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２０２０ 年 １ 月号

エレコム

噴霧器本体

『 エクリアミスト ｆｏｒ Ｐｒｏ 』

税別定価 ￥１５,８００-
税別ご提供価格 ￥１２,６５０-

「クリーンモード」を搭載
弱酸性次亜塩素酸水“エクリアゼロ ｆｏｒ Ｐｒｏ シリーズ”を入れて使う専用モード“クリーンモード”を使うと
部屋の広さに合わせて、ニオイや菌・ウイルス対策に 適な量を自動で噴霧し、快適な空間を作ります。

加湿器としても使用可能
水道水を入れて“加湿モード”で使うと、加湿器としても使用可能です。

電子機器にも安心のマイクロミストを噴霧
微粒子のミストを作る良質な超音波振動子のみを厳選して使用。
気化しやすいため、周囲が水で濡れにくく
電子機器のある環境でも安心してお使いいただけます。

給水が楽な上部給水タイプ
フタを外して上から注げます。タンクを持ち運ぶ手間や
セットする際の水濡れの心配がなく、給水作業の負担を減らします。

弱酸性次亜塩素酸水

『 エクリアゼロ ｆｏｒ Ｐｒｏ 』

４Ｌ 税別定価 ￥７,０００- 税別ご提供価格 ￥６,３００-

１０Ｌ 税別定価 ￥１０,０００- 税別ご提供価格 ￥９,０００-

２０Ｌ 税別定価 ￥１６,０００- 税別ご提供価格 ￥１４,４００-

ニオイや菌・ウイルス対策に 適な量を自動で噴霧し、オフィスや事務所の
快適な空間を作ることができる弱酸性次亜塩素酸水“エクリアゼロ ｆｏｒ Ｐｒｏ シリーズ”の専用噴霧器

【仕様】

● 本体寸法：W170×D170×H345mm
● 本体質量：約1.6g 
● タンク容量：5Ｌ
● 電源／消費電力：AC100V／約20W

● ミスト量切替／動作時間（満水時）：

クリーンモード＝6畳（約48.7時間）・
10畳（31.8時間）・14畳（約21時間）

加湿モード＝弱（約50時間）・
中（約25時間）・強（約16時間）

●その他：タンク内の水が無くなると自動的に運転を
停止する空焚き防止機能付き。

エクリアゼロと水を１：１の割合で薄めて使います。



「扉が開くかも」を知って安心 扉を開けることを知らせて安心

を解消！ 安全安心な環境に！

扉につけるお知らせライト（無線タイプ）の特徴

● 背面の強力マグネットでカンタン取付！

● 同梱の取付補助板をつけてネジまたは両面テープで取り付ければ
木製の扉や通路の壁面にも設置可能！

● 無線接続で分厚い扉やコーナーなどに設置可能！

● ライトとブザーでお知らせ（ライト・ブザーはＯＮ／ＯＦＦ選択可）

● 電池寿命は約２年（単２乾電池×４本×２台分必要）
※１日３０回センサー感知時（使用環境により異なります）

●『シングルモード』で１台でも使用可能！

倉庫などの扉が急に開いて、ハッとしたことないですか？

曲がり角などでの衝突防止に 危険な場所での注意喚起や防犯に

『 扉につけるお知らせライト 』
無線タイプ ＴＡＬ２０

税別定価 ￥１４,０００-

税別ご提供価格 ￥１１,２００-

センサーの検知範囲
（床から1.2ｍの高さに設置した場合）



2007 年 3 月号
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２０２０ 年 ２ 月号

近年、「ながら運転」による死亡事故が相次ぐなど危険な運転が社会問題化
しており、罰則強化を求める声が上がっていました。
昨年１２月１日、道路交通法が一部改正。違反点数と反則金が約３倍に
引き上げられ、懲役刑も重くなるなど厳罰化されました。

ハンズフリーカーキットやＢｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドセットを使用しましょう。

本来ならば運転中は運転に集中するのが一番ですが、緊急の電話を受ける場合などにはハンズフリーキットや
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドセットがオススメです。携帯電話やスマホを手で操作することなく電話に出られます。
運転中に電話を受け、安全な場所に停車して通話を再開すれば安心です。

