝・2.8㎏

フロアスタンドスクリーン

品　番 型　式 スクリーンサイズ
W×H（㎝）

ケース寸法
（㎝）

スカート高
（MAX）（㎝）

全高（MAX）
T（㎝）

質量
（㎏） 定　価

90-4445 MS-83FN（83型） 187.1×131.9 200.1×12.5×11 70.5 211 9.5 ¥55,100
（税込¥60,610）

90-4446 MS-103FN（103型） 231.4×162.4 244.4×12.5×11 70 240 11.5 ¥72,000
（税込¥79,200）

多様な使い方が要求されるフロアスタンドスクリーンに
最適なアスペクトフリー
 ● 映像コンテンツのワイド化、PC解像度の多様化などに対応を要求される、
モバイル性の高いフロアスタンド型に最適。アスペクトフリーだから大画面
投写が可能。

教文 教文 グループ発表ボード 4段調節式 組立式
 ● アクティブラーニングにグループ発表ボードとして、また低学年用のらくが
きボードとして、子供の視線に合わせやすいよう4段階で高さ調節ができま
す。

材質：パネル／両面スチールホワイト、ハニカム材、アルミ　スタンド／スチ
ール　ペン受／アルミ　付属品：マーカーセット（マーカー赤黒各1、イレー
ザー1、マグネット3）　5Φ㎝キャスター4個（内2個ストッパー付）
品　番 品　名 寸法（㎝）（キャスター含む） 板面寸法（㎝） 質量（㎏） 価　格

90-5308 AL-33 幅102×奥行54×
最大高さ150 90×90 約13 ¥38,000

（税込¥41,800）

90-5309 AL-34 幅132×奥行54×
最大高さ150 90×120 約17 ¥46,000

（税込¥50,600）

AL-33
（120㎝セッティング時）

AL-33
（150㎝セッティング時）
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ポータブルワイヤレスアンプ

講堂・体育館設備品

CDプレーヤー内蔵＋USBメモリー対応機能が付き、
パソコン編集により自由に録音が可能にて一発選曲・
再生が出来ます。
90-2130 PE-W61DCDB-MB
（ワイヤレスマイク・キャリングバッグ付） ･･････････････¥217,800

（税込¥239,580）
内容：アンプPE-W610DCD（ダイバーシティWT-UD84　1台付）、ハンド
型ワイヤレスマイクWM-P970、キャリングバッグPE-UC50
ワイヤレスマイク付セット
■最大出力25W迫力サウンド　■ワイヤレスチューナーの拡張性　■CDプ
レーヤ内蔵　■機動力の実現　■USBメモリにも対応
学校へのご提案に最適な音楽CDソフトを同梱（PE-W600シリーズ全機種）
■運動会などのイベントに最適な音楽CD（運動会用PGM23曲入）
別売 90-1951 ワイヤレスハンドマイクWM-P970
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････¥43,000

（税込¥47,300）

MA-100SB MA-100DB

すごい！ こんなワイヤレスアンプが欲しかった…と大評判！
防災・運動会・野外活動・クラブ活動・会議等に最適！
小型で軽量、50Wの高出力。ショルダーベルトで持ち運びに便利、充電
池内蔵で電源のない場所でも使用可能。
Bluetooth機能でお手持ちのミュージックプレーヤーより音楽再生
90-5127 ワイヤレスハンドマイクMA-100SBセット ･･¥147,600

（税込¥162,360）ワイヤレス受信機1台
寸法：幅13.5×奥行24×高さ14㎝　質量：1.8㎏（MA-100SB）
セット内容：ワイヤレスアンプ、ワイヤレスハンドマイク、ストレージケース
90-5128 ワイヤレスハンドマイクMA-100DBセット ･¥211,000

（税込¥232,100）ワイヤレス受信機2台装備
寸法：幅13.5×奥行24×高さ14㎝　質量：1.9㎏（MA-100DB）
セット内容：ワイヤレスアンプ、ワイヤレスハンドマイク×2、ストレージケース

800MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ

 ● 持ち運びやすいコンパクトサイズ。
 ● 2ウェイスピーカー内蔵。最大30W。
PLLシンセサイザー方式／シングル／シングルチューナーユニット1台内蔵
寸法：29.8×22×高さ46㎝　質量：約7.4㎏
50-5508 WA-2700SC-Aセット ････････････････････¥217,000

（税込¥238,700）
セット内容：ワイヤレスアンプWA-2700SC（CD・SD・USB付）、ワイヤレ
スマイクWM-1220
50-5509 WA-2800SC-Bセット ･････････････････････¥242,000

（税込¥266,200）
セット内容：ワイヤレスアンプWA-2800SC（CD・SD・USB、ダイバシテ
ィタイプ付）、ワイヤレスマイクWM-1220
別売 
50-2254 
ワイヤレスハンドマイク
WM-1220 ････¥43,000

（税込¥47,300）

屋外での拡声に！ 広い部屋での集会に！
（背面）

（正面）

ACT-32H

出力25W

出力30W 出力50W

出力55Wの
800MHzポータブルワイヤレスアンプ
コンパクトなA4サイズに最大60Wの
パワフルな出力。小型、軽量で持ち運びが自由。
90-4712 55Wタイプダイバーシティセット
（USBプレーヤー&レコーダー） ･････････････････････････････¥170,800

（税込¥187,880）
セット内容：ワイヤレスアンプ（MA-303SB）、ワイヤレスハンドマイク
（ACT-32H）、ストレージケース（SC-30）
出力：60W（最大）　音声入出力：マイク入力（6.3㎜標準）、ライン入力（3.5
㎜ミニ）、ライン出力（3.5㎜ミニ）、4時間充電で10時間のスタンバイ時間、
USBプレーヤー&レコーダー装備、16チャンネルプリセットワイヤレス受信
機1台装備　寸法：W21×D16.5㎝　重量：2.7㎏

スピーチだけでなく、運動会やダンスの練習、楽器用アンプなど
さまざまなシーンで活躍します！ 充電池内蔵でどこでも使用できる！
標準搭載レシーバー：1ch（増設可）　受信周波数帯：800MHzB帯の内16波（B11～B16、B31～B36・B43～B46）
周波数特性：50Hz～18KHz±3dB　T.H.D（歪率）：0.1％
パワーサプライ：AC100～240vスイッチング電源　内蔵バッテリー　オプション：CDプレーヤー、ワイヤレスマイク
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先生方からの要望により、先生方からの要望により、
リーズナブルで設置が容易な商品が完成しました！リーズナブルで設置が容易な商品が完成しました！

講堂・体育館設備品

90-1704 木目調 ････････････････････････････････････････････････¥342,000
（税込¥376,200）

寸法：幅240×高さ120㎝、フレーム／6×6㎝角　重量：約45㎏
材質：アルミ押出材に非塩ビシートをラッピング　板面／ホーロー製鋼板（ベ
ージュ色）、カッティング文字貼り
（特別サイズ、特仕様のお見積も承ります。）

（製作例）（製作例）

校歌銘板

サイズ：H36×W42㎝
（上記は参考サイズです。寸法・仕様により別途見積りいたします。施工費は別途）

校章

90-1171 ステンレス腐食製 ¥154,000
（税込¥169,400）

90-1169 砲金鋳物製（銅・真鍮ブロンズメッキ仕上）
  ･････････････････････････････････････････¥240,000

（税込¥264,000）

90-1170 ステンレス切文字・腐食複合製
  ････････････････････････････････････････¥280,000

（税込¥308,000）

90-5341 アルミ複合板 ･････････････････････････････････････¥150,000
（税込¥165,000）軽量（約14㎏）なので取付け工事が簡易。

落下リスクも軽減！
寸法：幅240×高さ120㎝　重量：約14㎏　材質：アルミ複合板　インクジ
ェット印刷　四方アルミ枠（シルバー色）　付属品：壁固定用金具　文字・校
章等の色は黒色のみです。（特別サイズ、特仕様のお見積も承ります。）

