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運動会・体育祭用品のことなら何でも揃う教文へ!!

2021年版

運動会準備チェックリスト

ストップウォッチ
ライン引器
巻尺
ウォーキングメジャー
コーナーポスト
コーンバー
カラーコーン運搬車
柵棒
ラインテープ
ロープマーカー
ラインマーク
プラカード
入退場門
エアーゲート
カケヤ
トラロープ

グ
ラ
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ド
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用  品  名 チェック
万国旗
ポータブル・ワイヤレスアンプ
ミニ雷管
ホイッスル
テント
信号器
トランシーバー
トロフィー
楯
メダル
優勝旗・校旗
CD

本
　
部
　
用

用  品  名 チェック
綱引きロープ
綱引きロープ巻取器
リレーバトン
リングバトン
フィニッシュテープ
等賞旗
カラー旗立台
紅白帽
カラーハチマキ
カラーゼッケン
リレー用カラータスキ
ゲームベスト
太鼓
タンブリン
メガホン
白扇
ドレミパイプ

競
　
技
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用  品  名 チェック

応
援
用

紅白玉入台
紅白ネット（カラーネット）
紅白玉（カラー玉）
背負かご
くぐり網
マルチキャタピラー
ムカデ競争用ゲタ
ムカデ競走用ロープ
二人三脚バンド
ドリームトンネル
波のりポール
袋跳び競争袋
ジャンボボール（紅白大玉）
大玉用ポンプ
ハッピ
パーランクー
鳴子
ダンス用輪・体操用棒

競
　
技
　
用

用  品  名 チェック



2021 ポップ・ヒット・マーチ
～星影のエール／歌のエール・メドレー～

キング・スーパー・マーチ ヒット・パレード
2021～Make you happy～

マーチ王スーザ＆世界のマーチ
～星条旗よ永遠なれ／錨を上げて～

2021 うんどう会

やっぱりキマル！
和物&小学生ダンス大集結!!

祭りだワッショイ！
～〈令和〉こども音頭・総踊り

ワールド・ヒット・マーチ
～Memory/茶色の小瓶～

運動会用マーチ・ベスト 駆足用／並足用

〈令和〉ロック民謡ベスト
～粋だぜ！ニッポン

新･小学校ベスト運動会

ザ・ベスト 日本の盆踊り

ALL TIME BEST MARCH

ザ・ベスト 
運動会の音楽・マーチ・BGM集

レッツ・ゴー！令和キッズ こどもヒットソング
～うたっておどってノリノリMAX！

ザ・ベスト スポーツ音楽集

たのしいフォークダンス ベスト

アニメ&キッズ・ヒット・マーチ
～全力全開！ゼンカイジャー／ファンタジック・マーチ・メドレー～

84-3398 ･･････････････････････････････････1枚 ¥  3,080
 （税抜¥  2,800）全15曲
星影のエール（並足）★／テーマ・オブ・半沢直樹～
Main Title～（並足）／香水（並足）／ギガアイシテル（並
足）／月色Chainon（並足）／千の風になって（並足）／
筒美京平トリビュート：POPヒット・メドレー　魅せら
れて～赤い風船～木綿のハンカチーフ～飛んでイスタンブ
ール～また逢う日まで（並足）／これぞ！永遠のコメディ
ー音楽♬　『8時だョ！全員集合』オープニング･テーマ～
ドリフ音頭（北海盆唄より）～ヒゲのテーマ～ドリフの早
口ことば～ドリフのビバノン音頭～盆回り（並足&駆足）
★／Make you happy（駆足）★／I LOVE…（駆足）★／
夜に駆ける（駆足）／虹（駆足）／男の勲章（駆足）／歌
のエール・メドレー　ガッツだぜ!!～上を向いて歩こう～
明日があるさ～負けないで～俺たちの明日（駆足）★／感
電（駆足）
★印　振付つき

84-3397 ･･････････････････････････････････1枚 ¥  3,080
 （税抜¥  2,800）全15曲
ファンタジック・マーチ・メドレー　ミッキーマウス･マーチ～口笛
ふいて働こう～くまのプーさん～ハイ・ディドゥル・ディー・ディー
～リーダーに続け（並足）★／全力少年（並足）／Baby Shark（並足）／
キッズ･ヒット★だいすき メドレー　きみイロ～さあ！～だいすきの
木～（並足）／おーい かばくん（並足）／ぽよよんこうしんきょく（並
足）／筒美京平トリビュート：アニメ･ヒット･メドレー　サザエさん
～リンゴの森の子猫たち～おれは怪物くんだ～だいすき（並足）／全
力全開！ゼンカイジャー（駆足）／キッズ・ヒット★パラダイス･メ
ドレー　旅がらすワン太郎～そうじきロック～スーパーワンのうた～
ワンワンパラダイス（駆足）★／げんき げんき ノンタン（駆足）★／
Birthday（駆足）／仮面ライダーメドレー〈昭和・平成・令和〉　レ
ッツゴー!!　ライダーキック～Life is SHOW TIME～climax jump～
仮面ライダーセイバー～REAL×EYEZ（駆足）／えがおのまほう（駆
足）★／魔女っ子メドレー　おジャ魔女カーニバル!!～ヒーリングっ
ど♥プリキュア Touch!!（駆足）／お茶の間メドレー　吉本新喜劇の
テーマ（Somebody Stole My Gal）～笑点のテーマ～ザ･ヒット･パ
レード（駆足）　★印　振付つき

84-3396 ････････････1枚 ¥  3,080
 （税抜¥  2,800）全25曲
オープニング・ファンファーレ2021／スマ
イル／香水／夜に駆ける／HELLO／ワタリド
リ／星影のエール／Mela！／Rat-tat-tat／
Make you happy／廻廻奇譚／足跡／タッ
チ／〈効果音〉荒波～ゴング音／ヨー・ホー／
手のひらを太陽に／ファンキー！ずいずいず
っころばし／勇気100%／オクラホマ・ミキ
サー～マーチ・バージョン／虹／ミッション・
インポッシブル／バック・トゥ・ザ・フュー
チャー／インディ・ジョーンズ　他