税別定価 ￥9,400-

税別ご提供価格 １個 ￥７,０００-

税別定価 ￥7,400-

税別定価 ￥5,400-

税別定価 ￥4,600-

税別定価 ￥6,000-

税別定価 ￥3,600-

税別定価 ￥9,000-

税別定価 ￥11,000-

税別ご提供価格 １個 ￥５,５００-

税別ご提供価格 １個 ￥７,０００-

税別ご提供価格 １個 ￥７,０００-

税別ご提供価格 １個 ￥４,５００-

税別ご提供価格 １個 ￥２,７００-

税別ご提供価格 １個 ￥６,７００-

税別ご提供価格 １個 ￥８,２００-



⑤④②①③

商品コード

ポケトークS 本体

■寸法：幅53.8mm/厚み11.5mm/高さ91.6mm ■質量：75g ■ディスプレイ：2.8inch(解像度640×480px)タッチパネル ■音
声翻訳対応言語数：74言語(55言語では音声とテキストに、19言語ではテキストに翻訳します。2019年11月時点) ■カメラ：リア
カメラ800万画素オートフォーカス ■カメラ翻訳対応言語数：55言語 ■スピーカー/マイク：1.5Wスピーカー×2/ノイズキャン
セリング機能搭載デュアルマイク ■CPU：ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz ■OS：Android OS 8.1のカスタマイズ OS ■
メモリ：ROM 8GB/RAM 1GB ■充電端子：USB Type-C ■バッテリー：1200mAh(リチウムイオン電池) ■連続待受時間：約
60時間(電波を正常に受信できる静止状態での平均時間。使用環境や設定などにより、連続待受時間は変動します。) ■連続翻訳時
間：約270分(10分あたり5分間連続して翻訳を行ない、輝度50%、音量50%の状態で繰り返した場合の時間。使用環境や設定など
により、連続翻訳時間は変動します。) ■充電時間：約105分(本製品付属品の電源アダプタとケーブルを使用) ■ワット時定格量：
4.56Wh(旅客機搭乗時や空輸時、リチウムイオン電池のワット時定格量の提示が求められた場合はこの数値を報告してください) 
■充電仕様：入力電圧＝5V/入力電流 2Aまで ■Bluetooth：Bluetooth4.2 ■SIMカードスロット：nano-SIM ■データ通信方
式、対応周波数帯：3G＝[W-CDMA]1/2/5/6/19、4G=[FDD-LTE]1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28b、［TD-LTE］38/39/40 ■
Wi-Fi対応周波数： IEEE802.11a/b/g/n、2.4GHz＝1～11ch、5GHz＝5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)※注)電波
法で、5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)の屋外利用は禁止されています。必ず屋内で利用してください。(5.2GHz帯高出力データ
通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合は除きます) ■GPS：搭載 ■動作環境：動作温度＝0°C～40°C(結露が
ないこと) /保存温度＝-20°C～45°C(結露がないこと)

①～⑤

⑥■寸法：90×3×55mm ■質量：10g ■nanoSIM ■133の国と地域で利用可能 ■通電から2年間利用可能
①～⑥※ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。

POCKETALK本体
スタートガイド
ユーザー登録カード
使用許諾条件書
ハードウェア保証書
（個人向け、日本国内のみ）
ACアダプター
充電用USBケーブル
（本体側：USB Type-C、
 給電側：USB Type-A)
取扱説明書

■
■
■
■
■

■
■

■

【セット内容】

749-991
モデル

WiFi仕様SIM無
品番

PTSWW

本体色

白 1① ￥24,800＋税
入数 Ⓜ価格 価格

ソースネクスト

￥24,800＋税

749-989 POCKETALK専用SIM(国際2年) W1P-GSIM⑥ ￥10,000＋税

749-992 PTSGK黒 1② ￥29,800＋税￥29,800＋税

91.6mm ※ほぼ原寸

外国語で書かれた文字をポケトークのカメラで
撮影すると、画像内で日本語に翻訳します。

看板のような色付きの
テキストもばっちり翻訳。

何語か分からなくても
AIが自動で言語を判別。

NEW!

▲

カメラ翻訳

通信スピードがさらに速くなりました。
また、ボタンを押した瞬間から翻訳が始まる
ため、反応速度が大幅に速くなりました。

押した瞬間から始まる！
高速翻訳 ▲NEW!

