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捺印見本（原寸）

・１つのスタンプに、６つの
印面を内蔵（全４タイプ）
ダイヤルを回すだけで
簡単にタイトルを変えられます。

・スタンプ台不要！
キャップを外すだけで捺印できます。

・インキ補充タイプで繰り返し使えます。

１パック １００枚×２個入 ￥２８０- １パック １００枚×３個入 ￥２９０- １パック １００枚×４個入 ￥２８０-

税別定価 各 ￥２,３００-

税込ご提供価格 各 ￥１,６８０－

※お取寄商品のため、納期に約１週間ほどお時間をいただきます。

専用補充インキ ＰＩ-１０（藍･朱･黒）
税別定価 各￥３００-
税込ご提供価格 各￥２１０-

※ご注文の際は、品番 ＰＲ-□をご指定下さい。
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ニューコン工業 電動パンチ＆ステープラー

ＳＰｰ１９１１ 税別定価 ￥１２,８００ｰ 税別ご提供価格 ￥８,８００-

2008 年 4 月号
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◆穿孔・綴じ枚数 ＰＰＣ用紙約２０枚！

）

◆乾電池でも使用できるので
使用する時と場所を選びません！

※お取

青いボタンを押すだけで、
パンチ/ステープラーの
切り替えができます。

１台２役「電動パンチ」と
「ステープラー」のコラボレーション！

綴じ奥行･パンチ奥行 １１ｍｍ

２穴 パンチ穴 間隔 ８０ｍｍ
穴罫 ６.３５ｍｍ

商品仕様
●対応用紙 ： Ａ６ 長辺 ～ Ａ４ 長辺 （ガイド付き）
●針装填数 ： １連 （Ｎｏ.１０号針 ５０本）
●本体寸法 ： Ｗ１２０×Ｄ１４０×Ｈ１３３ （ｍｍ）
●本体質量 ： 約８３ｇ
●電 源 ： ＡＣアダプター or 単３乾電池 6本 （別売）
●付 属 品： 取扱説明書･ＡＣアダプター・１０号針 １連

透明カス箱カバーで、
ごみの残量が
ひと目でわかります。

針は専用装着部へセット。

◆軽量・省スペース設計！

※イメージ図



最大収容枚数 A4 約115枚

税別ご提供価格

￥９,０００－
※ご注文の際は、色をご指定下さい。

税別ご提供価格

￥１３,９００－

税別ご提供価格

￥９,５００－

最大収容枚数 A4 約100枚

最大収容枚数 A4 約40枚
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三菱鉛筆 いつも細く 濃く書ける

回転シャープペン 『クルトガ』

2008 年 5 月号
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）

シルバー・ブラック･ブルー･ピンク
グリーン･オレンジ （全６色）

※お取

税別ご提供価格 １本 ￥３００-

シルバー・ブラック
ブルー･ピンク （全４色）



30分

20,000円（税別） 20,000円（税別）

20枚（50Hz）/17枚(60Hz)

