プラズマクラスターにより園内全室の空気をクリーンに
園児が健やかに過ごせる空気環境で「選ばれるこども園」へ

園内全室にプラズマクラスター空気清浄機を設置。
クリーンで快適な空気環境が実現しました。
壁掛けタイプなので、保育スペースを妨げず、園児
たちが機器と接触する危険がない点が決定理由です。
園児たちの健康を考えた進んだ取り組みとして、
保護者の皆さまから高い評価をいただいています。

高濃度プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果
設置場所の広さで選べる、大小２タイプの壁掛け/棚置き兼用型
■お問合せ番号2-1

FU-MK500

■お問合せ番号2-2

FU-M1000

•大スペースの空気を効率よくキレイに!
•風向き可変ルーバーで
状況に合わせて調整できる
プラズマクラスター適用
床面積 約25㎡・約15畳
空気清浄適用
床面積 約40㎡・約24畳

※別売品
棚置き用スタンド取付時

プラズマクラスター適用
床面積 約35㎡・約21畳
空気清浄適用
床面積 約66㎡・約40畳

標準価格 130,000円（税別）

標準価格 180,000円（税別）

限定特価 85,000円（税別）

限定特価 108,000円（税別）

※壁掛け設置料金別途お見積
※別途保守もございます。

※壁掛け設置料金別途お見積
※別途保守もございます。

※空気清掃機のお問合せが大変増えております、商品選びのご相談等お気軽にお問合せください。
※現在、感染症の影響で納期にお時間を頂戴しております。ご了承ください。
【SHARPプラズマクラスタープロフェッショナル認定パートナー】

手のひらでの検温できるので、入り口付近に
設置して職員の朝の体温チェックや園児や
訪問・来客者の検温もスムーズにできて便利!!
高さ
約130cm

QRコードを読込む
と動画が見れます!

⚫ 異常の場合は、警告音とアラートでお知らせ。

販売価格

■お問合せ番号1-1

※本製品は、医療機器ではありません。測定で発熱のある場合、体温計での再測定をお願いします。

業務用プラズマクラスター
床置き型 FU-M1400-W

■お問合せ番号1-2

加湿空気清浄機

KI-NP100

■お問合せ番号1-3

加湿空気清浄機

KI-NX75

■お問合せ番号1-4

広い空間を快適に保ちます。
標準価格 240,000円（税別）

特別価格138,000円（税別）
プラズマクラスター適用
床面積 約65㎡・約39畳
空気清浄適用
床面積 約107㎡・約65畳

特別価格117,000円（税別） 特別価格78,0000円（税別）
・プラズマクラスター適用
床面積 約38㎡・約23畳
・空気清浄適用
床面積 約76㎡・約46畳
･加湿空気清浄
床面積 約68㎡・約41畳

・プラズマクラスター適用
床面積 約35㎡・約21畳
・空気清浄適用
床面積 約56㎡・約34畳
･加湿空気清浄
床面積 約38㎡・約23畳

※空気清掃機のお問合せが大変増えております、商品選びのご相談等お気軽にお問合せください。
※現在、感染症の影響で納期にお時間を頂戴しています。ご了承ください。

◎販売価格
※なくなり次第終了となります。
ブラシレスモータでハイパワーになった･耐久性2倍以上! 低振動&低騒音
35,800円（税別）
マキタの人気のコードレス式おすすめ掃除機
最上位モデル

■お問合せ番号3-1
マキタ コードレス掃除機CL280
カプセル式&サイクロン 18Vバッテリ充電器付

CL280FDFCW（カプセル＋サイクロン式）
バッテリ・充電器・サイクロンアタッチメント付
限定数

•ゴミ捨てはひねってはずすだけのカプセル式&
連続も断続も操作しやすい、
スライド+トリガスイッチタイプ
•ロック付サイクロンアタッチメント付
(集じん容量400mL)
•サイクロンで細かなゴミを遠心分離。
ゴミ捨て簡単、頻度1/6。
･本体質量: 1.4kg(バッテリ含む)※ｻｲｸﾛﾝｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ別

キャンペーン期間

マキタのお手軽人気のコードレス式掃除機
軽量0.98kg、カプセル式、トリガスイッチで気軽にお掃除！

マキタ コードレス掃除機

◎販売価格
14,800円（税別）
■お問合せ番号3-2

CL106FDSHW カプセル式 10.8Vバッテリ・充電器付

限定数

キャンペーン期間

•本機寸法:長さ958×幅100×高さ150mm(パイプ・ノズル付)
•電源:スライド式Li-ionバッテリ 直流10.8V-1.5Ah
•充電時間:約22分 ･連続使用時間:約16
•標準付属品:プレフィルタ・フィルタ・
ストレートパイプノズル・サッシ(すきま)ノズル