84-3326 ････････････1枚 ¥  1,980
 （税抜¥  1,800）全20曲
星条旗よ永遠なれ／雷神／ワシントン・
ポスト／忠誠／美中の美／自由の鐘／マ
ンハッタン・ビーチ／士官候補生／海を
越える握手／エル・カピタン／キング・
コットン／国民の象徴／錨を上げて／双
頭の鷲の旗の下に／旧友／ボギー大佐／
ロレーヌ行進曲／剣士の入場／トロンボ
ーン・キング／アメリカン・パトロール

84-3399 ･････････3枚組 ¥  5,399
 （税抜¥  4,908）全18曲
キッズたいそう～ミッキーマウス･マーチ～　
ミッキーマウス･マーチ～君はともだち～美
女と野獣～ミッキーマウス･マーチ／どどち
ゃちゃフラミンゴ／パピプペパピプペピョ
～～～ン！／ぴよぴよひよこ／とんでった
バナナ／エビカニクス～ダンシング玉入れ
バージョン～／エビカニクス／天国と地
獄／えがおのまほう／ぼよよん行進曲／み
らくる☆エブリデー／かっちょいい！／全
力全開！ゼンカイジャー／君の魔法／暁～
燃やせ魂～／火炎太鼓～The・祭り～　他

84-3201 ･･････････････････¥  1,980
 （税抜¥  1,800）全10曲
日本お江戸たいそう／仁・義・智・信／
獅子の舞／よさこい、ソーラン！／よさ
こい舞ふぶき／アンダー・ザ・シー／フ
レンド・ライク・ミー／ジッパ・ディー・
ドゥー・ダー／365日の紙飛行機／希望
の歌～交響曲第九番～

84-3333 ････････････1枚 ¥  2,200
 （税抜¥  2,000）全18曲
おどっちゃおんど！（令和版）／日本三大
チャッチャッチャッ！／アンパンマン音
頭  ／ドラえもん音頭／ちびまる子音
頭／にんにん忍たま音頭／オフロスキー
のちゃっぽんぶし／ひよこおんど♪／た
ぬきのとのさま音頭／おばけの花火音
頭／どうぶつおんど／とんちんかん一休
さん／ひょっこりひょうたん島　他

84-3294 ････････････1枚 ¥  3,080
 （税抜¥  2,800）全15曲
Shape of You／イントゥ・ジ・アンノ
ウン～心のままに／君はともだち／A 
Whole New World／Circle Of Life／
スターウォーズのテーマ／ワールド・フ
ットボール・アンセム／Memory／
This Is Me／サンダーバード メインタ
イトル／U.S.A.／QUEENメドレー／茶
色の小瓶／プリンセス・メドレー／
World In Union

84-0230 ･･･････････２枚 ¥  5,980
 （税抜¥  5,436）全40曲
天国と地獄／トランペット吹きの休日／
クシコス・ポスト／トリッチ・トラッチ・
ポルカ／道化師のギャロップ／ふりむく
な君は美しい／オリンピック・マーチ／
スポーツショー行進曲／スポーツ行進
曲／コバルトの空／ライツ・アウト／栄
冠は君に輝く　他

84-3332 ････････････1枚 ¥  2,200
 （税抜¥  2,000）全18曲
ロック民謡：ヤーレン！ソーラン・ロッ
ク／津軽じょんからロック／Dancing
花笠音頭／ロックンロール大漁節／ハー
ドロック八木節　他
和風ロック：完全！～お祭りモード／お
祭りドッキュン！／よさこいラーメン／
ソイヤッ! ! ～令和の響き～／千本桜（イ
ンストゥルメンタル）／和太鼓

84-9119 ･･･････４枚組 ¥11,961
 （税抜¥10,874）
音楽で情緒豊かな学校生活を！
式典用の音楽（開会式のBGM、ラジオ
体操、授賞のBGM、閉会式の音楽、閉
会後のBGM）、行進の音楽、競技用の音
楽１、競技用の音楽２

84-3297 ････････････1枚 ¥  1,980
 （税抜¥  1,800）全20曲
北海盆唄／鯵ヶ沢甚句／虎女さま～南
部盆唄～／秋田音頭／花笠音頭／相馬
盆唄／日光和楽踊り／八木節～国定忠
治～／白浜音頭／東京音頭／相川音
頭／越中おわら節／郡上節～かわさき
～／河内音頭／三原やっさ踊り／阿波
踊り／よさこい鳴子踊り／炭坑節／鶴
崎踊り～猿丸太夫～／七月エイサー

84-2858 ････････２枚組 ¥  3,080
 （税抜¥  2,800）全32曲
明日があるさ／銀河鉄道999／川の流れの
ように／Y.M.C.A.（ヤングマン）／タッ
チ／恋におちて ～Fall in love～／ビュー
ティフル・ネーム／DIAMONDS／飾りじ
ゃないのよ涙は／メドレー：狙いうち／君
がいるだけで ／だんご３兄弟／島唄／メ
ドレー：少年時代／会いたかった／
YELL／あとひとつ／キセキ／波乗りジョ
ニー／ヘビーローテーション　他

84-3291 ････････････1枚 ¥  1,980
 （税抜¥  1,800）全26曲
スター・ウォーズ メインテーマ／シンフォ
ニック・パレード／ファンファーレ～歌劇
「カルメン」より／ファンファーレ～バレ
エ「白鳥の湖」より／オリンピック・ファ
ンファーレ №2／ドラム&ティンパニー・
ロール／君が代／見よ勇者は帰りぬ／うん
どうかい／ラジオ体操 第1（指導入り）／
キッズたいそう／コンバット・マーチ　他

84-3336 ････････････1枚 ¥  2,090
 （税抜¥  1,900）全30曲
ぼよよん行進曲／パプリカ／エビカニク
ス～キッズ・バージョン／からだ★ダン
ダン／バスにのって〈サバンナ編つき〉／
しゅりけんにんじゃ／おしりフリフリ／
さんぽ ／勇気りんりん／ププッとフム
ッとかいけつダンス／イントゥ・ジ・ア
ンノウン～心のままに／ベイビー・シャ
ーク〈サメのかぞく〉　他

84-3304 ････････････1枚 ¥  1,980
 （税抜¥  1,800）全20曲
栄冠は君に輝く／スポーツ・ショー行進
曲／スポーツ行進曲／君が代行進曲／若
い力／オリンピック・マーチ／走れ大地
を／六つの星／巨人軍の歌─闘魂こめて
─／六甲おろし─阪神タイガースの歌
─／ホームラン・ブギ／若き血／紺碧の
空／オーレ！チャンプ／どんなときも／
負けないで／順位等発表のファンファー
レ／見よ　勇者は帰りぬ／ラジオ体操第
1（指導なし）