夢のAI通訳機 ポケトーク

より速く、薄く、軽く、便利に。

ソースネクストのポケトークは、互いの言葉を話せない人同士が対話できるAI通訳機です。
74の言語に対応し、55言語で音声とテキストに、19言語でテキストに翻訳できます。

（対応言語の詳細はメーカーのサイトを参照）

749-993 PTSGW白 1③ ￥29,800＋税￥29,800＋税

749-994 PTSGG金 1④ ￥29,800＋税￥29,800＋税

749-995 PTSGR赤 1⑤ ￥29,800＋税￥29,800＋税

からのおすすめ

ポケトークSの
動画はこちら

https://youtu.be/
CNWBosfuwkA

ボタンを
押しながら
話すだけ

名刺サイズのボディに

大きな画面！名刺サイズのボディに

大きな画面！

グローバル
通信

SIM2年付

さらに進化し
た

新型Sタイプ
登場！登場！

外国人の保護者・子どもとのコミュニケーションに
コミュニケーションに

74言語対応

本体カラーは4色！
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ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０２０ 年 ３ 月号

キングジム エアクッションメーカー（フィルムは付属しておりません）

『 エアフィット 』 ＡＦＭ１０ 税別定価 ￥９０,０００- 税別ご提供価格 ￥６７,５００-

（● 本体寸法：W405×D220×H270mm ● 本体質量：約4kg ● 電源：AC100V ● 運行速度：毎分8m）

専用フィルム（材質：高密度ポリエチレン 色：緑）

ピロータイプ ＡＦＦ２０１０ 税別定価 ￥７,０００- 税別ご提供価格 ￥５,６００-

（● 外形寸法：W130×D130×H200mm ● フィルム長：約400m ● 製作可能個数：約4,000個／巻）

バブルタイプ ＡＦＦ４０３２ 税別定価 ￥９,２００- 税別ご提供価格 ￥７,３００-

（● 外形寸法：W140×D140×H400mm ● フィルム長：約280m ● 製作可能個数：約875個／巻）

エアクッションメーカー『 エアフィット 』は、オフィスやご家庭でエアクッションを簡単に作成できる
梱包材製造機です。専用フィルムを使用し、必要な分だけ空気を入れて膨らませて作成できるため、一般的な
エアキャップなどに比べて梱包材の保管スペースを削減できます。
作成したエアクッションは、空気を抜けば小さくなるため、使用後の処分も簡単です。

専用フィルムは長方形に空気が入るピロータイプと、泡のように複数の空気が入るバブルタイプの２種類です。

梱包の詰め物として使いやすいピロータイプ 割れ物や精密機器を包むのに便利なバブルタイプ 電源を入れればすぐスタート

フィルムにはミシン目がついているので
梱包の隙間や包装物に合わせて手でちぎって
使用できます。



2020年
3⽉1⽇〜3⽉31⽇

※表示価格は2020年3月1日現在の税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率を申し受けます。
※諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。※環境対応商品は注文コードを緑文字で表記しています。
※メーカーの都合によりパッケージ及び内容量などが予告なく変更される場合があります。

¥136
参考売価（税別）

¥1,184
参考売価（税別）

¥840
参考売価（税別）

¥3,808
参考売価（税別）

¥192
参考売価（税別）

●お問い合わせは…



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０２０ 年 ４ 月号

３Ｍ 『 ポスト・イット エクストリームノート 』

ＥＸＴＲＭ３３－３ＡＳＪ１ １パック

税別定価 ￥９００- 税別ご提供価格 ￥６３０-

ＥＸＴＲＭ３３－１２ＡＳＪ１ １箱

税別定価 ￥３,５５０- 税別ご提供価格 ￥２,４８５-

特殊な用紙と粘着剤を使用し、優れた耐水性と、温度・湿度変化や
直射日光にも対応できる耐候性を実現しました。

強粘着で、コンクリートや木材などの凹凸面にも貼りつけられます。
水がかかる場所でも使用することができ、風雨や湿気などの
環境にも耐えることができます。

冷蔵・冷凍・加温などの温度変化が激しい場所でも使用可能です。

ＥＸＴＲＭ３３－３ＡＳＪ１

７６ｍｍ×７６ｍｍ
オレンジ・グリーン・イエロー

４５枚組×各１パッド入

ＥＸＴＲＭ３３－１２ＡＳＪ１

７６ｍｍ×７６ｍｍ
オレンジ・グリーン
イエロー・ミント

４５枚組×各３パッド入



2020年
4⽉1⽇〜4⽉30⽇ 〒0000000 東京都港区港南1丁⽬2番70号 TEL︓000000000 FAX︓000000000

※表示価格は2020年4月1日現在の税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率を申し受けます。
※諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。※環境対応商品は注文コードを緑文字で表記しています。
※メーカーの都合によりパッケージ及び内容量などが予告なく変更される場合があります。