▽キャンペーン対象機種

但し、以下を当キャンペーンの条件とさせて頂きます。

・100Kg以下のフロアータイプのシュレッダーのみ引き取り致します。

（メーカーを問わず）

・離島その他遠隔地は対象地域外

東京本社/03(5351)1801

名古屋/052（586）2141

大阪/06(6229)3341

福岡/092(483)0005

キャンペーン対象
全機種に漏れなく、
一本の鋼棒から
削り出した
高剛性カッターを
採用！

高い信頼性を誇る

『一本刃』を標準採用

Made in Japan

GF03320主要スペック GF01320 GF02320

498,000円（税別） 298,000円（税別） 328,000円（税別）

2.8x30mmクロスカット（紙用）
スパイク＆ストレートカット
（メディア用）

2.3x20mmクロスカット 4.3x35mmクロスカット

・希望小売価格

（紙専用細断機） （紙専用細断機）

25枚（50Hz）22枚（60Hz) 30枚（50Hz）/27枚(60Hz)
CD3枚/ MO1枚

FD2枚/CARD4枚

・最大細断枚数

・細断サイズ

・運転時間

705mm

358mm
658mm

500mm
315mm

700mm

900mm

400mm
500mm

MO細断まで可のマルチタイプ！ コンパクト＆ハイセキュリティ！ シリーズ最大の処理能力！

▽今だけのチャンス！期間限定キャンペーン特典 （以下のコースより特典をお選び頂けます）

・Ａコース

＜搬入＆設置＆既設品引取り＞無償サービスコース

・Ｂコース

ご購入謝礼コース ＜１万円相当カタログギフト＞

ギフトカタログの中からお好きなものを
お選び頂けます。

ご注文は信頼と実績のある当店へ

ご購入製品の搬入＆設置に加え、不要になっ
た既設品の引き取りを無償で致します。

930mm

500mm

530mm

Made in Germany

G5500X

希望小売価格

最大細断枚数

細断サイズ

運転時間

G5400S
281,400円

（268,000円）
344,400円

（328,000円）

25枚（50Hz)

22枚（60Hz)

18枚（50Hz)

16枚(60Hz)

5.9mm

ストレートカット

4x30mm

クロスカット

連続連続

■主要スペック■

Ａ３サイズ投入対応

・搬入設置料金 20,000円（税別）

30分30分

■期間限定/２００８年６月３０日受注分まで！

シリーズ全機種
Ａ３サイズ投入対応！

定価￥298,000（税別） 定価￥328,000（税別）定価￥498,000（税別）

特別価格にてご奉仕いたします！
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不要なデータを「ごみ箱」に入れただけで
安心していませんか？
不要なデータをごみ箱に捨てて削除しても
データ復元ソフトなどを利用すれば
簡単に復元できてしまうのです！

ＮＳ-ＤＳ１ 税別定価 ￥10,500-

税別ご提供価格 ￥６,９８０－

※お取

ストラップをつけることもできる
コンパクトで携帯に便利なＵＳＢタイプです

ＵＳＢポートに差すだけの
データ完全抹消ツール

復元できません。

共用できて、経済的！

1
アイコンが出現します。

2
ドラッグ＆ドロップするだけで、データが完全抹消されます。
3

●パソコンにソフトウェアのインストールが不要！

●1本あれば何台でも使用可能！

完全抹消！

これを
使えば

不要なデータをアイコンにドラッグ＆ドロップするだけで

データが完全抹消されます。

抹消方式
①標準シュレッド：

ＮＳＡ（米国国家安全保障局）推奨方式
（ランダムデータ２回上書＋ゼロ１回上書）

②高速シュレッド ：
ランダムライト（ランダムデータ１回上書）

●自分専用以外のパソコンを使って作業した後のデータ抹消に！
●個人情報や機密データを取り扱った後の完全抹消！
●ソフトウェアのインストールが禁止されている企業の方に！
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震災から頭を守る身近な道具

2008 年 7 月号
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税

税別ご提供価格 ￥５,０００－

※お取

たためるヘルメット
タタメット！

タタメットは、プラスチック平板を湾曲させることで
強度を増しながら立体化する、今までにない商品です。

立体化したタタメットは、ブリッジと呼ばれる
パーツによって形態保持します。



税別ご提供価格 ￥２２,０００－

デジタルカメラ カシオ ＥＸ－Ｚ９

税別ご提供価格 ￥９,５００－
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税

※お取

非常にコンパクト、縦横どちらにも置けます。

Ｗｉｎ・Ｍａｃそれぞれに対応した専用ソフトで
パソコンから手軽にラベル作りができます。

～誕生から２０年～
生まれ変わった、斬新なデザインとスタイルの
ラベルライター『テプラ』です。

商品仕様
●対応ﾃｰﾌﾟ ： テプラＰｒｏテープ 4～24mm 
●本体寸法 ： W100×D105×H104 （mm）
●本体質量 ： 約550g
●電 源 ： 付属ＡＣアダプター or 単３乾電池 6本 （別売）
※機能詳細につきましては、メーカーホームページ等でご確認下さい。

約１０センチの正方形
コンパクトな手のひらサイズ

タッチ感重視のキーボード

商品仕様
●対応ﾃｰﾌﾟ ： テプラＰｒｏテープ 4～24mm 
●本体寸法 ： W48×D145×H107 （mm）
●本体質量 ： 約360g
●電 源 ： 付属ＡＣアダプター
※ＰＣ接続専用機のため、対応ＯＳ・動作環境につきましては、