84-3232 ････････････1枚 ¥  2,200
 （税抜¥  2,000）全24曲
キンダー・ポルカ／エース・オブ・ダイ
ヤモンド／グスタフス・スコール／コロ
ブチカ／マイム・マイム／バージニア・
リール／オクラホマ・ミクサー／ドード
レブスカ・ポルカ／オスロー・ワルツ／
テネシー・ワルツ／ザ・ロード・ツー・
ジ・アイルズ／タンゴ・ミクサー／ジビ
ディ・ジビダ／タタロチカ／プレスカパ
ッチ・コロ／マン・イン・ザ・ヘイ／ト
ゥ・トゥール／ハーモニカ　他
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紅白玉入台 組立式

背負いカゴ

ムカデ競走用ゲタ

ムカデ競争用ロープ 

2人三脚バンド

ネットタンカ競走

カラー玉入れ台 組立式

スペアカラーネット（アクリル製）

くぐり網

袋跳び競争袋

紅白玉（各色50個 100個組 綿製）

カラー玉（綿製 50個）

マルチキャタピラー

教文教文 カラーリング（PE製）

教文教文 カラー体操用棒

（※玉は別売） （※玉は別売）

37-2651 B型（屋内外兼用） ････････････････････¥33,220
（税抜¥30,200）

175～270㎝まで高さ無段階調節式 紅白1組　専用ネット付　ス
チールパイプ　11㎏／1組　脚部下部キャップ付　ワンタッチ樹
脂ストッパー付　カゴの内径43㎝

37-3905 A-40 φ40×φ1.8㎝　5色1組 ¥  4,620
（税抜¥  4,200）

37-3904 B-60 φ60×φ1.8㎝　5色1組 ¥  5,280
（税抜¥  4,800）

37-3903 C-80 φ80×φ1.8㎝　5色1組 ¥  6,820
（税抜¥  6,200）

色：白・赤・黄・緑・青

37-0893 K-90 90×φ3㎝　5色1組 ¥  8,140
（税抜¥  7,400）

37-0894 K-100 100×φ3㎝　5色1組 ¥  8,580
（税抜¥  7,800）

37-0895 K-120 120×φ3㎝　5色1組 ¥  9,020
（税抜¥  8,200）

■木製（5色1組：赤・黄・青・白・緑）
木製軸棒に硬質ビニールコーティング。両端塩ビキャップ付

材質：ポリプロピレン・ポリエチレン　寸法：4m×4m

37-1278 グリーン 4×4m ¥19,030
（税抜¥17,300）

37-2745 黄 37-2746 緑

37-2747 青 37-2748 桃

37-2749 黄 37-2750 緑

37-2751 青 37-2752 桃

37-5977 紅白 37-2737 黄
37-2739 青
サイズ：リング径φ40～50㎝用

37-3145 紅

37-3146 白

59-5051 4人用 木製・
3×10×150㎝

¥33,000
（税抜¥30,000）

59-5052 5人用 木製・
3×10×168㎝

¥39,600
（税抜¥36,000）

 ● 非常に丈夫なラワン材使用で、競技中に折れる心配はありません。

紅白 ･･･････････ ¥  2,783
（税抜¥  2,530）

黄・青 ･･･････各¥  1,672
（税抜¥  1,520）

37-2407 ･･･････････････････････････････････････････････ ¥19,800
（税抜¥18,000）

分売 50個 ･･････････････････････････････････････････ ¥  9,900
（税抜¥  9,000）

････････････････････････････各¥  9,900
（税抜¥  9,000）

分売 ･･････････････････ 1個¥     231
（税抜¥     210）

37-3217 5色1組 ･････････････････････････････････ ¥  4,840
（税抜¥  4,400）

 ● 足に柔らかな素材で作られています。脱着が容易なマジックフ
ァスナー使用。

幅5×60㎝　材質：アクリル　
白、赤、黄、緑、青
※黄、緑、青の色は写真より
明るい色になります。

37-4268 1台 ････････････････････････････････････････ ¥13,970
（税抜¥12,700）

 ● ネットで作ったタンカで2～4人で人や物を乗せて走ります。
防災訓練にも役立ちます。乗る人は念のためヘルメットをかぶ
りましょう。

寸法：ポール／220×φ2.8㎝　ネット／55×180㎝　材質：ポ
ール／スチール　ネット／ポリエチレン　耐荷重：90㎏

57-0200 2色セット ･･･････････････････････････ ¥35,640
（税抜¥32,400）

 ● 表面に凸凹があり、走行しやすくなっています。
 ● 連結部はマジックテープなので、収納が簡単です。
 ● 連結部を外せばキャタピラー以外にマットとして　
　MP使用可能です。
寸法：幅60×全周360×厚さ2.5㎝
材質：EVA樹脂発泡体　色：赤・青

37-3203 4色1組（5人用・1.4m） ･･････････ ¥17,160
（税抜¥15,600）白・赤・黄・青（多人数の場合は別注）

37-3496 麻（5袋組） ･････････････････････････････ ¥  4,444
（税抜¥  4,040）

寸法：幅60×奥行93㎝

材質：綿、オガクズ
寸法：φ7㎝
重量：約45g（1個）

材質：綿、オガクズ　寸法：φ7㎝
重量：約45g（1個）

37-4500 ワンタッチ式（屋内外兼用） 1台 ¥17,160
（税抜¥15,600）

175～270㎝まで高さ無段階調節式　専用ネット付　スチールパ
イプ　重量：5.6㎏　下部ゴムキャップ・アジャスターゴム付　
ワンタッチ樹脂ストッパー付　カゴの内径43㎝
色：青・赤・白・黄

37-4479 ･･････････････････････････････････････････1台 ¥10,120
（税抜¥  9,200）

 ● 動き回るカゴを目がけて玉入れ競争。運動会だけではなく、レ
クリエーションゲームとしても活躍します。

寸法：Φ33×高さ34㎝　質量：870g　材質：カゴ／ポリエチ
レン　カバー／ナイロン　色：青、赤、白、黄
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教文教文 ドリームトンネル