¥200
参考売価（税別）

¥105
参考売価（税別）



OFFICE GOODS DELIVERY 株式会社イクモ

TEL：0532-56-0766 豊橋市南旭町78番地

FAX：0532-56-0767 http://www.ikumo-net.co.jp

感染予防は、自分の為だけではありません。

大切な人を守る行動に繋がります。

１人１人の小さな努力の積み重ねが

コロナに負けない強い団結力に！

終息宣言の発表の日まで一緒に戦いましょう。

他にもコロナウイルス対策グッズをご用意しております。 右下のQRコードからアクセスしてください。

写真を
入れてください

写真を
入れてください

写真を
入れてください

MONTHLY PAPER FOR REGULAR 

CUSTOMERS

IKUMO
2020年5月号

ＮＥＷＳ



2020年5月号

大人
向け

ご注文は…

株式会社イクモ

TEL：0532-56-0766
FAX：0532-56-0767
（土・日・祝日を除く9時～18時）

無料の教材やぬりえを
利用する

塗り絵サイト

おすすめ商品

おすすめ商品
お子様
向け

新型コロナウイルスがまん延しているなか、
ぬりえを購入しにいくのも気が引けます。
そこでおすすめなのが、インターネット上で
手に入る「無料ぬりえ」です。

サイト：もくもくん（子どもだけでなく大人も楽しめる
高レベルのぬりえもあるよ）

https://mokumokun.com/blog/nurie/a
npanman-nurie01

サイト：ちびむすドリル（知育や学習がで
きるので、年齢に合わせて楽しみながら
学習できるよ）

https://happylilac.net/nurie-
h.html

12色セット WYL12
¥672（税別）

16色セット WYL16
¥864（税別）

12色セット CB-NQ12C
¥560（税別）

24色セット CB-NQ24C
¥1,120（税別）

36色セット CB-NQ36C
¥1,680（税別）

いろえんぴつ
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２０２０ 年 ６ 月号

※抗ウイルス試験は、新型
コロナウイルスでの評価は
行っておりません。

本製品はウイルス増殖抑制
機能を有しますが、接触
対策を保証するものでは
ありません。

関西ペイント 『 接触感染対策シート 』

オープン価格

税別ご提供価格 ￥１,５００-

漆喰塗料コーティングで、抗菌・抗ウイルス

漆喰の主成分の消石灰は、強アルカリ性で、
菌やウイルスが生息できない環境です。

この効果で、漆喰成分に接触した菌や
ウイルスの増殖を抑えることができます。



飛沫感染防止用 透明マスク

使い捨てフェイスガードシート ３００枚入

オープン価格

税別ご提供価格 １箱 ￥６０,０００-

飛沫感染防止用透明マスク
使い捨てフェイスガードシート

＜ 使い方 ＞

１. ③を④に差し込みます。

２. 額に額側ストラップを接触させ、
①を②に差し込みます。

３. くもり防止のため、後頭部側
ストラップの長さを調整して、
通気性を良くします。

サイズ 横２４５×縦７４９ｍｍ、厚さ０.２５ｍｍの
高透明ポリプロピレン樹脂製のフェイスガードです。

帯電防止加工がしてありますので、飛沫やほこりが
つきにくくなっています。

医療現場でも使用されている、使い捨ての
フェイスガードです。

窓口業務・接客業の方や、
学校などにおすすめです。

マスクとの併用で、より効果を
高めることができます。

※マスクは付属しておりません。

① 後頭部側ストラップ

↓

②後頭部側
ストラップホール

↓

↑

③額側ストラップ
↑

④額側
ストラップホール

⑤フェイスガード







2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０２０ 年 ８ 月号

広幅＆大量印刷に適した
ＰＣ・スマホ専用『テプラ』の最上位モデル

ＳＲ-Ｒ７９００Ｐは、パソコン・
スマートフォン接続機の最上位
機種です。オフィスのネットワーク
環境に合わせて、ＵＳＢ、有線・
無線ＬＡＮから接続方式が選べ、
複数台の端末から印刷ができます。