メーカーホームページ等で必ずご確認ください。

税別定価 ￥１９,８００-

税別ご提供価格 ￥１３,８００－

税別定価 ￥２２,８００-

税別ご提供価格 ￥１５,９００－

レッドとパールホワイトの２色

パールホワイト

多彩な記号やデザインを
あらかじめ搭載。
初めてのラベル作りも
簡単に！

乾電池／アダプタの２Ｗａｙ電池
電池をバッテリーボックスに入れて
差し込むだけ！

角度調整可能なディスプレイ



☆★☆ 夏期休業日のお知らせ ☆★☆

期間中は何かとご迷惑をおかけするかと存じますが、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

夏期休業日（お盆休み）８月１３日(水)～８月１７日(日) 臨時休業日（社内行事のため） ８月２２日(金)
８月１８日（月）より通常営業いたします。 ８月２５日（月）より通常営業いたします。

専用つめ替えシール ターＰＳ３（２００片×２個入） 税別定価 ￥４００

ビニールパッチホルダー
＜ワンパッチスタンプ＞ タ－ＰＳＭ１０Ｂ（２００片入）

税別定価 ￥４００ 税別ご提供価格 ￥２８０－

シールサイズ： 外径 Φ14.5 穴径 Φ6(mm)

税別ご提供価格 ￥２８０－
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2008 年 9 月号
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税

※お取

商品仕様
●品 番 ： ＬＳ-100ＴＫＭ （ブラック/ホワイト）
●液晶表示 ： 10桁
●本体寸法 ： W104×D65×H38 （mm） ※閉じた状態

： W186×D65×H65 （mm） ※開いた状態
●本体質量 ： 116.8g
●電 源 ： リチウム電池 1個

（PC接続時はバスパワーによる電源供給）
●対応ＯＳ ： Windows Me/2000 Pro/XP/Vista

●付 属 品 ： USBケーブル（1m）

オープン価格

税込ご提供価格 ￥３,３８０－

本体を綴じた状態では、光学式マウスとして
使用することができます。

行楽・イベントの必需品 デジタルビデオカメラ

小さくてたっぷり撮れる
内蔵メモリー３２ＧＢの
ダブルメモリー

開いた状態では、電卓として、
ＰＣに繋げば、テンキー電卓として
使用できます。

ともにオープン価格

税込ご提供価格 １台 ￥１１７,５００－

iVIS HG21iVIS HF11

大容量１２０ＧＢの
ＨＤ搭載でハイビジョン記
録。最大約４５時間の録画
が可能。

商品仕様
●画 素 数 ： ３３１万画素
●液晶モニター ： ２.７型ワイドカラー液晶
●光学ズーム ： １２倍
●本体寸法 ： W73×D64×H129 （mm）
●本体質量 ： 約380g

商品仕様
●画 素 数 ： ３３１万画素
●液晶モニター ： ２.７型ワイドカラー液晶
●光学ズーム ： １２倍
●本体寸法 ： W80×D77×H139 （mm）
●本体質量 ： 約490g

規格上限高画質フルハイビジョン映像の
長時間記録を実現。

※詳細仕様につきましては、メーカーホームページ等で
ご確認ください。



専用つめ替えシール ターＰＳ３（２００片×２個入） 税別定価 ￥４００

ビニールパッチホルダー
＜ワンパッチスタンプ＞ タ－ＰＳＭ１０Ｂ（２００片入）

税別定価 ￥４００ 税別ご提供価格 ￥２８０－

シールサイズ： 外径 Φ14.5 穴径 Φ6(mm)

税込ご提供価格

￥４,９８０－
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加賀コンポーネント マウスペン ＫＧ－ＤＰ１ 税別ご提供価格 ￥９,８００－

デジタルペンとマウス機能を備えた
究極のワイヤレスデジタルペン

パソコンに手書き入力ができる！
ボールペンで紙に書いた文字や図形が、そのままパソコンに取り込めます。
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2008 年 11 月号
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ＫＩＲ－Ｓ３Ｓ ホワイト/ピンク/ブラック