ハッピ

教文教文 ジャンボボール（紅白1組）

大玉用ポンプ

デラックスダルマR

パーランク

鳴子

花笠

教文教文 紅白大玉（紅白1組）

波のりポール（鈴入り）

ポンポン

ガードバーワイド（無地）

体育用太鼓

タンブリン（本皮製）

59-0024 特大型 直径150㎝
重量7.5㎏

¥180,400
（税抜¥164,000）

59-6389 大型 直径90㎝
重量4.5㎏

¥  90,200
（税抜¥  82,000）

（※別途青色・黄色もありますので、色指定で2個組でご用命く
ださい。）

39-3056 超大型100㎝径 鈴入り 紅白1組 ¥85,800
（税抜¥78,000）

39-3057 大型70㎝径 鈴入り 紅白1組 ¥44,000
（税抜¥40,000）

外装：化繊入レザー　内部：塩化ビニール  ● 内部に入れた砂袋により、ボールに不規則な回転を与え楽しく
遊べます。※二重構造製

内袋：塩ビフィルム、外装：ターポリン製の二重構造（内部の砂
袋は脱着可能）

37-5003 6色1組 ････････････････････････････････ ¥23,430
（税抜¥21,300）

37-2184 1本 ･･････････････････････････････････････ ¥  3,905
（税抜¥  3,550）

 ● 波のりポールは他にバンブーダンスの竹の代用品としてマスゲ
ームに使用したり、棒引きくらべのゲームにも使用できます。

φ2.8㎝×2m　特殊樹脂　色：赤・白・ピンク・黄・青・緑

37-3947 ･･････････････････････････････････････････････ ¥  4,180
（税抜¥  3,800）

 ● 3種類のアダプター付き電動ポンプです。大玉や浮輪などに最
適です。（※連続使用時間は20分以内としてください。）

寸法：幅10×奥行14×高さ12㎝　アダプター／先端径（外）
0.5㎝、1.8㎝、2.3㎝　質量：0.7㎏　材質：本体／プラスチック　

39-0043 メッシュトンネル ････････････････¥37,180
（税抜¥33,800）

 ● メッシュの生地を使用しているので、通気性が一段とよくなっ
ています。

直径60㎝　長さ300㎝　質量：４㎏　
色：赤×白×黄、青×白×緑

37-4269 同色10個組 ･････････････････････････¥  2,503
（税抜¥  2,275）

材質：ポリプロピレン　色：赤・白・ピンク・黄・緑・青

30-1768 ･･･････････････････････････････････････････････ ¥  7,700
（税抜¥  7,000）視認性バツグン！

寸法：150×10×2.1㎝　吊輪内径φ8.6㎝（90度回転）
重量：0.8㎏　材質：ABS樹脂（※文字入れは別途承ります。）
カラーコーン（H70㎝・穴付）  ･････各色1本 ¥  2,156

（税抜¥  1,960）

品　番 対象年齢 衿名 身丈×身幅（㎝） 定　価

39-2601 6才 小若 54×36 ¥  4,290
（税抜¥  3,900）

39-2602 9才 若連 59×43 ¥  5,500
（税抜¥  5,000）

39-2603 12才 若連 63×50 ¥  5,830
（税抜¥  5,300）

39-2604 15才 若連 67×52 ¥  6,270
（税抜¥  5,700）

39-2605 大人 御祭礼 69×60 ¥  7,040
（税抜¥  6,400）

39-2606 特大人 御祭礼 74×65 ¥  7,260
（税抜¥  6,600）

市松模様　はちまき・帯付き
 ● イベントやお祭りになくてはならない物、それがハッピです。

※デザイン他にもございます。お問い合せ下さい。

34-1035 2個1組 ････････････････････････････････ ¥  2,310
（税抜¥  2,100）寸法：幅7.5×全長18㎝　材質：土佐桧

57-0280 小 ･････････････････････････････････････････ ¥  5,060
（税抜¥  4,600）寸法：約φ24㎝

37-4220 1個 ･･･････････････････････････････････････¥42,900
（税抜¥39,000）

 ● 本体外装内側底面に着脱式砂袋が装着でき、転ばせても「起き
上がり小法師」のように起き上がります。外装・内袋の二重構
造で丈夫です。大型ボールのように、空気を入れて使用します。
空気を抜けば小さくして保管できます。

寸法：直径70×高さ90㎝　質量：約5.5㎏　材質：外装／PVC
ターポリン、運搬用はしご／PVCパイプ、内袋／PVCフィルム　
色：赤、青、黄、白

34-5377 Ａ型 15㎝ ¥  4,400
（税抜¥  4,000）

34-5378 Ｂ型 18㎝ ¥  4,840
（税抜¥  4,400）

34-5379 Ｃ型 21㎝ ¥  5,170
（税抜¥  4,700）

34-5380 Ｄ型 24㎝ ¥  5,500
（税抜¥  5,000）

34-7229 A-200
  ････････････ ¥  9,020

（税抜¥  8,200）
径30㎝　バチ付　材質：
ヘッド／プラスチック製

30-1955 赤 30-1957 黄 30-1959 緑
30-1956 青 30-1958 白

ガードバーワイド+カラーコーンの
組み合わせ例

牛革使用　バチ付
品　番 品名 寸法 質量 価　格

34-2185 中 18㎝ 0.4㎏ ¥  4,620
（税抜¥  4,200）

34-2186 大 20㎝ 0.5㎏ ¥  4,840
（税抜¥  4,400）

大 中

花笠踊りの必需品！

ソーシャルディスタンス
で遊戯できます！
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教文教文 綱引きロープ（麻）

綱引きロープ巻取器

ゲームベスト教文教文 カラーランニングゼッケン

リレー用カラータスキ

フィニッシュテープ

教文教文 リレーバトン

ゼッケン

教文教文 等賞旗セット

紅白帽

教文教文 カラー旗立台カラーハチマキ

（※別寸法はお問い合わせ下さい）

37-1520 リングバトン（6色組） ･･ ¥  4,730
（税抜¥  4,300）

 ● ソフトタッチバトンにて安全です。低学年のリレーに
最適です。
直径18㎝　塩化ビニール、ナイロンケース付

材質：ポリエチレン製

57-9026 5m
サイズ

10㎝
幅
¥2,640
（税抜¥2,400）

57-9030 7m
サイズ

10㎝
幅
¥3,960
（税抜¥3,600）

57-0036 A 紅×白 ¥  1,870
（税抜¥1,700）

57-0037 B 両面同色 ¥  1,650
（税抜¥1,500）

Bの色：赤・黄・緑・黄緑・茶・青・
紺・空・橙・白・桃・紫・エンジ・
黒・灰

37-0906 B型（50m用）  ････････････････････ ¥45,100
（税抜¥41,000）

W65×D90×H90㎝　キャスター23㎝　21㎏

ポリエステル65％　綿35％　上辺24×下辺28×縦28㎝
57-0238 白無地 ･･･････････････････････････････････ ¥    660