従来の４～３６ｍｍのテープに
加え、「テプラ」ＰＲＯシリーズ
では初めて、幅の広い５０ｍｍ幅
テープカートリッジと、新たに
開発した大容量の「ＥＸロング
テープカートリッジ」を使うことが
できます。

５０ｍｍ幅のテープカートリッジは
大きな文字の印刷が可能なため、
注意表示や案内表示などを
目立たせることができます。

複数の行を印刷をしても見やすい
ため、多言語表示のラベルにも
適しています。

「ＥＸロングテープカートリッジ」
は、通常の８ｍ「テプラ」ＰＲＯ
テープの約５．６倍の長さのため、
大量印刷時もカートリッジ交換の
手間が省け、通常のテープを同じ
分量使用するよりも大幅にコストを
抑えることができます。



プラス 紙製クリアーホルダー

ＦＬ-２３０ＨＯ（単色１０枚入） ブルー・イエロー・ピンク

税別定価 各色 １パック ￥１,２００－

税別ご提供価格 １パック ￥８４０-

３色各１枚入 アソートパック ＦＬ－２３０ＨＯ－ＡＰ

税別定価 ￥３６０－

税別ご提供価格 １パック ￥２５２-

↑

③額側ストラップ

【プラスチック製クリアーホルダーの使い勝手をできる限り再現】

表紙が透けて中身が見える「透明性」、持ち運びや保管時に
必要な「耐水性」など、プラスチック製のクリアーホルダーの
基本性能を紙で実現するための試作を重ねた結果、紙に特殊な
溶剤を含浸させた製法を見い出しました。

適度な厚みと耐水性・耐油性を持たせているので、
書類をヨレや汚れから守ります。

表紙には鉛筆・シャープペンシル・油性ペンで直接
書き込むことができます。
透ける素材でありながら、紙製のメリットはそのまま
生かしています。

表面も裏面も主材料に紙を使用することで、
プラスチック使用量を約７０％削減いたしました。

リサイクルごみとしては出せませんが、燃えるゴミとして
廃棄することができます。サーマルリサイクルとしての
資源循環が可能です。

材質：
表＝紙（一部樹脂使用）
裏＝紙

外形寸法：
縦３１０×横２２０（ｍｍ）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０２０ 年 ９ 月号

広幅＆大量印刷に適した
ＰＣ・スマホ専用『テプラ』の最上位モデル

ＳＲ-Ｒ７９００Ｐは、パソコン・
スマートフォン接続機の最上位
機種です。オフィスのネットワーク
環境に合わせて、ＵＳＢ、有線・
無線ＬＡＮから接続方式が選べ、
複数台の端末から印刷ができます。

従来の４～３６ｍｍのテープに
加え、「テプラ」ＰＲＯシリーズ
では初めて、幅の広い５０ｍｍ幅
テープカートリッジと、新たに



2020年
9⽉1⽇〜９⽉30⽇

※表示価格は2020年9月1日現在の税抜価格を記載しています。別途消費税を申し受けます。なお、複数の商品をご注文いただいた場合は、税抜価格×商品点数×消費税率を申し受けます。

※諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。※環境対応商品は注文コードを緑文字で表記しています。

※メーカーの都合によりパッケージ及び内容量などが予告なく変更される場合があります。

¥1,750
参考売価（税抜）

¥300
参考売価（税抜）

¥220
参考売価（税抜）

¥360
参考売価（税抜）

¥320
参考売価（税抜）



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ

２０１０ 年 １１ 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０２０ 年 １０ 月号

対応ｗｅｂ会議システム

•Ｚｏｏｍ
•Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔ
•Ｇｏｏｇｌｅ Ｈａｎｇｏｕｔｓ
•Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ
•Ｓｌａｃｋ
•Ｓｋｙｐｅ
•Ｓｋｙｐｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ
•Ｃｉｓｃｏ Ｗｅｂｅｘ Ｔｅａｍｓ

•Ｃｉｓｃｏ ＷｅｂＥｘ Ｍｅｅｔｉｎｇｓ
•Ｂｌｕｅｊｅａｎｓ
•Ｇｏ Ｔｏ Ｍｅｅｔｉｎｇ
•Ｆａｃｅｂｏｏｋ Ｌｉｖｅ
•ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ
•Ｖ－Ｃｕｂｅ
•Ｌｉｆｅｓｉｚｅ
•ＬｉｖｅＯＮ など