品　番 品　名 寸　　法 価　格

90-5851 各種化粧合板
文字凹

幅200×高さ90㎝ ¥330,000
（税込¥363,000）

90-5852 幅240×高さ110㎝ ¥460,000
（税込¥506,000）

90-2337 桐無垢文字凹 幅240×高さ110㎝ ¥510,000
（税込¥561,000）

90-2338 桐無垢文字凸 幅240×高さ110㎝ ¥640,000
（税込¥704,000）

90-5853 ポプラ無垢
文字凸

幅200×高さ90㎝ ¥530,000
（税込¥583,000）

90-2339 幅240×高さ110㎝ ¥740,000
（税込¥814,000）

化粧合板彫り文字校歌額：「より軽く・よりお安く」とのご要望にお応えし「化
粧合板　彫り文字校歌額」が誕生しました。木種は「栓・楢・タモ・欅」の4
種類で、種類によっては「板目・柾目」の木目も選択頂けます。
 ● 上記は一例です。文字数にかかわらず、額サイズにより価格が変わります。
 ● 上記以外の寸法や、他の材質につきましてはお問い合わせ下さい。
※取付け工事費別途必要となります。別途に梱包・送料がかかります。別サイ
ズをお求めの場合は別途お見積り致します。

木彫校歌額（木製）

化粧合板製

ポプラ製
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屋外設備品／教室設備品

グリーン購入法適合品

大型ソーラー時計（ポール型）
 ● 太陽エネルギーを利用するので電源、電気代は不要です。しかもニッケルカ
ドミウム・アルカリバッテリを内蔵しているので日照時間外でも、常時正確
に作動します。

 ● 外部電源の取りにくい運動場に最適です。

大型屋外ソーラー時計 ホールクロック（大型置時計）
90-2430 HiARM-420R
  ･･････････････････････¥250,000

（税込¥275,000）
 ● スリーウェイブ機能を搭載した電波
ホールクロック（スリーウェイブ：
日本標準電波40kHz、60kHzに加
えAMラジオの時報も受信、3つの
電波を受信する事で従来よりも受信
範囲が広がりました。）

飾り振子付　飾り重錘付
前扉式　茶色半艶仕上
木枠（MDF材）
寸法：幅37×奥行24×高さ150㎝　
質量：17㎏

屋内用掛時計
φ36㎝ 90-4309 エコライフM815

  ･･････････････････････････¥12,000
（税込¥13,200）

環境に配慮し乾電池を
使わないエコ商品。
 ● ソーラー電源
 ● UDフォント使用凸文字で高い視認
性

電波時計　寸法：φ35×5.1㎝
質量：2㎏
材質：プラスチック枠
風防ガラス製

φ35㎝
ソーラー90-2903 IC-2100J-9JF

  ･･････････････････････････¥11,000
（税込¥12,100）

電波時計　プログラムクロック機能付
寸法：φ36×5.4㎝　質量：1.6㎏　
付属品：単2形アルカリ乾電池2個

30-5542 QLC-783S（両面式） ¥484,000
（税込¥532,400）

90-2429 QLC-743S（片面式） ¥375,000
（税込¥412,500）

寸法：φ70㎝　ポリカーボネート仕様　ポール地上高4.36m　時刻修正：1
日1回自動受信修正
（ポール発送費・取付工事費は別途見積）

 ■ FM電波修正機能付（ポール含） 〈セイコー製〉

 ■ 長波電波修正機能付（ポール含） 〈セイコー製〉

QFC-783RS

QFC-787RS

QLC-783S

QLC-743S

30-8064 QFC-783RS（両面式･鋼板製枠） ¥484,000
（税込¥532,400）

30-8065 QFC-787RS（両面式･ステンレス製枠） ¥725,000
（税込¥797,500）

大型ソーラー時計（壁掛型）
 ● 自然のエネルギー「ソーラー」を利用した先進のシステムです。
 ● エネルギーは太陽。だから電気代は一切不要。日照があれば設置可能、かつ
電源不要で工事が簡単。（取付工事代は別途承ります。）

 ● 雨や曇りが続いても心配無用。専用時計駆動器にマイコン内蔵。

QLC-703S

QFC-707RS

ポリカーボネート仕様　時刻修正：1日1回自動受信修正　色：QFC-703RS・
QLC-703S＝コーヒーブラウン　QFC-707RS＝ステンレスシルバー

 ■ FM電波修正機能付 〈セイコー製〉

 ■ 長波電波修正機能付 〈セイコー製〉

QFC-703RS

30-8068 QFC-703RS（鋼板製 φ70㎝） ¥225,000
（税込¥247,500）

30-8069 QFC-707RS（ステンレス製枠 φ70㎝） ¥265,000
（税込¥291,500）

30-0395 QLC-703S（鋼板製 φ70㎝） ¥225,000
（税込¥247,500）

 ● 設置する際、電波の受信が可能かどうか確認できるLEDライトが付いていま
す。
30-6319 SF211S ･･･････････････････････････････････････････････¥85,000

（税込¥93,500）
寸法：φ45×7.8（㎝）　全高52.7㎝　質量：3.3㎏
材質：金属枠（ステンレス） 〈セイコー製〉
電波修正機能（40・60KHz　自動選局・可動式アンテナ式）
 〈取付工事費別途必要〉

非塩ビ
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AC-36T

壁掛用（脚ナシ）コーナー拡大

安全面を考慮して、
本体コーナー部に
曲面樹脂パーツを使用

屋外設備品

教文 教文 校舎配置図掲示板

※御注文の際には正確な見取
図原稿を添付して下さい。

 ● 校舎見取図を書いたり消したりといった手間がいりません。しかも板面はホ
ワイトボードで、書きこみが自在にできます。

 ● 普通教室は、6色（赤・青・緑・黄・白・橙）に色分けされたマグシートプ
レートで表示されるので、移動・組み替えが簡単です。
スチール製（枠オールアルミ製）　前面アクリル板カバー付はね上げ式

 ● 錆に強く、いつまでも美しい……。
 ● 開閉はガラス2枚（サイズ120×240は3枚）の引違い式です。
内部スチールグリーン　カラー：ブロンズ　支柱：2本付（120×240は3本付）　
鍵付

教文教文 箱型屋外掲示板（ニューアルミ製）

品　番 型　番 本体サイズ 価　格

40-0025 NA（B）912   90×120㎝ ¥240,200
（税込¥264,220）

40-0026 NA（B）918   90×180㎝ ¥286,000
（税込¥314,600）

40-0027 NA（B）1218 120×180㎝ ¥331,800
（税込¥364,980）

40-0028 NA（B）1224 120×240㎝ ¥457,600
（税込¥503,360）

スタンド型（脚付）

壁掛用（脚ナシ）
品　番 型　番 本体サイズ 価　格

30-6787 ＡＣ-34 123×  93㎝ ¥126,000
（税込¥138,600）

30-6788 ＡＣ-36 183×  93㎝ ¥155,000
（税込¥170,500）

30-6789 ＡＣ-46 183×123㎝ ¥175,000
（税込¥192,500）

品　番 型　番 本体サイズ 価　格

30-6790 ＡＣ-34Ｔ 123×  93㎝ ¥148,000
（税込¥162,800）

30-6791 ＡＣ-36Ｔ 183×  93㎝ ¥178,000
（税込¥195,800）

30-6792 ＡＣ-46Ｔ 183×123㎝ ¥198,000
（税込¥217,800）

透明ガラス5㎜2枚　引戸式・鍵付
※内部掲示板は、スチール・ラシャ・スポンジフォームの3つの中から選んで
ください。
※蛍光灯つき、別寸法（最大360×120㎝）は別途見積致します。

教文教文 箱型屋内･屋外掲示板（オールアルミ製）

アルミ製ハネ上げ式ポスターケース（防滴タイプ・壁付型）
本体：アルミ押出材クリアー処理　前面フタ：3㎜透明板、防滴パッキン付
蝶番：アルミ押出材、かんご式長蝶番　コーナー：アルミダイカスト
ジャバラ：SUS（左右1本 2ヶ所）　鍵：SUSターンキャッチ
掲示面：掲示板押ピンタイプ　色：シルバー

コーナー拡大

品　番 型　番 本体サイズ（㎝） 価　格

90-1420 HKN34SK H93×W123×D7 ¥110,000
（税込¥121,000）

90-1421 HKN36SK H93×W183×D7 ¥147,000
（税込¥161,700）

90-1422 HKN46SK H123×W183×D7 ¥199,500
（税込¥219,450）

品　番 型　番 本体サイズ 価　格

30-0125 PC-36A型 90×180㎝ ¥168,000
（税込¥184,800）

30-0126 PC-36B型 90×120㎝ ¥138,000
（税込¥151,800）
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ノーパンクタイヤ標準装備。
ワンタッチで折りたため、
コンパクトに収納。