エプソン ビジネスプロジェクター おすすめベーシックモデル！

新製品！

優れた基本性能と使いやすさを追求したお手頃ベーシックモデル

EPSON EB-W06

◎販売価格
69,800円（税別）

明るめの部屋でも投影画面が
はっきり見える明るさで広め ■お問合せ番号3-3
の会議室でも対応可できます。

・明るさ：全白/カラーともに3,700lm
・リアル解像度：WXGA
・重さ：約2.5kg
・ピタッと補正（スライド式ヨコ台形補正機能）搭載
・同梱品：電源ケーブル(1.8m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル、
リモコン/リモコン電池、セットアップガイド

※人気商品のため現在メーカーより入荷待ち、
納期にお時間を頂戴しております。
2021年1月12日作成

◎限定特価
※なくなり次第終了となります。
ドライブレスで薄型軽量、ＳＳＤ搭載でサクサク動作！Office H&B2019付。
98,000円（税別）

HP 15.6インチノートPC 薄型軽量モデル

■お問合せ番号4-1

■ﾉｰﾄPC HP 15s-fq1066TU
・OS : Windows10 Home 64bit
・CPU : Core™ i5-1035G1 ・メモリ：8GB
・液晶15.6インチフルHD(1920×1080) 非光沢
・メモリ：8GB ・SSD: 512GB ・光学ドライブ：なし
・Web カメラ（約92万画素）
・無線機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac、 Bluetooth 5.0
･インターフェース：HDMIx1、SDスロット
USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1
・Officeソフト:Office Home＆Business 2019
・約 358 x 242 x 17.9（最薄部）－21.5（最厚部）mm
・重量: 約 1.6kg ・バッテリ駆動時間：最大 10時間
・製品保証：1年間

限定数

キャンペーン期間

台数限定

HP 15.6インチ スタンダードA4ノートPC

■お問合せ番号4-2

シンプルで使いやすく、お求めやすい価格！Office H&B2019付。

◎限定特価
89,800円（税別）

■ﾉｰﾄPC HP 250G7

台数限定

・OS : Windows10 Pro 64bit
・CPU : Core™ i5-8265U (1.60 GHz ) ・メモリ：8GB
・液晶15.6インチ HD(1366x768) 非光沢
・メモリ：8GB ・HDD：500GB HDD(5400rpm)
・光学ドライブ：DVDライター
・インターフェイス:HDMIx1,USB3.1 Gen1(USB3.0)x2
USB2.0x1,SDスロット
・Officeソフト: MS Office Home＆Business 2019
・Web カメラ（約92万画素）
・無線機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac、 Bluetooth4.2
・本体サイズ:376 x 246 x 22.5 mm
・本体質量(バッテリーを含む)約1.78kｇ
・バッテリ駆動時間：最大 12時間
・製品保証：1年間

限定数

キャンペーン期間

A3カラーLBP841Cのスペシャルプライスモデル

◎限定特価 54,800円（税別）

使いやすさ・省電力を追求。コストパフォーマンスに優れたA3カラーレーザープリンター
■ メンテナンスの手間を省くとともに、在庫管理の負担も軽減

カラーもモノクロも高速。画質はビジネス品質。
ランニングコストを圧縮。コストパフォーマンスに貢献。
優れた環境力で徹底して省エネ。

■お問合せ番号4-3
LBP841CS
商品コード
：0128T079
本体標準価格 ：オープン
JANコード
：4549292081794

台数限定

■印刷体裁をイメージ表示、クリック操作でらくらくプリント

※本体にはスタータートナーが初期同梱されています。印刷可能枚数C/M/Y 3500ページ、K 2900ページになります（ISO/IEC 19798に基づく平均値（YMCは合成平均値））。
※ファーストプリントはモノクロ印刷時の値です。カラー印刷時は9.9秒です。
※ランニングコストはISO／IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出（大容量カートリッジ使用時）。

ご購入／お問い合わせは弊社営業まで

2021年1月12日作成

※開梱・設置・設定料は、別途承ります。

TEL 098-877-2135

FAX 098-878-6642