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥３,９８０-

●表面温度 ： 弱モード 約39℃ 
： 強モード 約43℃ 

●接続時間 ： 弱モード 約5時間
： 強モード 約4時間

●充電時間 ： 約4.5時間
●電 池 ： 単3充電池 eneloop 2本
●本体寸法 ： W46×D84×H20 （ｍｍ）
●本体質量 ： 約104ｇ （電池含む）
●付 属 品： 充電用ＡＣアダプタ・布製ケース・電池 2本

ＫＩＲ－ＳＬ１Ｓ ブラック/シルバー

●表面温度 ： 弱モード 約39℃ 
： 強モード 約43℃ 

●接続時間 ： 弱モード 約7時間
： 強モード 約5時間

●充電時間 ： 約3時間
●内蔵電池 ： 専用リチウムイオン電池
●本体寸法 ： W62×D84×H19 （ｍｍ）
●本体質量 ： 約80ｇ（電池含む）
●付 属 品： 充電用ＡＣアダプタ・布製ケース

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥４,９８０-

スイッチ付きで、使いたいときだけ
スイッチひとつでＯＮ/ＯＦＦ。強弱２段階の温度切替。
必要なときだけ、必要な温度で使用できます。

約５００回 繰り返し使える
約３時間でスピード充電でき、 大７時間使用できます。
電池残量は３段階の表示で確認できます。

※こちらの商品は、昨年発売のものの、型番変更品です。
専用ケースがつきました。また、片面のみの発熱となります。

約１,０００回 繰り返し使える
電池残量は３段階の表示で確認できます。
電源は単３ニッケル水素充電池、エネループを２個使用。

予備のエネループを持ち歩けば、長時間の使用ができます。
オフシーズンは単３充電池と充電器として使えます。

新開発の両面発熱タイプ
スイッチひとつでＯＮ/ＯＦＦ。
温度は強弱２段階切替。急速に暖まるターボモード搭載。

マイコン制御で温度調整
温度の上がりすぎを自動でコントロール。
お子様からご年配の方まで、安心してお使いいただけます。

マイコン制御で温度調整
温度の上がりすぎを自動でコントロール。
お子様からご年配の方まで、安心してお使いいただけます。

充電して繰り返し使える
ｅｎｅｌｏｏｐ ｋａｉｒｏ（エネループ カイロ）

～ ｅｎｅｌｏｏｐ ｗａｒｍｅｒ ｓｅｒｉｅｓ ～



充電式ポータブルウォーマー
ｅｎｅｌｏｏｐ ａｎｋａ （エネループ アンカ）

充電式、ポータブルで使える電気アンカです。
生活防水設計で、アウトドアでのご使用もＯＫ！
通常のアンカのように、電源コードにつないだ状態でもご使用いただけます。

おやすみ時はもちろん… 冬の屋外でのスポーツ観戦に

受験勉強・デスクワークでの足温器として
車の運転・仮眠時に
ベビー布団の保温に… 使い方はアイディア次第！

※今月号の商品につきましては、お取り寄せ商品のため、お届けに約１週間お時間頂きます。 季節商品につき、品切、完売の際はご容赦ください。

また、人気商品のため、昨年に引き続き品薄により、お届けに半月～１か月程度お待たせするおそれがあります。本格的な冬の前に、お早めのご注文をお待ちしております。

表面温度： 弱モード 約４０℃、強モード 約４４℃
持続時間： 弱モード 約１２時間、強モード 約９時間
充電時間： 約３.５時間
内蔵電池： 専用ニッケル水素電池
本体寸法： Ｗ１８７×Ｄ１８７×Ｈ３３（mm）
本体質量： 約１.２kg 
付 属 品： ＡＣコード・充電用アダプタ・専用カバー
オフタイマー設定： １時間／３時間

充電式ひざかけ
ｅｎｅｌｏｏｐ ｓｏｆｔ ｗａｒｍｅｒ（エネループ ソフトウォーマー)

コードレスで、場所を選ばず使える
充電式で、屋外やリビング・オフィス、場所を選ばず使えます。
上に座っても使用できます。

電源コードにつないだ状態でも使えます。マイコン制御で
適温度をコントロール。４時間後にスイッチが

自動的に切れるので、そのまま眠ってしまっても安心です。

マットとカバーの分離構造
ヒーターマットだけでも、布団や寝袋などに入れて使えます。
マットは手洗い可能、カバーは、ホワイトは水拭き、
ストライプは手洗い可能です。