屋外設備品

グリーン購入法適合品

リヤカー
アルミハンディキャンパーⅢ型
40-5095 ノーマルタイヤ ･･･････････････････････････････････¥79,800

（税込¥87,780）

40-5096 ノーパンクタイヤ ････････････････････････････････¥88,200
（税込¥97,020）

コンパクトに折り畳みができ、しかも軽量で組立が簡単。
材質：アルミ　荷台寸法：60×90㎝　全長168×全幅88×全高76.5㎝　荷
台深さ：32㎝　荷台高さ：63.5㎝　ハンドル長さ：73㎝　車輪：20インチ（ノ
ーマルタイヤ・ノーパンクタイヤ）　重量：16.2㎏（ノーマルタイヤ）、16.4
㎏（ノーパンクタイヤ）　収納時／全長97×全幅35×全高76.5㎝　積載荷重：
180㎏以下

折りたたみ時

HK150E

50-2929 ノーパンクタイヤ HK150E ････････････¥175,000
（税込¥192,500）寸法：幅211×奥行109×高さ70㎝

（収納時：全長134×幅37×高さ77㎝）
質量：31㎏　耐荷重：150㎏　材質：アルミ 〈日本製〉 折りたたみ式

折りたたみ式

90-3953 ･････････････････････････････････････････････････････････････¥338,000
（税込¥371,800）

窓付で採光可能！臨時の介護所や簡易宿泊所として活用
できます。
 ● 災害時の避難所・救護所/宿泊所として多目的にご利用できます。600㎝×
300㎝のスペースで8名（1名約1畳として）就寝できます。

 ● 出入口や窓加工はご要望により作成いたします。換気口、窓はメッシュ地、
裏蓋は巻き上げ式の風窓となります。

床張サイズ：300×600×全高343㎝　幕素材（天幕素材）：ターポリン/防炎
加工もしくはポリエステルpu加工/防炎加工、防水加工
フレーム：スチール35㎜角×厚み1.2t粉体加工

災害避難用大型テント

別売：90-0820 鋳物重り20㎏ ････････････････････････････¥13,000
（税込¥14,300）

50-2564 カモメ型 2本組 ･･･････････････････････････････････¥21,500
（税込¥23,650）

 ● 左右の折り返しが足払い等に有効です。横ハンドル付きで、侵入者に体重を
かけて押さえられ一定の間隔を確保できます。

寸法：全長185×幅82×パイプφ2.56㎝　質量：1.4kg　材質：本体／アルミ、
グリップ／PVC

さすまた
90-5063 トゲ付 ･･････････････････････････････････････････････････¥18,000

（税込¥19,800）不審者、防犯、安全対策に！
 ● 犯人が抵抗できない固くて鋭いトゲ付です。
 ● ワンタッチ2段連結式で持ち運び設置が簡単です。
寸法：全長185×全幅53㎝　パイプ外径2.5㎝　重量：1.1㎏
材質：本体／アルミ　トゲ／ポリエチレン　グリップ／発泡ゴム

使用イメージ

上
下
連
結
式
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設備品

回転書架

傾斜両面書架

 ● 場所をとらずに本を収納することができる回転式の木製書架です。
 ● キャスターが付いておりますので、移動の際に便利です。
 ● 本の表紙を見せて置ける展示スペースを2ヵ所設けております。その上部にはホワイトボードを設けて
おり、ホワイトボードマーカーで本の紹介、説明等を書き込むことができます。ホワイトボードには磁
石が使用できますので、紙に書いた紹介文等を磁石で貼りつけることもできます。

材質：本体／プリント合板　木口／テープ

5段

品番 品名 寸法（幅×奥行×高さ）（㎝） 重量（㎏） 収納目安 価格

50-3661 A5判用 5段 59.8×58.4×145.9 約31.9 約158冊※1 ¥133,000
（税込¥146,300）

50-3662 新書用 6段 59.8×58.4×145.9 約33.05 約402冊※2 ¥141,000
（税込¥155,100）

50-3663 文庫用 7段 59.8×58.4×145.9 約33.85 約470冊※3 ¥149,000
（税込¥163,900）

※1：A5 1冊25㎜厚として　※2：新書1冊15㎜として
※3：文庫1冊15㎜として

A5判用 5段新書用 6段

新書用 6段

文庫用 7段 文庫用 7段

A5判用 5段

6段
品番 品名 寸法（幅×奥行×高さ）（㎝） 本体材質 価格

90-5876 OA-1341 179.9×44.9・65.9
×179.9

抗菌シート化粧板
（強化タイプ）

¥452,000
（税込¥497,200）

90-5877 OA-1342 ナラ天然木ツ
キ板

¥670,000
（税込¥737,000）

90-5878 OA-1351 89.9×44.9・65.9
×179.9

抗菌シート化粧板
（強化タイプ）

¥276,000
（税込¥303,600）

90-5879 OA-1352 ナラ天然木ツ
キ板

¥434,000
（税込¥477,400）

品番 品名 寸法（幅×奥行×高さ）（㎝） 本体材質 価格

90-5880 OA-1381 179.9×44.9・65.9
×179.9

抗菌シート化粧板
（強化タイプ）

¥466,000
（税込¥512,600）

90-5881 OA-1382 ナラ天然木ツ
キ板

¥714,000
（税込¥785,400）

90-5882 OA-1391 89.9×44.9・65.9
×179.9

抗菌シート化粧板
（強化タイプ）

¥284,000
（税込¥312,400）

90-5883 OA-1392 ナラ天然木ツ
キ板

¥450,000
（税込¥495,000）

芯材：ベタ芯材　棚板：可動式15㎜ピッチ　塗装：クリアラッカー仕上 芯材：ベタ芯材　棚板：可動式15㎜ピッチ　塗装：クリアラッカー仕上
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教室設備品

天板2段タイプ ････････････････････････････････････････････････各¥82,000
（税込¥90,200）共通仕様

天板：メラミン化粧板　抗菌仕様　天板エッジ：共巻　天板厚：3㎝
脚部：2.2φ㎝スチールパイプ　キャスター付
塗装仕様：アイボリー塗装　鉄板棚付
寸法：中央テーブル／W90×D45㎝、左側テーブル／W85×D38㎝
小学校低学年用（中央テーブルH50㎝・左側テーブルH45㎝）

小学校中学年用（中央テーブルH55㎝・左側テーブルH50㎝）

小学校高学年・中学校用（中央テーブルH60㎝・左側テーブルH55㎝）

天板3段タイプ ････････････････････････････････････････････････各¥88,500
（税込¥97,350）共通仕様

天板：メラミン化粧板　抗菌仕様　天板エッジ：共巻　天板厚：3㎝
脚部：2.2φ㎝スチールパイプ　キャスター付
塗装仕様：アイボリー塗装　鉄板棚付
寸法：中央テーブル／W90×D45㎝、左側テーブル／W85×D38㎝
　　　右側テーブル／W85×D38㎝

小学校低学年用（中央テーブルH50㎝・左側テーブルH45㎝・右側テーブルH40㎝）

小学校中学年用（中央テーブルH55㎝・左側テーブルH50㎝・右側テーブルH45㎝）

小学校高学年・中学校用（中央テーブルH60㎝・左側テーブルH55㎝・右側テーブルH50㎝）

色もサイズも選べる、
　天板抗菌仕様、
　　教文オリジナル配膳台

教文教文 伸縮式配膳台

50-2531 ピンク 50-2532 アイボリー

50-2534 ピンク 50-2535 アイボリー

50-2537 ピンク 50-2538 アイボリー

50-2540 ピンク 50-2541 アイボリー

50-2543 ピンク 50-2544 アイボリー

50-2546 ピンク 50-2560 アイボリー

収納時
収納時

使用時

使用時

材質：天板／12㎜厚フロアー　本体／パイン集成材　塗装：クリアラッカー
仕上
50-5466 45 ････････････････････････････････････････････････････････¥51,000

（税込¥56,100）寸法：幅180×奥行45×高さ20㎝
50-5467 60 ････････････････････････････････････････････････････････¥66,000

（税込¥72,600）寸法：幅180×奥行60×高さ20㎝
50-5468 90 ････････････････････････････････････････････････････････¥81,000

（税込¥89,100）寸法：幅180×奥行90×高さ20㎝

教だん 教卓
30-6652 B型 ･･･････････････････････････････････････････････････････¥32,000

（税込¥35,200）
天板：積層合板メラミン化粧板　厚さ20㎜　側板・脚スチール
寸法：W80×D50×H78㎝
※完成品
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○
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○