（税抜¥     600）

57-6943 カラー無地 ････････････････････････････ ¥    770
（税抜¥     700）色：赤・黄・青・緑　

57-6026  カラー番号入り ･････････････････ ¥  1,100
（税抜¥  1,000）色：白・赤・黄・青・緑

63-1020 ツバ付アゴゴム付（54～57㎝用）･･････ ¥    517
（税抜¥    470）材質：綿製

63-1018 大 ツバ付アゴゴム付（57～60㎝用） ･ ¥    561
（税抜¥    510）材質：綿製

各色10本組
長さ110㎝×幅4㎝　綿製

57-9028 10本組 ････････････････････････････････ ¥  3,740
（税抜¥  3,400）

綿100％　150×6㎝　別注サイズ、各種プリント承ります。
色：白・赤・黄・ブルー・グリーン・オレンジ・サックス・ピ
ンク・紫・キミドリ・エンジ・紺・茶・黒・ネズミ

57-5739 N型（6色1組） ････････････････････････ ¥37,400
（税抜¥34,000）

直径25㎝台座　高さ22㎝・3㎏　色：赤・黄・青・緑・白・水色

分売
57-6020 1個 ････････････････････････････････････････ ¥  6,270

（税抜¥  5,700）色をご指定ください。

37-4221 ･･･････････････････････････････････････････････ ¥25,696
（税抜¥23,360）ポール6本

等賞旗6枚　旗立台6台セット
37-4222 等賞旗 S6（6枚組）  ････････････････¥  4,796

（税抜¥  4,360）
6枚1組（1～6　各1枚）　寸法：32×45㎝　質量：0.15kg（組）
材質：アクリル
37-2713 ポール F-6（6本組）  ･･･････････････¥  5,060

（税抜¥  4,600）
寸法：2.54×160㎝　質量：0.2㎏　材質：PVC
37-3847 旗立台A型（6台組） ････････････････¥15,840

（税抜¥14,400）
寸法：直径23×パイプ内径3×高さ20㎝　質量：1.2kg　主材：
スチール

A型
径3㎝　
幼児・小学
校用

37-2565 30m ¥  49,940
（税抜¥  45,400）

37-2566 50m ¥  79,200
（税抜¥  72,000）

B型
径3.6㎝　
小・中学校
用

37-2567 30m ¥  61,600
（税抜¥  56,000）

37-2568 50m ¥  99,000
（税抜¥  90,000）

C型 径3.8㎝　
中・高校用

37-2569 30m ¥  72,600
（税抜¥  66,000）

37-2570 50m ¥113,740
（税抜¥103,400）

D型
径4.5㎝　
高校・一般
用

37-2571 30m ¥  96,360
（税抜¥  87,600）

37-2572 50m ¥149,270
（税抜¥135,700）

37-5214 A 小学校低学年向　6色組
ポリエチレン製　2.9×29㎝　40g

¥  1,650
（税抜¥  1,500）

37-5215 B 小学校高学年向　6色組
ポリエチレン製　3.1×29㎝　45g

¥  1,705
（税抜¥  1,550）

37-5216 C 中学校向　6色組
ポリエチレン製　3.5×29㎝　50g

¥  1,749
（税抜¥  1,590）

A/B/C
日本製　色：ピンク・赤・黄・緑・青・白

37-4589 アルミ6色組 φ3.9×29.5㎝　80g　収納ケース付
ピンク、緑、白、青、黄、赤（日本製）

¥  6,270
（税抜¥  5,700）

37-3845 E 日本陸連検定品　4色各1本組
アルミ製　30×φ3.9㎝　収納ケース付

¥  4,950
（税抜¥  4,500）

E
アルミ
6色組

57-6027 A 無地カラー　35×48㎝　
カラー：白・赤・黄・青

各¥  1,760
（税抜¥  1,600）

色：青、黒、蛍光グリーン、蛍光レモン、蛍光オレンジ、赤、サ
ックス、黄
（※別色もご用意できます。詳しくはお問い合わせ下さい。）

37-5199 GB1（10枚組）番号1～10 小学生用
寸法：52×46㎝
材質：ポリエステル、
撥水加工

各色 ¥17,600
　　　（税抜¥16,000）37-5200 GB2（10枚組）番号11～20

37-0709 分売1枚 各色 ¥  2,200
　　　（税抜¥  2,000）

37-5201 GB01（10枚組）番号1～10 中学生・高校生・
一般用
寸法：60×55㎝
材質：ポリエステル、
撥水加工

各色 ¥18,700
　　　（税抜¥17,000）37-5202 GB02（10枚組） 番号11～20

37-4166 分売1枚 各色 ¥  2,310
　　　（税抜¥  2,100）
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運動会得点板

応援用紅白大旗

エアーゲート 組立式

白扇

メガホン ドレミパイプ

手旗

プリンタ付 ストップウォッチ

カケヤ（木製）

教文教文 トラロープ

プラカード

柵棒（各5本1組）

教文教文 入退場門（アーチ）

57-6138 ･･･････････････････････････････････････････････ ¥  1,540
（税抜¥  1,400）45㎝棒付　紅白セット

59-6640 10本組 ･･･････････････････････････････ ¥12,100
（税抜¥11,000）

材質：紙／竹製

丸型31㎝

キャップホン

ビクトリーメガホン

37-6854 丸型 31㎝ ･････････････････････････各 ¥     528
（税抜¥     480）色：黄・青・赤・緑　材質：ポリエチレン製