オウル・イン・ワン これひとつでＷｅｂ会議に必要なすべてが揃う

「ミーティングオウル」は、カメラだけでなく、マイクもスピーカーも搭載。
これ１台でＷｅｂ会議室に必要な機材が揃い、パソコンに接続するだけで会議を
始められます。持ち運びも自在。パソコンとオウルがあればどこでも会議室になります。

ＡＩが、発言する人に自動でフォーカス

独自のＡＩが３６０度方向で声や動きを認識。
声を察知するのでマスクをしていても
ＯＫ。発言者に自動でフォーカスします。

誰がどんな表情で話しているのかまで伝わり、
別の場所から参加する人にも発言の
タイミングがわかりやすく、まるで実況中継の
ように臨場感あふれる会議ができます。
（半径２.５ｍ以内でのご使用を推奨します）

暗い部屋でもＩＳＯ感度を自動調整し、
映像を見やすくします。

話者が遠い場合は、自動でズーム。
マイクもスピーカーも３６０度対応。
合計８個のマイクを搭載し、半径５.５ｍまで
認識できます。
また、ノイズキャンセリングと音量均一化
機能により、会議の参加全員の声が
聞こえやすくなるように自動で調整します。

税別定価 ￥１１５,０００-
税別ご提供価格 ￥１００,０００-



マークタス カラータイプ

ＰＭーＭＴ２００
Ｂ（ブルー） Ｇ（グリーン） Ｐ（ピンク）
Ｖ（パープル） Ｙ（イエロー）

税別定価 各色 １本 ￥１５０－

税別ご提供価格 １本 ￥１０５-

５色セット ＰＭーＭＴ２００ー５Ｓ

税別定価 ￥７５０－

税別ご提供価格 １パック ￥５２０-

用途に合わせた２ウェイ
２ウェイカラーマーカー

＜マークタス＞

ノートへの書き込みに適した極細ペンと、
ラインマーカーが１本になりました。

ラインマーカー側と、極細ペン側のインク
タンクを分離し、それぞれに最適化したインクを
採用しました。

ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を
採用しています。
文字の上からのマーキングに適しており、
同系色のインクなので、２色使ってもすっきり
まとまったノートづくりができます。

カラータイプは目立たせたい書き込みに、
グレータイプは補足のメモ書きに。
用途に応じて使い分けできます。

１本で２種類のマーキングができるので
ペンケースがかさばりません。

【重要なところを、はっきり目立たせる】

極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。

【補足的な情報を、あえて目立たせずに残せる】

極細ペンは色味がついたグレー色で、シャープペンシルと区別できます。

マークタス グレータイプ

ＰＭーＭＴ２０１
ＢＭ（ブルー／ブルーグレー） ＧＭ（グリーン／グリーングレー）
ＰＭ（ピンク／ピンクグレー） ＶＭ（パープル／パープルグレー）
ＹＭ（イエロー／イエローグレー）

税別定価 各色 １本 ￥１５０－

税別ご提供価格 １本 ￥１０５-

５色セット ＰＭーＭＴ２０１ー５Ｓ

税別定価 ￥７５０－

税別ご提供価格 １パック ￥５２０-



IKUMO NEWS 2020.11月号

そろそろ新しい手帳を新調する季節になりましたね。
今回は自分の手帳を見るのが楽しみで予定を入れたくなってしまうような商品のご案内です。

税別定価 ¥200-
税別ご提供価格 ¥140-

2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯ
ＭＥＲＳ

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

２０２０ 年 １１ 月号



突然の

打ち合わせにも

対応 アクリルパーテーション

ネイビー
ALKB-0912AAK-NV

製品サイズ W943×D573×H1800
¥69,800（税抜）

ライトグレー
ALKB-0912AAK-LG

ース

製品サイズ W943×D573×H1800
¥69,800（税抜）

株式会社イクモ
豊橋市南旭町78番地

http://www.ikumo-net.co.jp

OFFICE GOODＳ DELIVERY     

TEL：0532-56-0766 

FAX：0532-56-0767 

板面有効寸法 W876×H1176mm

板面有効寸法 W876×H1176mm

ＡＬＫＵ透明アクリルタイプ

オフィスの飛沫感染防止に便利なアクリル脚付きパーティション

価格はお見積り致しますのでお問い合わせください。



2007 年 3 月号

ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲ
Ｓ
ＭＯＮＴＨＬＹ ＰＡＰＥＲ ＦＯＲ ＲＥＧＵＬＡＲ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ

オフィスの飛沫対策に！
高さ７０ｃｍの安心設計 手軽に置けるクリアパーティション

理化学研究所の研究結果に基づいた

飛沫を防げる高さ７０ｃｍ

ケーブルを通すことができる

５ｃｍのスペース（塞ぐことも可能です）

組立式で分解も可能

平たく収納できるのでかさばりません

軽いＰＰ製なのでお手軽設置

割れにくいので、

万が一衝撃が加わっても安心

オフィス・会議室にオススメポイント

1

2

3

4

No.8190
Lサイズ

90cm

70
cm

No.8160
Mサイズ

60cm

70
cm

選べる2サイズ お買い得な5個パックもご用意!
No.8160-5

Mサイズ 5個パック
No.8190-5

Lサイズ 5個パック

¥2,000-
（税別）

¥9,000-
（税別）

¥2,600-
（税別）

¥11,500-
（税別）

＜ 共通仕様（パネル１個につき） ＞ パネル厚 1.2mm
材質：本体：ＰＰ、バー：ＰＶＣ 色：半透明
本体パネル×1 ／ 脚×2 ／ バー×1 ／ 補助パーツ×2 ／ スリットカバー×1

使用時最大寸法 W75×H70×D25cm
本体質量：約643g

受け渡しスペースは付属の
スリットカバーで塞ぐことも可能。
補助パーツを付ければ重しやテープを
使用して安定性をアップできます。

使用時最大寸法 W1050×H70×D25cm
本体質量：約878g

２０２０ 年 １２ 月 特大号



¥130
参考売価（税別）

¥990
参考売価（税別）

¥298
参考売価（税別）

¥290
参考売価（税別）

¥7,300
参考売価（税別）

¥1,900
参考売価（税別）

¥390
参考売価（税別）

¥1,106
参考売価（税別）

¥406
参考売価（税別）

¥1,050
参考売価（税別）

¥369
参考売価（税別）

¥1,348
参考売価（税別）

¥3,800
参考売価（税別）

¥972
参考売価（税別）

¥2,886
参考売価（税別）

¥743
参考売価（税別）



扇風機の羽を外してセットするだけで空気清浄機に！
花粉やホコリを99.97％除去する洗空気

台
数限

定

製品スペック
● 製品型番：UQ-SENKUKI-01 ● 直径：25mm
● 厚み：52mm ● 重量：195ｇ±15ｇ
● 粒子捕集効率：0.3μm 以上の粒子に対して 99.97%
● 付属品：フィルター本体、留め具
● 適用床面積：約６畳（最大１６畳まで対応）
● 推奨回転速度：扇風機の風量 ( 強 )
● 運転音（ｄB）：30 ～ 49 程度
● 使用期間目安：4 ～ 6 ヶ月

■ 扇風機の回転する遠心力を利用して
前方と後方から効率的に空気を吸い
込み、サイドから排出する独自構造。
（特許出願中）

■ 交換のタイミングはフィルターが真っ黒に
なったら。１日約８時間の使用で、４～６ヶ月
使うことができます。
※使用可能期間は使用環境により異なります

■ 0.3μm 以上の物質に対しての除去率が
高い HEPA フィルター使用。99.97％以上
の除去率を実現。

※扇風機は別売りです

ご用命は氏名

ご連絡先



ヘルシーパーム HP-1

￥19,800-

今話題の！

お得な3点セット
三脚とアルコールディスペンサーセット

三脚

Go to EAT /TRAVEL キャンペーンなど！

手をかざすだけで楽々スピード検温！

人員不要！0.2秒

警報温度設定可

精度：±0.3℃

音声アナウンス

アルコールディスペンサー

一般的なピストル型検温器との違い

税別ご提供価格

設置例


	Text1: 特別価格
	価格: ￥3,6００－
	税: （税別）
	ご販売店様名: 株式会社 イクモ
	住所: 
	TEL＆FAX: ※機種によっては取付できないものもあります。