卒業証書授与式
平成29年度

案内板

入学式や運動会、卒業式などの学校行事に大活躍！
 ● 吊り下げタイプと立て掛けタイプの2タイプを用意しました。
 ● フロントオープン式なので、ポスターの差し替えがスムーズ。様々な行事に
活用できます。

 ● 有効板面は43×144㎝のビッグサイズ。
 ● イベントパネル用ポスターが使用できるほか、手書きの用紙も使用できて大
変便利です。
■吊り下げタイプ
90-4728 パネル本体＋ポスター4枚セット ･･････¥52,000

（税込¥57,200）
（※ポスター4枚は、下記イベントパネル用ポスターの中からお選び下さい。）
90-4729 パネル本体のみ ･･･････････････････････････････････¥28,000

（税込¥30,800）
寸法：W49×D1.5×H150㎝　有効板面寸法：W43×H144㎝　材質：アル
ミ製枠　アルポリック（白）　アクリル（透明）
背面に吊り下げ金具付（吊り下げ用のひもやチェーンは付属していません。）
■立て掛けタイプ
90-4730 パネル本体＋ポスター4枚セット ･･････¥59,000

（税込¥64,900）
（※ポスター4枚は、下記イベントパネル用ポスターの中からお選び下さい。）
90-4731 パネル本体のみ ･･･････････････････････････････････¥35,000

（税込¥38,500）
寸法：W49×D4×H181.5㎝　有効板面寸法：W43×H144㎝　材質：板面／
アルミ製枠　アルポリック（白）　アクリル（透明）　脚／アルミ製

教文教文 イベントパネル

■別売イベントパネル用ポスター ･････････････････各¥  6,000
（税込¥  6,600）

90-4735 文化祭A

立て掛けタイプ フロントオープン式
吊り下げタイプ

90-4736 入学式B 90-4737 卒業式B 90-4738 運動会B 90-4739 文化祭B 90-4831 学芸会B90-4832 体育祭B

90-4732 入学式A 90-4733 卒業式A

90-4829 学芸会A

90-4734 運動会A

90-4830 体育祭A

 ● 式典をおごそかに、または華やかに。イメージに沿ったポスターを用意しま
した。

寸法：144×43.8㎝　光沢紙　カラー印刷
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令和元年度小学校卒業式

1499 599 599

89
9

69
9

749
599

講堂・体育館設備品

教文教文 講演台
レクチャーキャビネット
ポータブルワイヤレスアンプとの組み合わせで
拡声機能付きのレクチャーアンプにシステムアップ。
 ● レクチャーキャビネット単体での使用はもちろん、ポータブルワイヤレスア
ンプ、フレキシブルマイクを追加すれば、レクチャーアンプに早変わり。

 ● テーブル面前方部に通線孔を装備、ノートPCなどのケーブル取り回しに最
適。

 ● 配線に便利な4口コンセント付き（AC100V/15A）。
 ● EIA6Uの収納スペースを確保。
 ● ポータブルワイヤレスアンプから卓上部へ有線マイク接続できるフォンケー
ブルとコネクター付き。
90-5315 LK-FL301セットA（CDプレーヤー搭載） ･････¥368,800

（税込¥405,680）定格出力：22W（AC電源）　最大出力：25W（AC電源）
90-2885 LK-FL301セットB（CDプレーヤー非搭載） ･･･¥289,800

（税込¥318,780）定格出力：22W（AC電源）　最大出力：25W（AC電源）
セット内容：レクチャーキャビネット、ポータブルワイヤレスアンプ、フレキ
シブル型マイクロホン
寸法：本体／幅64.1×奥行55×高さ110㎝　質量：本体／47.5㎏
耐荷重：天板部／25㎏、スライド棚板部／20㎏
（※別途組立設置費が必要です。）

90-2439 幅91㎝（赤） ･･････････････････････････････････････････¥62,000
（税込¥68,200）寸法：W91×L2500×t0.3㎝　質量：約23㎏

90-2440 幅182㎝（赤） ･･････････････････････････････････････¥125,000
（税込¥137,500）寸法：W182×L2500×t0.3㎝　質量：約46㎏

入学式・卒業式・記念日の晴れの式典に!!
裏面ノンスリップ加工でズレにくい。
 ● 低コスト。環境にやさしい脱塩ビ品。
 ● 従来の物と比べて裏面にノンスリップ加工が施されているのでズレにくい。
材質：表面／ポリプロピレン75%＋ポリエステル25％　裏面／SBRラバー加工　
カラー：レッド　その他：防炎加工　防炎認定番号E0910118

裏面ノンスリップ加工

WM-P980WM-P970

非塩ビ

レッドカーペットⅡ 25m乱巻

裏 面
ノンスリップ
加 工

別売 90-2134 WM-P980（ペンダント型マイクロホン）
  ･････････････････････････････････････････････････¥42,000

（税込¥46,200）

別売 90-1951 WM-P970（ハンド型ワイヤレスマイクロホン）
  ･････････････････････････････････････････････････¥43,000

（税込¥47,300）

90-5866 TA-1001 ･･･････････････････････････････････････････¥656,000
（税込¥721,600） ● 演台1と花台2のセットです。

寸法：演台／幅149.9×奥行74.9×高さ89.9㎝　花台／幅59.9×奥行59.9×
高さ69.9㎝
材質：天板／メラミン化粧板　本体／チークメラミン化粧板　芯材／積層合板
ベタ芯　塗装／クリアラッカー仕上　キャスター付
※校章は別途見積致します。

演台・花台
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④⑤ ⑥② ③①

令
和
二
年
度

卒
業
式  

式
次
第

屋外設備品

校庭用ブロンズ像
品　番 品　　　名 寸　　　法 価　格

50-6787 1．巣立ち 幅76×奥行51×高さ176㎝  底辺約79×49㎝ ¥2,700,000
（税込¥2,970,000）

50-6220 2．大望の像 幅57×奥行35×高さ120㎝  底辺約57×35㎝ ¥1,386,000
（税込¥1,524,600）

50-6224 3．考える人 幅41×奥行42×高さ81㎝  底辺約27×33㎝ ¥1,800,000
（税込¥1,980,000）

50-6223 4．希望の像・小 幅60×奥行33×高さ111㎝  底辺約54×28㎝ ¥1,140,000
（税込¥1,254,000）

50-6222 5．希望の像・大 幅62.5×奥行32.5×高さ132㎝  底辺約63×33㎝ ¥1,380,000
（税込¥1,518,000）

50-6786 6．栄光の像 幅78×奥行36×高さ171㎝  底辺約75×37㎝ ¥2,700,000
（税込¥2,970,000）

木製プログラムスタンド 組立式

59-0447 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････¥42,000
（税込¥46,200）

 ● 発表会などのプログラムを表示するためのスタンドです。音楽発表会や合唱
コンクールなどで、プログラムを書いた紙をはさみ、一枚ずつめくってご使
用ください。キャスター付きですので、移動がかんたんです。使用状況によ
っては地板におもり等を載せてご使用ください。催し時の案内板等にもご利
用いただけます。

用紙サイズ：39.5×120㎝まで　寸法：幅48×奥行31×高さ130㎝　重量：
4.5㎏　材質：本体／シナ合板　色：本体／ミディアムブラウン

30-4271 タイムカプセル埋設表示板 ･･･････標準価格¥21,000
（税込¥23,100）

ホワイトボード　寸法：25×45㎝　支柱の高さ：150㎝

 ● 最高級18-8ステンレス使用のタイムカプセル。腐食にもサビにも強い性質で
変色・変質をさせません。

付属品：脱酸素剤、乾燥剤、埋設用ポリ袋、板スパナ
※価格が変更になる可能性があります。ご確認下さい。

UFO型

タイムカプセル埋設表示板

円筒型

No.650

ステンレス製タイムカプセル

品　番 型　名 外形寸法（㎝） 容量（R） 定　　価

50-2079 No.200（カプセル型） φ10×30 2 ¥  24,000
（税込¥  26,400）

50-0655 No.650（カプセル型） φ17.5×47 6.5 ¥  33,000
（税込¥  36,300）

50-0656 No.2100（カプセル型） φ25.5×75 21 ¥160,000
（税込¥176,000）

50-0903 UFO型 A φ20×30 4 ¥130,000
（税込¥143,000）

50-0904 UFO型 B φ25×37.5 8 ¥180,000
（税込¥198,000）

50-0905 UFO型 C φ30×45 14 ¥260,000
（税込¥286,000）

50-0906 円筒型 A φ30×50 30 ¥250,000
（税込¥275,000）

50-0907 円筒型 B φ30×65 42 ¥270,000
（税込¥297,000）
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屋外でも使用できる、
耐久性の高い高級品