37-6918 キャップホン ････････････････････各 ¥  1,320
（税抜¥  1,200）36㎝　色：赤・黄・青　材質：ポリエチレン製

57-0040 ビクトリーメガホン ･････････ 各¥     704
（税抜¥     640）全長31㎝　手でたたくと音が出る

カラー：赤・黄・ブルー・グリーン・オレンジ

57-0239 ････････････････ ¥22,440
（税抜¥20,400）

 ● 特大旗紅白各1枚とポール2本セット
旗：色／紅白　寸法／100×150㎝　材
質：綿100％　ポール：2m　3段ネジ式　
アルミ製伸縮式

 ● ドレミパイプは正確にチューニングされたポリエチレンのパイ
プです。手に 持って机や床、ひざなどを叩くだけで誰でも簡
単に、正確な音階を出すこと ができます。
54-0080 BOX Aセット ･･････････････････････ ¥27,500

（税抜¥25,000）BWDW×5、OC8W×2、収納ケース
54-0081 BOX Bセット ･･････････････････････ ¥27,500

（税抜¥25,000）BWDW×3、BWCN×3、OC8W×2、収納ケース
チーム・選手の応援に音（音階）を揃え、
グループで気持ちを一体化させ、
リズムを刻めば盛り上がりは最高！

57-0172 S-408 ･･････････････････････････････ ¥143,000
（税抜¥130,000）

棒寸法：120㎝　ナンバープレート寸法：横36×高さ60㎝　赤
地／白数字：0～9　白地／黒数字：0～9　材質：棒／金属、ナ
ンバープレート／ターポリン

37-1357 ･･････ ¥  7,755
（税抜¥  7,050）

12×24×90㎝

50-5232 ･･････ ¥  6,050
（税抜¥  5,500）

φ1.2㎝　長さ100m巻

37-2981 A 寸法：径1.3×長さ70㎝ 
質量：0.8㎏

¥10,450
（税抜¥  9,500）

37-2982 B 寸法：径1.3×長さ80㎝ 
質量：1.0㎏　丸環付

¥12,650
（税抜¥11,500）

37-2983 C 寸法：径1.6×長さ100㎝
質量：1.5㎏　フック付

¥17,875
（税抜¥16,250）

AA
BB CC

37-3121 10枚組 ･･ ¥57,200
（税抜¥52,000）

 ● アルミ軽量板ですので、700gと軽量
でサビずに耐久性にすぐれています。
ホワイトボード用ペンで書けば、消し
書き自在です。組立式ですので、収納
にスペースをとりません。

サイズ／全体：幅60×高さ100㎝　ボ
ード部：幅60×高さ30㎝　材質／アル
ミ軽量板（厚み0.3㎝）、 アルミパイプ
25×1㎝角　重量／700g

（※「入場門」の文字板はありません）

37-0810 ････････････････････････････････････ ¥102,850
（税抜¥93,500）

 ● たいへんじょうぶで、さびに強くできています。
 ● 紙をはり付け文字を書いたり、飾り付けをし使用すると、なお
いっそう運動会が盛り上がります。

材質：スチール+ABS樹脂製　寸法：幅200×奥行120×高さ
210㎝　組立式　杭4本付　張りロープ2本付

 ● 軽量でコンパクト、収納も持ち運びも楽々、送風機が内蔵され
ているのでスマートです。電源は、常時接続が必要です。

セット内容：本体、送風機（内蔵）、底板、砂袋

H-300A
※文字はオプションです。文字入れ価格が別途かかります。

BOX Bセット

システムプリンタSVAZ017

SVAS011

キャリングケース＆
ベルトSVAZ003

30-5253 SVAS011システム ･････････････････････････････¥44,770
（税抜¥40,700）

 ● ストップウォッチSVAS011と専用プリンタSVAZ017、キャリングケース
SVAZ003のセットです。

 ● ラップ／スプリット300メモリー。計測中ラップの表示ができるランニング
ラップ表示機能。評価の安定した使い易いデザイン。

色：ガンメタリック　材質：プラスチック（本体抗菌仕様）　機能：ストップ
Ｗ1/100秒単位10時間計、時計機能、プリンター接続可能　精度：月差換算
±15秒以内（±0.0006%以内）（常温）　電池：SB-T74（CR2430）寿命約3
年　防水性能：日常生活用防水
《プリンタ部》
感熱式シリアルドット方式／印字数：1行13字／印字速度約1.5行1秒／電池
寿命：マンガン電池使用（約1万行印字分）・アルカリ電池使用（約2万行印字
分）／マンガン単3電池4本・感熱紙2巻付
分売価

品 番 90-5135 90-5136
品 名 H-300A H-300B
価 格 ¥217,800

（税抜¥198,000）
¥286,000
（税抜¥260,000）

寸 法 間口500×高さ300㎝
柱直径50㎝

間口700×高さ510㎝
柱直径80㎝

材 質 ターポリン
送 風 機 単相100V　0.1kW
色 白、青、黄、緑、赤

90-5589 システムストップウォッチ SVAS011 ¥20,350
（税抜¥18,500）

90-5591 システムプリンタ SVAZ017 ¥22,000
（税抜¥20,000）

30-9114 キャリングケース SVAZ003 ¥  2,420
（税抜¥  2,200）
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教文教文 ライン引器