コントローラ部は屋外での使用を考慮した、生活防水設計。
取り外しもできます。

持続時間： 標準モード 約３.５時間、強モード 約２.５時間
充電時間： 約２.５時間
内蔵電池： 専用リチウムイオン電池
寸 法： ヒーターマット Ｗ４００×Ｄ４００（mm）

カバー Ｗ７００×Ｄ４５０（mm）
付 属 品： 専用カバー・コントローラー・

ＡＣコード・充電用アダプタ
収納ポーチ（ＥＮＷ－ＳＷ１Ｓのみ）

※こちらの商品は、昨年発売のものの
型番変更品です。専用カバーがつき、
接続時間が長くなりました。

収納ポーチ
（W240×L250）

ＥＮＷ－ＳＷ１Ｓ（シシリーホワイト）

～ ｅｎｅｌｏｏｐ ｗａｒｍｅｒ ｓｅｒｉｅｓ ～

ＥＮＷ－ＳＷ２Ｓ（スカンジナビアストライプ）

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥１２,６００-

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥９,８００-

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥１４,５００-
ＫＩＲ－Ｓ５Ｓ



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

2008年 年末特大号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

コクヨ ３ウェイ蛍光マーカー Ｂｅｅｔｌｅ Ｔｉｐ（ビートルティップ）

上下持ち替え不要！
３ＷＡＹマーカー
従来の蛍光ツインマーカーのように、
ペン先を使い分けるために、
ペンの上下を持ち替える必要がありません。

文字囲みには二重線！
二重線は、文字を囲むようにして
マークできるため、コピーしても
文字にかぶらず、見やすさを保てます。

ＰＭ－Ｌ３０１
Ｂ（ブルー）･Ｇ（グリーン）
Ｐ（ピンク）･Ｙ（イエロー）
ＹＲ（オレンジ）

税別定価 各色１本 ￥１５０-

ご提供価格 ￥１１０-（税込）

補充インク ＰＭＲ－Ｌ１０

各色 １個 税別定価 ￥６００-

ご提供価格 ￥４４１-（税込）

全５色セット ＰＭーＬ３０１ー５Ｓ

税別定価 ￥７５０-

ご提供価格 ￥５５１-（税込）



ボタンを押すだけで、部屋中をお掃除
スイッチＯＮでルンバは行動開始。 新の人工知能「ＡＷＡＲＥ」により、掃除する部屋の形状、広さ、汚れ具合などを
賢く判断します。状況に応じて、 適な走行パターンと稼働時間を考え、的確な清掃を行い、部屋中をきれいにします。