講堂・体育館設備品

※学校名、マーク等の文字入れは実費にて承ります。

教文教文 賞状盆

国旗

国旗

材質：綿100％　天竺生地

教文教文 紅白幕（ヒモ付）

50-5378 校旗 Ｃ型
  ･････････････････¥986,000より

（税込¥1,084,600より）
寸法：68×100㎝／旗地：本絹先染
西陣綾錦織旗生地／刺繍：金（銀）糸
美術刺繍／フレンジ：金糸ホタル入四
段フレンジ／旗棒：黒塗千段巻棒、取
付金具付／冠頭：真鍮製三方正面／旗
立台：13㎜三脚台／ベルト：本皮並
寸赤裏付／トランク：15号（ビニー
ル張）／仕立：本金皮ハトメ式仕立〈納
期50日間〉

50-5379 優勝旗 Ｄ型
  ･････････････････¥761,000より

（税込837,100より）
寸法：68×100㎝／旗地：本絹先染
西陣綾錦織旗生地／刺繍：金、銀、色
糸美術刺繍（ミシン加工）／フレンジ：
金糸四段ホタル入フレンジ、飾房付／
旗棒：黒塗千段巻棒、取付金具付／冠
頭：三角型槍／旗立台：13㎜三脚台／
トランク：13号／ベルト：本皮並寸
肩吊付〈納期30日間〉

教文教文 校旗・優勝旗

30-7352 一色染め校旗
  ････････････････････¥58,000より

（税込¥63,800 より）
寸法：横135×縦90㎝　材質：アク
リルまたは綿
※サイズ・デザインにより別途御見積
致します。

37-4197 優勝旗 C型 ･･････････････････････････････････････････¥94,000
（税込¥103,400 ）

人絹9㎝棒フレンジ（金茶）　仕立：ネル芯入り、金レザー、ハトメつき　旗棒：
180㎝黒塗り千段棒、袋入り　旗立台：木ネジ、3本継、金具つき　ダイキャ
スト製菱剣　袋入り　鉄製0.9㎝三脚台（81㎝）　ビニールレザー入り　ビニ
ール手提げバッグ
※旗の文字入れ別途　ミシン刺繍…両面で40字まで¥28,000

（税込¥30,800）
　両面で50字まで¥35,000

（税込¥38,500）　その他御見積り致します。

50-6151 大型 木製　黒塗　55×38.5×5㎝ ¥36,000
（税込¥39,600）

50-6152 小型 木製　黒塗　49×33.5×4.5㎝ ¥31,500
（税込¥34,650）

30-9541 インドアフラッグセット（日の丸付）･･･¥137,800
（税込¥151,580 ）旗棒：225㎝マホガニー棒　旗玉：プラ9㎝偏平球

旗立台：鉄製ラッカー焼付塗装　日の丸旗：90㎝×135㎝　ブロード生地

37-4391 フルカラー校旗
  ････････････････････¥55,000より

（税込¥60,500より ）
寸法：横135×縦90㎝　材質：ポリ
エステル系テトロンバンテン
両面転写（フルカラー）
レザーハトメ紐付き左2ヶ所

品　番 型　名 寸　法（材質） 価　　格

50-6600 B 140×200㎝（エクスラン製） ¥16,800
（税込¥18,480）

50-6601 C 120×180㎝（エクスラン製） ¥16,500
（税込¥18,150）

50-6602 D 100×150㎝（エクスラン製） ¥10,200
（税込¥11,220）

50-6603 E   90×130㎝（エクスラン製） ¥  8,500
（税込¥  9,350）

品　番 型　名 寸　　　法 価　　格

50-7102 1×2型 幅3.6×長さ1.8m ¥11,700
（税込¥12,870）

50-7103 1×3型 幅5.4×長さ1.8m ¥16,800
（税込¥18,480）

50-7105 1×5型 幅9.0×長さ1.8m ¥25,000
（税込¥27,500）

インドアフラッグセット
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組み合せ例

L型
（パネル2枚・支柱3本）

H型
（パネル5枚・支柱6本）

展示用品

パネル（1枚）
品　番 品　名 寸法（幅×奥行×高さ（㎝）） 種　類 価　　格
90-1961 HUU-36 90×180 有孔×有孔 ¥30,000

（税込¥33,000）

90-1962 HUR-36 90×180 有孔×レザー ¥34,000
（税込¥37,400）

90-1963 HRR-36 90×180 レザー×レザー ¥38,000
（税込¥41,800）

90-2665 HUU-46 120×180 有孔×有孔 ¥43,500
（税込¥47,850）

90-2666 HUR-46 120×180 有孔×レザー ¥48,500
（税込¥53,350）

90-2667 HRR-46 120×180 レザー×レザー ¥53,000
（税込¥58,300）

支柱（1本・支持金具付）
90-1964 HR-19

（Ｔ型）
32角高さ196㎝　50φ
キャスター付　シルバー色

¥15,500
（税込¥17,050）

90-1965 HR-19-1（Ｉ型）
32角高さ196㎝　50φ
キャスター付　シルバー色

¥12,000
（税込¥13,200）

90-1966 展示板用棚板 ････････････････････････････････････････¥  9,000
（税込¥  9,900）ポリ合板1.2×20×85㎝　受金具3個付

（棚板を付けた場合）基本型36
（棚板を付けた場合）

 ● 新案支持金具（ピン差替え式）で簡単にセッティングできます。
展示板：90×180㎝／120×180㎝　3㎝厚アルミ枠付　支柱：32㎜角　φ5
㎝キャスター付　粉体塗装仕上

ピン式連結フリー展示板

90-1967 基本型36 ････････････････････････････････････････････¥140,000
（税込¥154,000）

セット内容：HUR-36×3枚、HR-19×2本、HR-19-1×2本
90-2664 基本型46 ････････････････････････････････････････････¥175,000

（税込¥192,500）
セット内容：HUU-46×3枚、HR-19×2本、HR-19-1×2本

展示板の種類とサイズを選びいろいろなバリエーションの
セッティングができ、多目的に使用することができます。

※棚板は別売です。

別売

（折りたたんだ状態）
※棚板は別売です。

パネル仕様
厚さ3㎝　タテ・ヨコ兼用　Ｌ型フック5個付
支柱仕様
寸法：長さ180㎝　スチール角パイプ30㎜
（注：パネル、支柱はユニット式です。各々必要な数量をご用命下
さい。）

46F型

46FC型

46F型

46FC型

36F型

36FC型

36F型

36FC型

セット例（アジャスタータイプ）
（46F型パネル2枚・36F型パネル2枚・F型支柱5本）

セット例（キャスタータイプ）
（46FC型パネル2枚・36FC型パネル2枚・FC型支柱5本）

 ● 連結支柱の角パイプ4面に取付穴があり、前後左右の4方向自在
に連結できます。展示パネルはタテ・ヨコ両用で連結できます。
パネルは幅の大きさによって36F型（90㎝幅）と46F型（120
㎝幅）があります。支柱はスチール180㎝のF型とアルミ伸縮式
のAF型があります。目的によってパネルと支柱を自由に組み合
わせ下さい。

〈アジャスタータイプ〉
35-8517 36Ｆ型（パネル 90×180㎝）セット ･･¥46,000

（税込¥50,600）

35-8518 46Ｆ型（パネル 120×180㎝）セット ･･¥56,000
（税込¥61,600）

〈キャスタータイプ〉
35-0839 36ＦC型（パネル 90×180㎝）セット ･･¥48,600

（税込¥53,460）

35-0840 46ＦC型（パネル 120×180㎝）セット ･･¥58,600
（税込¥64,460）

パネル（有孔白色ボード）1枚　4方向式連結支柱Ｆ（C）型：2本　Ｌ型
フック：5個

教文教文 連結自在展示板 4方向式（連結角度90°）
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展示用品