教文教文 コーナーポスト

ラインテープ（屋外用）

ロープマーカー

教文教文 巻尺（３倍速巻き取り）

スライドバー（伸縮式・3本組）

教文教文 ラインマーク

ポイントマーカー

コーンバー（5本組）

デジタルウォーキングメジャー

カラーコーン運搬車

既製優勝旗

教文教文 校旗・優勝旗

教文教文 トロフィー

教文教文 楯

Mメダル

37-1121 D-6型
容量：炭酸カルシウム
6.5㎏　ライン幅5㎝・
7.6㎝調節式　鋼板製

¥10,120
（税抜¥  9,200）

37-1122 D-7型

容量：炭酸カルシウム
15㎏　ライン幅10
㎝・7.6㎝調節式　鋼
板製　ナイロンブラシ　
大型2輪

¥17,600
（税抜¥16,000）

D-6型 D-7型

30-2432 30m ¥  6,160
（税抜¥  5,600）

30-2433 50m ¥  9,240
（税抜¥  8,400）

30-3257 100m ¥18,700（税抜¥17,000）

37-0986 BW（青／白）

各¥15,400
　（税抜¥14,000）

37-0987 RW（赤／白）

37-0988 GW（緑／白）

37-0989 SRW（赤／白）

各¥26,400
　（税抜¥24,000）

37-0990 SGW（緑／白）

37-0991 SBW（青／白）

ガラス繊維製3倍速遊星ギア搭載　目盛：両面（表2㎜ピッチ、
裏5㎜ピッチ）

37-0992 R-70（赤）
単色5本組

寸法：底部38.5角×
高さ70㎝
重量：0.7kg

各¥ 9,350
　（税抜¥8,500）

37-0993 Y-70（黄）
37-0994 G-70（緑）
37-0995 B-70（青）
37-3996 W-70（白）

37-3998 K-5A
（穴なし）

底部38.5角×高さ70㎝　
重量0.7kg　5色1組
（赤・白・黄・緑・青）

1組
¥  9,350
　　（税抜¥  8,500）

R-70（赤）

Y-70（黄）

G-70（緑）

B-70（青）

B-70（白）

寸法：径3.4×長さ200㎝　リング内径：8.2㎝　重量：500g

寸法：径4（内3.4）×120～200㎝　リング内径：8.2㎝　
重量：660g　材質：バー／ABS樹脂　リング部／ポリエチレン

ポリエチレン製

ポリプロピレン製

ラインテープ（屋外用） ラインテープ釘

K-45S

カラーコーン別売

90-4583 DWS-160B
  ･････････････････････¥13,200

（税抜¥12,000）

歩きながら手軽に距離測定
手元にある液晶画面と
操作パネルで効率アップ
液晶バックライト機能
メモリー機能搭載
伸縮式ポール
車輪直径：16㎝　最小表示：
0.1m（10㎝）　最大測定範囲：
99999.9m（約100㎞）
電源：単4乾電池×2本（付属の
電池はテスト用です）　全長：
112㎝　全縮：66.5㎝　重量：
0.69㎏（乾電池含む）

37-4146 E-1（3個組） 直線型　ライン幅5×長さ10㎝ ¥2,706
（税抜¥2,460）

37-4147 E-2（3個組） L型　ライン幅5×長さ15㎝ ¥6,336
（税抜¥5,760）

37-4148 E-3（3個組） T型　ライン幅5×長さ15㎝ ¥6,666
（税抜¥6,060）

37-4149 E-4（3個組） 丸型　寸法：φ8㎝ ¥2,706
（税抜¥2,460）

カラーをご指定下さい：白・赤・黄・青
材質：EVA　釘長：11㎝　厚さ：2㎝
（釘の部分除く）

37-2030 ･･････････････ ¥27,390
（税抜¥24,900）

寸法：40×45×高さ90㎝　
材質：スチール焼付塗装
組立式

37-6086 R-15 ･････････････････････････････････････ ¥10,065
（税抜¥  9,150）

トラック用　幅1.5㎝×厚さ0.22㎝×100m　低密度ポリエチレ
ン製　クギ穴付（穴間10㎝）
37-1317 ラインテープ釘1000 ････････ ¥  8,470

（税抜¥  7,700）ホワイト焼付　0.21×6㎝　1000本

37-1331 D-200 ････････････････････････････････ ¥11,550
（税抜¥10,500）

φ0.3㎝×200m　ポリエチレン　釘70本　ハンマー1個付
37-1332 D-300 ････････････････････････････････ ¥16,280

（税抜¥14,800）
φ0.3㎝×300m　ポリエチレン　釘110本　ハンマー1個付

KG1792（同色10本組）
  ････････････････････････各¥  2,343

（税抜¥  2,130）
ポリエチレンロープ6㎜×15㎝　
杭5㎜×18㎝

37-3999 K-45S
（ポール穴付）

27.3×27.3×高さ45㎝
赤・白・緑・黄・青の5本組
400g/1本

1組
¥  7,700
（税抜¥  7,000）

はねあげ式
自立スタンド付

30-7352 一色染め 校旗 ････････････････ ¥63,800より
（税抜¥58,000より）

寸法：横135×縦90㎝　材質：アクリル・綿
※サイズ・デザインにより別途見積致します。

37-4391 フルカラー校旗 ･･････････････¥60,500より
（税抜¥55,000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 37-4982 37-4197
型 名 B型 C型

定 価 ¥121,000
（税抜¥110,000）

¥103,400
（税抜¥94,000）

フレンジ 人絹二段（金茶）
七宝編フレンジ、飾り房（中）

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　木ネジ、3本継、金具つき
旗 頭 ダイキャスト製三方剣　袋入り ダイキャスト製菱剣　袋入り
旗立台 鉄製0.9㎝三脚台（81㎝）　ビニールレザー入り
バッグ ビニール手提げバッグ（大） ビニール手提げバッグ（小）

※旗の文字入れ別途
　ミシン刺繍…両面で40字まで¥30,800（税抜¥28,000）
　その他御見積り致します。

37-4908 KT815-A 39㎝ ¥  3,080（税抜¥  2,800）

37-4909 KT815-B 35㎝ ¥  2,640（税抜¥  2,400）

37-4910 KT815-C 33㎝ ¥  2,200（税抜¥  2,000）

※名入れ刻印料は別途見積りとなります。
トロフィー・楯・メダルとも大きさ・図柄等各種揃っています。お問い合せ下さい。

※名入れ刻印料は別途見積りとなります。

37-3238 K3044-A 34×24㎝ ¥  4,840
（税抜¥  4,400）

37-3239 K3044-B 30×21㎝ ¥  4,180
（税抜¥  3,800）

37-3240 K3044-C 26×19㎝ ¥  3,410
（税抜¥  3,100）

37-3241 K3044-D 23×17㎝ ¥  2,970
（税抜¥  2,700）

37-3242 K3044-E 21×15㎝ ¥  2,640
（税抜¥  2,400）

37-3243 K3044-F 18×12㎝ ¥  2,090
（税抜¥  1,900）

37-4919 MY 女神 φ3.5㎝　
プラケース入 ¥     935（税抜¥     850）

メダルは金・銀・銅揃っています。
※名入れ刻印料は別途見積りとなります。
　トロフィー・楯・メダルとも大きさ・図柄等
各種揃っています。お問い合せ下さい。

B型/C型

37-4534 黄
37-4536 オレンジ

37-4535 緑
37-4537 青
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信号器

ミニ雷管（2000発入）

集会用白テント（鉄骨組立式） 教文教文 万国旗

大音量電子ホイッスル

ポータブルワイヤレスアンプ

プラスチック笛

特定小電力トランシーバー

トランジスタメガホン

出力70W
800MHz

運動会の運動会の

本番スタート時だ
けでなく

本番スタート時だ
けでなく

予行演習時にも大
活躍

予行演習時にも大
活躍

50-0007 布製　
40か国

34×
43㎝ 

¥22,660
（税抜¥20,600）

50-6208 布製
20か国（小）

28×
35㎝

¥  9,900
（税抜¥  9,000）

50-6209 ポリエチレン製
20か国（小）

26×
38㎝ 

¥  1,760
（税抜¥  1,600）

単発式 双発式
イヤー

ディフェンダー

37-1313 大　12個 ¥  3,432
（税抜¥  3,120）

37-1314 小　12個 ¥  3,168
（税抜¥  2,880）

ポリス型・ヒモ付 色：白・赤・青・黒

50-1903 ER-1106 ･････････････････････････････¥14,080
（税抜¥12,800）口径15.4㎝　全長25㎝　質量約660g