ボタンを押すだけでクリーニング開始！
掃除革命を起こした標準モデル。

とことんかきとる すいとる ルンバ
～究極のマルチベクトル集塵 あきらめないお掃除ロボット～

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥７２,０００-

●５３０が備える高性能・多彩な機能に加えて…
●１週間分のスケジュールを曜日、１日１回、１分刻みで設定可能。
●ワイヤレスコマンドセンター（リモコン）で

遠隔操作やスケジューリングも楽々。
●複数のお部屋掃除に便利、ルンバをスムーズに

ナビゲーションする、お部屋ナビのライトハウス機能。

●ｃｌｅａｎ（通常清掃）、ｓｔｏｐ（集中清掃）
状況に合わせて選べる２つのモード。

●ボタンひとつで掃除を開始。終了後はホームベースに
自動で戻り、充電スタート。

●３時間充電で 大９０～１２０分稼働。
●１時間の掃除で、電気代は約１円という抜群の経済性。

曜日単位で稼働時間をスケジュール予約！
全自動掃除を実現した上級モデル。

自動掃除機 ルンバ５３０ 自動掃除機 ルンバ５７０

<セット内容>
本体・ホームベース・充電器・
バーチャルウォール×２・
交換用フィルタ・お手入れツール

<セット内容>
本体・ホームベース・充電器・
お部屋ナビ×２・リモコン・交換用フィルタ・
交換用メインブラシ＆フレキシブルブラシ・
お手入れツール

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥８５,０００-

自分で戻って充電
掃除が完了したとき、
バッテリー残量が少なく
なったときは、赤外線
通信で自動的に戻って
充電開始、次のお掃除に
備えます。

階段を感知して回避
走行中、進行方向に
段差がある場合は、
直ちに感知してルートを
変更。落下を防ぎます。
階段なども安心です。

掃除エリアも自由に設定
バーチャルウォールや
お部屋ナビを使えば、
掃除エリアの設定も可能。

センサーが見えない壁を感知、
指定以外の場所には
立ち入りません。

家具へのショックも 小限
高精度なセンサーが物体を
感知し、速度を緩めるソフト
タッチバンパーを搭載。
接触のショックを和らげ、
壁面や家具へのダメージを

小限に抑えます。

ゴミの多い場所は入念に
多い汚れの激しい場所は
センサーが感知。
特に時間をかけて念入りに
掃除します。

フローリングや畳、カーペットも
床面とブラシの接触角度を
床材に応じて 適化する
角度自動調整機能付きです。

防塵・クリーン・静音
本体裏面のシールドが、ホコリの
内部への侵入を減少させるので、
排気量が少なく、クリーン。
静音設計で夜間でもお掃除可能です。



充電式ポータブルウォーマー
ｅｎｅｌｏｏｐ ａｎｋａ （エネループ アンカ）

●幅３８ｃｍ、高さ１０ｃｍ以下の場所は、ルンバが入れないため掃除ができません。●高さ２ｃｍ以上の床の敷居や段差などは乗り越えることができません。

●タイル・コンクリートの床・毛足の長いカーペットの上や・濡れたフロアでのご使用はできません。●類似品・粗悪品が出回っております。ご注意下さい。

出張デモも承ります。お気軽にお問い合わせください！

＜商品仕様＞
製造元 ：ｉＲｏｂｏｔ社（アメリカ・マサチューセッツ州） 集塵方法：ダストビン式（紙パック不要）
稼働時間：ＣＬＥＡＮ（通常清掃）モード／ 大６０分 稼働面積：ＣＬＥＡＮ（通常清掃）モード／ 大２５畳
本体寸法：Ｗ３４×Ｈ９.２ｃｍ 本体重量：３.７ｋｇ（バッテリー含む）
電源方式：充電式ニッケル水素電池（充電時間約３時間）

※別途単１乾電池4本（530用）・単２乾電池4本と単3乾電池4本（570用）が必要です（別売）。



電源： ＵＳＢポートより供給（５Ｖ）
寸法： Ｗ８５×Ｄ１４１×Ｈ３７（mm）
重量： 約３７０ｇ
ケーブル長：１ｍ
保冷・保温温度：約１５／４０℃ 

ＵＳＢポートからの電源で、カップの温度を冷めにくくします！

ＵＳＢ－ＴＯＹ８
※使用できるマグカップのサイズ： 高さ９０ｍｍ以上、直径６５～８６ｍｍ以下、

取手の付け根から付け根までの長さ、８５ｍｍ以下。
マジックテープ式で巻き幅調節ができます。
カップは商品に含まれません。

収納ポーチ
（W240×L250）

ＵＳＢカップウォーマー

～ ＵＳＢあったかグッズシリーズ ～

ＵＳＢペットボトルウォーマー

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥１,６８０-

ｵｰﾌﾟﾝ価格

税込ご提供価格 ￥２,９８０-

ｵｰﾌﾟﾝ価格 税込ご提供価格 ￥１,３８０-

デスクで飲み物の保冷・保温ができる！

電源： ＵＳＢポートより供給（５Ｖ）
寸法： Ｗ６７×Ｄ６７×Ｈ１００（mm）
重量： 約６５ｇ
ケーブル長：１.５ｍ
保温温度：約５０～６０℃ 

電源： ＵＳＢポートより供給（５Ｖ） 寸法： Ｗ３００×Ｄ８６×Ｈ７（mm）
重量： 約６０ｇ ケーブル長：１ｍ 保温温度：約４０℃ 

選べる３種類のデザイン！
ＧＨ－ＵＳＢ－ＰＥＴＫ（ブラック）
ＧＨ－ＵＳＢ－ＰＥＴＰ（ピンク）
ＧＨ－ＵＳＢ－ＰＥＴＭ（カムフラージュ）