連結パネル 組立式

見た目スッキリ！　安全設計　横にも縦にも使えて大変便利！

45-0698 A 連結パネルARK306　1枚＋アルミ製脚
AR32T18A4　2本

¥  59,000
（税込¥  64,900）

45-0699 B 連結パネルARK306　2枚＋アルミ製脚
AR32T18A4　3本

¥103,500
（税込¥113,850）

45-0700 C 連結パネルAR306　1枚＋アルミ製脚
AR32T18C4　2本

¥  59,000
（税込¥  64,900）

45-0701 D 連結パネルAR306　2枚＋アルミ製脚
AR32T18C4　3本

¥102,500
（税込¥112,750）

45-0702 ARK306 寸法：幅90×奥行3×高さ180㎝
材質：枠／アルミ　表面／ビニールレザー

¥30,000
（税込¥33,000）

45-0703 ARK406 寸法：幅120×奥行3×高さ180㎝
材質：枠／アルミ　表面／ビニールレザー

¥40,000
（税込¥44,000）

45-0704 AR306 寸法：幅90×奥行3×高さ180㎝
材質：枠／アルミ　表面／有孔ベニア

¥28,000
（税込¥30,800）

45-0705 AR406 寸法：幅120×奥行3×高さ180㎝
材質：枠／アルミ　表面／有孔ベニア

¥35,800
（税込¥39,380）

45-0706 AR32T18A4
（キャスターなし）

寸法：幅4.8×奥行50×高さ186.5㎝
材質：アルミ（ベース部スチール）

¥14,500
（税込¥15,950）

45-0707 AR32T18C4
（キャスター付）

寸法：幅4.8×奥行55×高さ194㎝
材質：アルミ（ベース部スチール）

¥15,500
（税込¥17,050）

連結パネル：連結する為の取付具が、枠の中に取付てありますので、金具の出
っ張り等がない、安全設計な連結パネルです。取付具が四辺に付いている為、
タテ使い、ヨコ使い、どちらでもセッティングが可能です。
脚：連結パネル専用のアルミ製脚、取付具は四面に付いていますので、連結、
T字型、十字型等のセッティングが可能です。

A（ヨコ使い） C（タテ使い）B（タテ使い） D（タテ使い）

■ピンタイプパネル＋固定脚タイプ
セット価格（セット以外にも多種な組合せができます。）

■有孔ボードパネル＋キャスター付脚タイプ
セット価格（セット以外にも多種な組合せができます。）

連結パネル（ピンタイプ） 連結パネル（有孔ボード）

脚（アルミ製角パイプ）

三ッ折展示パネル 組立式

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････各¥90,100
（税込¥99,110）

寸法：幅180×奥行40×高さ172㎝　パネル部：フラッシュ合板、表面布貼　
パネル枠：アルミ押出成型品　脚：アルミダイカスト　重量：25㎏

非塩ビ

グリーン購入法適合品

教文教文 ニューアート展示板（間仕切兼用）
連結、取りはずしが簡単。パネルの大きさは3種類。用途
に応じた大きさを作れます。
 ● ハンガーセットやフックを使えばいろんなものがかけられます。
パネル：両面クロス張りと片面クロス張り・片面有孔ボードの2種類　面：塩
ビエッジ巻、ジョイント金具：ワンタッチ方式　脚：50φ㎜
双輪キャスターと固定脚（ゴムクッション付）の2種類

 ● 高さの異なるボードの
組み合せ、キャスター
付と固定脚式の組み合
せはできませんので御
注意下さい。

キャスター付両面・
片面クロス張り

 ● キャスター付片面クロス張り･片面有孔ボード
品　番 型　　番 寸　　　法（㎝） 定　　価

30-0383 ＣＣＹ12-12 幅120×高さ120×厚さ2.6 ¥61,000
（税込¥67,100）

30-0384 ＣＣＹ12-18 幅120×高さ180×厚さ2.6 ¥73,900
（税込¥81,290）

30-0385 ＣＣＹ9-18 幅  90×高さ180×厚さ2.6 ¥65,000
（税込¥71,500）

 ● キャスター付両面クロス張り
品　番 型　　番 寸　　　法（㎝） 定　　価

30-0380 ＣＣ12-12 幅120×高さ120×厚さ2.6 ¥68,000
（税込¥74,800）

30-0381 ＣＣ12-18 幅120×高さ180×厚さ2.6 ¥86,000
（税込¥94,600）

30-0382 ＣＣ9-18 幅  90×高さ180×厚さ2.6 ¥78,000
（税込¥85,800）

30-6865 ワイン 30-6866 グレー 30-6867 ブルー
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RT-1845T（棚付）（チーク） RY-1845T（棚無し）（ローズ） RY-1845S（棚無し）（チーク）

グリーン購入法適合品

講堂・体育館設備品

スタックテーブル（天板ハネ上げ式） スタッキング  

会議用テーブル・展示用 折りたたみ式

棚付レクチャー会議テーブル 棚無しレクチャー会議テーブル

共通仕様
天板：メラミン化粧板　S：ソフトエッジ巻　T：共巻　天板厚さ2.8㎝　脚部：折りたたみ式、スチール・塗装
色：ローズ、チーク、アイボリー、ウォールナット

30-8610 TCW-31T
  ･･････････････････････････¥68,700

（税込¥75,570）
寸法：幅55.7×奥行98.5×高さ155㎝　
質量：17.8㎏
内寸法：上段／47W×90D×69H㎝　
下段／47W×90D×55H㎝

椅子運搬車（折りたたみ椅子運搬用）

折りたたみ椅子（6脚組）

品　番 形　　式 サイズ㎝ 定　価
40-0878 RT-1845S

180×45×70
¥23,700
（税込¥26,070）

40-5003 RT-1845T ¥19,600
（税込¥21,560）

40-0879 RT-1860S
180×60×70

¥28,600
（税込¥31,460）

40-1860 RT-1860T ¥24,600
（税込¥27,060）

40-0880 RT-1875S
180×75×70

¥42,700
（税込¥46,970）

40-0881 RT-1875T ¥39,600
（税込¥43,560）

40-0882 RT-1890S
180×90×70

¥45,900
（税込¥50,490）

40-0883 RT-1890T ¥42,100
（税込¥46,310）

品　番 形　　式 サイズ㎝ 定　価
40-0892 RY-1845S

180×45×70
¥23,700
（税込¥26,070）

40-0893 RY-1845T ¥19,000
（税込¥20,900）

40-0894 RY-1860S
180×60×70

¥28,000
（税込¥30,800）

40-0895 RY-1860T ¥24,000
（税込¥26,400）

40-0896 RY-1875S
180×75×70

¥42,100
（税込¥46,310）

40-0897 RY-1875T ¥39,000
（税込¥42,900）

40-0898 RY-1890S
180×90×70

¥45,300
（税込¥49,830）

40-0899 RY-1890T ¥41,500
（税込¥45,650）

50-2630 FC-19T（VS2）DBR ･･･････････････････････････¥39,600
（税込¥43,560）

 ● 指挟み防止のシリンダー機構構造。座をフラットに折りたたむことが出来る
ので、収納が容易。連結パーツを標準装備。

寸法：幅45.3×奥行43×高さ74㎝　座面の高さ42.5㎝　質量：3.8kg　材質：
背・座／スチール、ウレタンフォーム、張地：ビニールシート張り
脚／スチールパイプ（19.1φ㎜）、粉体塗装仕上げ　6脚入り
色：ダークブラウン

 ● リーズナブルな価格設定なのに、アジャスター付キャスターやカバン掛けフ
ックなどを装備し、高品質な国内生産テーブルです。
■幕板付・棚付
品　番 品　名 寸法（幅×奥行×高さ）（㎝） 質量（㎏） 価　格

90-5684 FR-P1845T 180×45×70 28 ¥63,800
（税込¥70,180）

90-5685 FR-P1860T 180×60×70 36 ¥68,500
（税込¥75,350）

90-5686 FR-P1545T 150×45×70 27 ¥63,300
（税込¥69,630）

90-5687 FR-P1560T 150×60×70 33 ¥67,900
（税込¥74,690）

材質：天板／ダップ化粧板、厚さ2.5㎝　縁／ABS樹脂　脚／スチール丸パイ
プ、シルバーメタリック粉体塗装、全脚アジャスター付キャスター、手前2個
ストッパー付　天板はね上げ式　棚／スチールパイプ、粉体塗装
色：ホワイト、ナチュラル

FR-P1860T（ホワイト）

FR-P1860T（ナチュラル）
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450mm

550mm
350mm

90°

(重さ約0.9㎏)

450mm

220mm

380mm

90°

(重さ約0.6㎏)