使用電池単三×6　通達距離約250m
90-1532 TR-215WA  ･･･････････････････････¥21,340

（税抜¥19,400）口径15.5㎝　全長25㎝　質量630ｇ
使用電池単三×6　通達距離約250m（ホイッスル時約315m）　
電池持続時間：音声約10時間　ホイッスル約30分　ROHS対応
90-4276 TS-634 ･･････････････････････････････¥22,440

（税抜¥20,400）口径15×13.5㎝　全長25.3㎝　質量約630g
ストラップ長約40㎝　使用電池単三×6
通達距離約250m（ホイッスル時約315m）
耐衝撃性UP

万国旗用ロープ
59-6636 ･････････････････････････ ¥  9,900

（税抜¥  9,000）マニラ麻　φ0.6㎝×100m

37-3697  RA0020 ･･････ ¥  3,410
（税抜¥  3,100）

 ● 大音量なので屋外でも遠くまで聞こえます。
素材：プラスチック　
寸法：長さ12×直
径4.6㎝　本体重量：
約80g  音 量： 約 
127dB（10㎝）　付
属品：ロープ　音声
切換機能付き [ビー/
ピリリリ]　電池別
売

37-3396 単発式2丁 ･･･････････････････････････ ¥  6,160
（税抜¥  5,600）材質：スチール製　寸法：幅14×長さ14㎝　受皿・撃鉄：真鍮合金製

37-6856 双発式 ･････････････････････････････････ ¥  4,620
（税抜¥  4,200）

材質：スチール製　寸法：幅14×長さ14㎝　受皿・撃鉄：真鍮
合金製　連打防止装置付　クリーナー付
37-4053 イヤーディフェンダー ･･･････ ¥  3,850

（税抜¥  3,500） ● 信号器使用時の耳の保護に！
材質：ABS樹脂、塩化ビニール、ウレタンスポンジ　フリーサイズ

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！
90-5146 70Wタイプダイバーシティーセット
（CD/USB端子でMP3再生可） ･･¥301,730

（税抜¥274,300）
セット内容：ワイヤレスアンプ（MA-707PA）、
ピッチコントロール機能付きCDプレーヤー
（CDM-2P）、ワイヤレスハンドマイク（ACT-
32H）、ストレージケース（SC-70）

37-3193 GA-223
  ･････････････････････････ ¥16,500

（税抜¥15,000）
薬量0.01g以下（1発当たり）　販売許
可不要（玩具煙火扱）　運動会用紙雷管
（屋内使用もできます） SFマーク付

中折れタイプ（軒高2.0m）
エステル帆布製ST型（白）
品　番 型　式 寸法（m） 支柱（本） 材質 価　格
90-2546 0号 1.79×2.67 4

再生ポリエステル帆布、
スチール

¥  94,380
（税抜¥  85,800）

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

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

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

ストレージ
ケース
SC-70

MA-707PA（表） （裏）

ER-1106

TR-215WA

TS-634

本　　　社 大阪市阿倍野区阪南町3丁目27番14号
 TEL（06）6624‒1151㈹　FAX（06）6624‒1501  〒545‒0021
 E-mail  osaka@kyobun.com
東　京　本　社　東京都中央区日本橋箱崎町35番10号
 （営業本部）    TEL（03）3668‒7611㈹　FAX（03）3668‒7610  〒103‒0015
 E-mail  tokyo@kyobun.com
名古屋支社　名古屋市中区栄2丁目16番7号
 TEL（052）211‒4121㈹　FAX（052）211‒4148  〒460‒0008
 E-mail  nagoya@kyobun.com
九州営業所　福岡市南区大楠2丁目3－21
 TEL（092）521‒3811㈹　FAX（092）521‒5215  〒815‒0082
 E-mail  kyusyu@kyobun.com

●特約店

ホイッスル音付

ピストル音機能搭載

6W
抗菌マイク

防　滴

6W
ホイッスル音付

防　滴

中折れタイプテントの特長
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。

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。

6W

防　水
IP66対応

6W

90-5519 スターターメガホン TSS-001
  ･･････････････････････････････････････････････････････････¥44,110

（税抜¥40,100）火薬を使わない安全な電子音でスタート！
本物の火薬のピストル音と同等の音量で何発も連射可能
口径15×13.5㎝　全長25.3㎝　質量630g　通達距離約250m　
ピストル音：315m　電池持続時間：音声約9時間　使用電池単
三×6
※メガホンの性質上、スピーカーの方向性により音の拡散に多少
の限界が生じることがあります。

耐　水
IP66対応

驚きのコスト
パフォーマンス！

（国旗は別売）

90-5967 VINUS 2台セット
  ･･････････････････････････････････････････¥22,000

（税抜¥20,000）
かんたん操作！超軽量！超小型！
 ● 学校・施設などの行事やイベント運営の連絡用に
最適。登録や免許は不要！ランニングコストは電
池代のみの低コスト運用。

寸法：幅4.9×奥行3.9×高さ12.8㎝（1台）（アン
テナ含む）　質量：0.066㎏（電池含まず）　
特定小電力トランシーバー（技術基準適合品）　使用周波
数：400MHz　チャンネル数：20ch　電波型式：F3E　
送信出力：10mW　通信方式：交互通信　付属品：ベル
トクリップ

運動会・体育祭用品 ［本部用品］運動会・体育祭用品 ［本部用品］
運動会・体育祭用品のことなら何でも揃う教文へ!!
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