900mm

600mm

30mm
(重さ約1.8㎏)

550mm

415mm

(重さ約0.8㎏)30mm

屋内設備品

教員・生徒の登校時や来客時の1次スクリーニングに最適な非接触型温度計です！
安価ですので、試験的に導入するには大変おススメな商品です！
90-5868 ････････････････････････････････････････････････････････････････¥  9,800

（税込¥10,780）
 ● 非接触測定のため衛生的。
 ● 高精度赤外線センサー使用。
 ● 最後の測定値を自動的に保存。
 ● 大型LCDディスプレイ、高輝度バックライト採用。
 ● 摂氏、華氏の温度単位に対応。
 ● 自動電源OFF機能による省電力対応。
 ● 無音で測定できるサイレントモード。
 ● 32回分の測定データを記録。
電源：DC3V（単三電池2本（別売））
主材質：ABS＋電子部品
重さ：約120.5g（本体のみ、電池含まず）
サイズ：約H15.8×W10.3×D3.92㎝
セット内容：本体、取扱説明書
測定方式：非接触式
測定距離：1～3㎝
測定精度：±0.2℃（35～43℃）
　　　　　±0.3℃（0～34.9℃、43.1～100℃）
測定時間：3秒以内
測定範囲：室内温度・A MODE：0～50.0℃
表面温度・B MODE：0～100.0℃
　　　　　C MODE：35.0～43.0℃
電源OFF：約5秒で自動電源OFF
測定値保存数：32回

安心・安全ウイルス対策！ デスクパーテーション

非接触式電子温度計

品　番 品　名 寸　法 価　格

90-5872 タイプF 大サイズ5枚組 60×90㎝ ¥50,000
（税込¥55,000）

90-5873 タイプF 小サイズ5枚組 55×41.5㎝ ¥35,000
（税込¥38,500）

品　番 品　名 寸　法 価　格

90-5874 タイプL 大サイズ10枚組 55×35×45H㎝ ¥60,000
（税込¥66,000）

90-5875 タイプL 小サイズ10枚組 38×22×45H㎝ ¥50,000
（税込¥55,000）

タイプF（脚付）
アクリル系（MS）樹脂製　板厚0.3㎝

タイプL（L字型）
アクリル系（MS）樹脂製　板厚0.2㎝

視界を
　妨げない
　　　対面型

台座の要らないＬ型構造

大サイズ

大サイズ

小サイズ

角部は面取り加工角部は面取り加工

発泡素材の台座

小サイズ
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噴射角度は
180度自由に
調節できます。

屋内設備品・屋外設備品

50-3691 KES251SMFB ･････････････････････････････････¥120,000
（税込¥132,000）オール板金ブラックフォルム。

オール板金筺体を採用した堅牢性の高いスポットクーラー。
吊下げ移動に便利なフックを装備。
 ● 冷房効果の高いR410A冷媒を採用。
 ● 排水が少ない省ドレン設計。
 ● 設置場所に困らないコンパクト設計。
 ● 風量調整可能（強弱切替）。
 ● 排熱ダクト付き。熱を外へ排出します。
 ● 前面にエアフィルターを採用。取り外しが容易で便利です。
 ● 工場や現場の熱中症対策に。
タイプ：1口／手動首振り／フック付き　外形寸法：W40.5×D43×H85.5㎝　
質量：42㎏　電源：単相100V　電源コード：1.6m　ドレンタンク容量：5l　
冷房能力：50Hz／2.2kW　60Hz／2.5kW　消費電力：50Hz／1000W　
60Hz／1200W　付属品：排熱ダクト、ドレンホース

スポットクーラー

ミストシャワーで、暑い日も涼しく快適に！
90-5744 スタンドタイプビッグ4個組 ･･････････････¥40,000

（税込¥44,000）

分売 90-5745 1個 ･･･････････････････････････････････････････････¥10,000
（税込¥11,000）

 ● 自立するスタンドタイプなので、移動も楽々。本体重量はわずか2.1㎏なの
で、簡単に動かして好みの場所にすぐ設置できます。

 ● 使用しない時は、簡単に分解して収納できるので収納場所に困ることもあり
ません。

※上水道専用です。井戸水では使用できません。
※スタンドまでのホースは別売です。（適合ホース内径12～15㎜）
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
寸法：幅101×奥行10.5×高さ11㎝　重量：2.1㎏
材質：アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

ミストdeクールシャワー 組立式

約92.5
～143㎝

約156
～207㎝

セット内容 1段使用時 2段使用時

90-2311 KM-12F ････････････････････････････････････････････¥189,000
（税込¥207,900）

90-2312 IM-20CM ･････････････････････････････････････････¥339,000
（税込¥372,900）

製氷機

KM-12F IM-20CM
製 氷 能 力（約） 10/12㎏/日（50/60Hz）※1

8/9㎏/日（50/60Hz）※2
19/20㎏/日（50/60Hz）※1
14/17㎏/日（50/60Hz）※2

貯 氷 量（約） 自然落下時：4㎏
最大ストック量：4.5㎏

自然落下時：8㎏
最大ストック量：9㎏

氷の大きさ（約） 3.7×3×1.3㎝ 2.8×2.8×3.2㎝
電 源 単相100V　50/60Hz　0.5kVA（5.0A） 単相100V　50/60Hz　0.62kVA（6.2A）
消 費 電 力 175/170W 190/210W
外 形 寸 法 幅32.6×奥行41.3×高さ51.2㎝ 幅45×奥行45×高さ63㎝
質 量 12㎏ 20㎏
（※1：室温20℃、水温15℃の場合。※2：室温30℃、水温25℃の場合。）
（※別途工事費がかかります。）（給水、排水、電源設備必要。接続に必要な部
材は別途。据付工事希望の場合は別途見積。）
90-4899 給排水セット（KM-12F専用） ･････････････････¥16,000

（税込¥17,600）
KM-12F IM-20CM

理科の実験の必需品。
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顔マーク表示で
わかりやすい！

上下方向の
風向き角度が
調節可能

講堂・体育館設備品

屋内での熱中症予防に役立つデジタル時計です。
時刻、温度、湿度、顔マークによる熱中症の注意レベルを
表示します。体育館に最適です。
90-5125 NKC-200W ･････････････････････････････････････¥198,000

（税込¥217,800）
 ● 屋内での熱中症注意と乾燥注意をやさしく見える化、温度、湿度、現在時刻
をデジタル表示し、年間を通して役立ちます。

 ● 注意の度合いを「赤」「黄」「青」の色で表示。
 ● 熱中症注意表示と乾燥注意表示を切替可。
寸法：幅93×奥行7.5×高さ36㎝　質量：約12㎏（引掛金具含む）　材質：ア
ルミ材及び鋼板（塗装仕上げ）　付属品：赤外線リモコン、温湿度センサー、
ACアダプタ、マグネットシート、引掛金具　他

暑い夏を快適に！ 広い場所での使用に！ 体育館での夏場の運動の熱中症対策に！
大型扇風機 

50-2938 HX-450
（三脚スタンド式） ･･¥16,000

（税込¥17,600）
質量：6.2㎏／材質：羽・プラスチック、
本体・スチール／羽径：45㎝／首振
機能：80度／風量調整：3段階／高さ：
110～126㎝／風速：5.5～6.3（m/
s）／100V・120w／コード長さ：
2.4m

50-2939 HX-112
（キャスター床置型） ･･¥22,000

（税込¥24,200）
質量：7.3㎏／材質：羽・プラスチック、
本体・スチール／羽径：45㎝／首振
機能：80度／風量調整：3段階／高さ：
67 ㎝／風速：5.5～6.3（m/s）／
100V・120w／コード長さ：5m

節電効果バツグン！
熱中症対策として。
水の気化熱で
冷風を
大風量で送る。

RKF406

品 番 90-4219
品 名 RKF406
冷房能力（50/60Hz）（kW） 3.9/4.4
風 向 左右・上下オートスイング、風量可変
風 量（50/60Hz）（m3/min） 103（最大）/116（最大）
水蒸発量（50/60Hz）（ℓ/h） 5/5.6
有 効 貯 水 量（ℓ） 50
連続使用時間（50/60Hz）（h） 10/9
給 水 方 式 タンク貯水式
安 全 装 置 過負荷保護・水ぎれ検知・モーター過熱保護
寸 法（W×D×H㎝） 56.2×56.3×136.8
質　　　　　 量（㎏） 47
フ  ァ  ン  径（㎝） 40

定 価 ¥141,000
（税込¥155,100）

※延長、ベース取付（現地組付）

熱中症・乾燥注意表示付デジタルクロックLED式

気化式冷風機（安全ガード付）

50-3563 100㎝ ･･････････････････････････････････････････････････¥76,000
（税込¥83,600）

50-3630 75㎝ ･････････････････････････････････････････････････････¥50,000
（税込¥55,000）

ビッグファン

100㎝ 75㎝
寸 法（㎝） 幅113×奥行37×高さ125 幅89.5×奥行35×高さ97
重 量（㎏） 約38.5 約28
電 源 単相100V　50/60Hz
消 費 電 力（50Hz/60Hz） 316W／384W 257W／346W
最大風速（50Hz/60Hz） 162／171m/min 228／267m/min
最大風量（50Hz/60Hz） 508／516㎥/min 341／365㎥/min
騒 音 値（50Hz/60Hz） 76dB／78dB 74dB／78dB

100㎝ 75㎝

アルミ3枚
100㎝羽根

アルミ3枚
75㎝羽根
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学校から児童・生徒へ

90-5397 L判プリント用10個組
  ･･････････････････････････････････････････¥11,000

（税込¥12,100）
 ● 2枚のアクリル板の間に写真を挟みます。ドライ
バー又はコインでビス、スタンド棒を締めます。
スタンド棒の取り付け位置を替えることで、フレ
ームの縦置き、横置きが可能です。
フレーム外寸：13.5×17.3×0.6㎝　質量：0.2㎏　
収納用紙寸法：8.9×12.7㎝　材質：アクリル板

90-5398 布クロス（スエード調）貼りタイプ
10冊組 ････････････････････････････････¥12,000

（税込¥13,200）
 ● 卒業証書や賞状などを収容するのに便利です。
規格：A4判　本体寸法：22.6×31.9×1.5㎝　証
書収容寸法：21×30.5㎝　色：エンジ、紺

63-2032 ････････････････････････････････¥     360
（税込¥     396）

プラスチック製　六角形ひも付　ピンク
径5.7×長さ31㎝
色：ピンク・ブルー

学校専用電卓
33-0221〈ソーラー・抗菌電卓〉 
SL-302CLN ･････････････学納価¥  1,200

（税込¥  1,320）
8桁　特大表示手帳タイプ　3桁位取り　キーロー
ルオーバー（早打ち対応）　抗菌加工
寸法：W7×D11.85×H0.8㎝　質量：50g

30-8649〈ソーラー電卓〉 
EL-240MX ･････････････学納価 ¥  1,000

（税込¥  1,100）
8桁　液晶表示　1メモリー　大型表示　ツインパ
ワー　演算状態表示
寸法：W7.1×D11.6×H1.65㎝　重量：58.5g

33-0238〈ソーラー・抗菌電卓〉
MW-102CL-N  ･･････学納価 ¥  1,600

（税込¥  1,760）
10桁　計算状態表示　平方根　3桁位取り表示　ソ
ーラー・電池併用　寸法：W10.6×D14.4×H2.6㎝　
重量：100g

90-5593 10個組 ･････････････････････････････････････････････････¥25,000
（税込¥27,500）

電波目覚まし時計　電子音アラーム（4段階に変化）
寸法：7.85×11.7×4㎝　質量：110g　色：白

めざまし時計ミニキーボード
34-2134 SA-46 ･･･････････････････････････････････････････････････¥  5,500

（税込¥  6,050）
 ● コンパクトな32ミニ鍵盤！スタイリッシュに弾けるミニキーボード！
 ● 美しい100音色、多彩な50パターン
 ● 世界の名曲10曲を内蔵
寸法：幅44.6×奥行20.8×高さ5.1㎝　質量：1.0㎏　電源：AC電源（別売）／
単3形乾電池×6本（別売）

証書ファイル フォトフレーム 証書筒
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学校から児童・生徒へ

スタンペンG（個人印付ボールペン）

印鑑セット

 ● 書体は楷書体です。
黒ボールペン　製品サイズ：13丸：×13.2㎝

※名入代・のしケース別途

品番 品名 色 ペン抽出方法 材質 重量 定　価

90-4034 SP-003 ピンク

ノック
ABS樹脂・
PP・鉄・
真鍮

12.8g

¥1,000
（税込¥1,100）

90-4035 SP-004 ブルー ¥1,000
（税込¥1,100）

90-4036 SP-006 シルバー ¥1,000
（税込¥1,100）

卒業記念に最適な印鑑ケースセットです。
90-2693 A ･････････････････････････････････････････････････1セット ¥  1,000

（税込¥  1,100）
セット内容：印鑑（白ラクト1㎝）、ケース（TSソフトケース）、祝卒業紙袋　
色：黒・赤・青・緑
90-2694 B ･････････････････････････････････････････････････1セット ¥     700

（税込¥     770）
セット内容：印鑑（白ラクト1㎝）、ケース（マーブルケース）、祝卒業紙袋
色：ピンク・イエロー・グリーン
90-2695 C ･････････････････････････････････････････････････1セット ¥  1,800

（税込¥  1,980）
セット内容：印鑑（柘植1.2㎝）、ケース（ネオメタリックケース）、祝卒業紙袋　
色：ピンク・ブルー・ネイビー
姓のみ古印体、ケース名入れ可能（別途見積）、名入れスペース：0.8×6㎝（最
大寸法）
※ご注文は30セット以上でお願いします。ご注文の際には名簿が必要です。

ピンク

A B

C

ブルー シルバー
9㎜浸透ネーム印
（楷書体）

10個組 ･･････････････････････････････････････････････････････････各色¥11,000
（税込¥12,100）ピンをなくさない！ ロングストラップ

 ● 固定ストラップで手さげやランドセルに装着できます。
ロングストラップタイプ　ピンストッパー式　コイン型電池1個使用　85dB
寸法：幅3×奥行2×高さ5.8㎝　質量：
約0.037㎏　材質：本体／ABS、パッ
キン、シリコンラバー　チェーン／ス
チール　ベルト／ナイロン　ストラッ
プ／ナイロン
50-3688 ブルー
50-3689 ピンク
50-3690 イエロー

ミニ非常用ブザー
90-2434 IDP-610E ････････････････････････････････････････････¥  5,000

（税込¥  5,500）カンタン操作、シンプル機能、お手頃価格。
英和／和英・会話
コンテンツ収録数：旺文社監修英和辞典約40000語、旺文社監修和英辞典約
23000語、学研監修英会話辞典1460項目　表示：2.4型　横5.7×縦2㎝　外
形寸法：幅11.9×奥行8.37×厚さ1.4㎝　質量：84g（電池含む）　使用電池：
リチウム電池CR2032×1

電子辞書

楽しかった思い出を身近なマグカップに残そう！
50-5464 同一原稿（カラー） ･････････････････････････････1個 ¥     930

（税込¥  1,023）

50-5465 個別原稿（カラー） ･････････････････････････････1個 ¥  1,100
（税込¥  1,210）

 ● いただいた原稿をそのままマグカップに転写します。写真でもイラストでも
7×19㎝の原稿の中なら、なんでも転写できます。100人いたら100人バラ
バラの原稿でもOKです。卒業記念品や卒園記念品として毎年多くの学校様、
幼稚園様よりご用命・リピートをいただいております。

寸法：径7.9㎝・H8.8㎝　重量：約310g　容量：280㏄　材質：陶器
荷姿：1個ずつ小箱入り

●個別原稿とは…1枚の原稿に対して1
個のマグを製作するもの。
　例1：1クラス30名が一人ずつ原稿を
作成し、30個バラバラのマグを製作
する場合
●同一原稿とは…1枚の原稿に対して2
個以上のマグを製作するもの。
　例2：1クラスで1枚の原稿を作成し、
30個同一のマグを製作する場合
●原稿の手直しはいたしませんので、
よりキレイで鮮明な原稿をご用意下
さい。（写真原稿の場合は専門店で現
像したものをオススメいたします）
（汚れなども転写されます）
●入稿方法は原稿（現物）郵送かデジ
タルデータ（CD-R）郵送にて受付いたします。同一原稿の場合、メールにて入稿い
ただけますので、詳細はお問い合わせください。

（ご注文は、同一原稿、個別原稿ともに10個以上でお願い致します。）

オリジナル写真マグカップ

輸入品は、納期に日数を要するものがありますので予めご承知おき下さい。28
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