
各種変換アダプタ

HDMIケーブル

TypeC-HDMI映像変換ケーブル。

TypeC（直挿しタイプ）-VGA変換アダプタ。 TypeC（直挿しタイプ）-HDMI変換アダプタ。

USB TypeC端子を搭載したスマートフォン・パソコンの
映像信号を変換し、HDMI入力端子搭載のモニターに
出力できます。

VGAインターフェイスを持つディスプレイ・テレ
ビに接続するときに使用する変換アダプタです。
1080P、または1920×1200/60Hzの解像度出力
が可能です。

HDMIインターフェイスを持つディスプレイ・テレビ
に接続するときに使用する変換アダプタです。最大
4K/30Hzの解像度での出力が可能です。

TypeCケーブル1本の接続でVGA、
HDMI、LANポート、カードリーダーを利
用できるドッキングハブです。

USB TypeCケーブル1本であらゆる機器が接続できます。

※最大4K／30Hzの解像度での出
力は、本体・ディスプレイ・HDMI
ケーブルが全て4K／ 30Hzに対
応している必要があります。

※最大フルHD（1080P）、1920×1080 ／ 60Hzまたは1920×1200 ／ 60Hzの解像度での
出力は、本体・ディスプレイ・接続ケーブル全てが各解像度に対応している必要があります。

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6673 型式／VIS-C20HTK オープン ￥2,780 ￥3,058 1個
●寸法／70（幅）×40（奥）×220（高）mm　●質量／162g　●長さ／2m　●コネクタ形状／タ
イプCからHDMI端子に変換　●無鉛半田付け・3重シールドケーブル　●包装数：1

［オーム電機］

TypeC-HDMI映像変換ケーブル

単位 M価税抜 税抜価格 税込価格

1個 ￥3,300 ￥2,180 ￥2,398
●寸法／24（幅）×45（奥）×13（高）mm　
●質量／15g　●包装数：1

お申込番号 商品種別

8-628-6709 型式／
AD-ALCS-V

［サンワサプライ］

TypeC（DP Altモード）―
VGA変換アダプタ

単位 M価税抜 税抜価格 税込価格

1個 ￥3,400 ￥2,280 ￥2,508
●寸法／22（幅）×53（奥）×9（高）mm　●質
量／15g　●規格／DisplayPort alt モード
（Displayport ver1.2準拠）　●対応解像度／
最大3840x2160（4K／30Hz対応）　●包装数：1

お申込番号 商品種別

8-628-6708 型式／
AD-ALCS-HD

［サンワサプライ］

TypeC（DP Altモード）―
HDMI変換アダプタ

※ACアダプタは付属しません。

単位 M価税抜 税抜価格 税込価格

1個 ￥14,800 ￥9,800 ￥10,780
●寸法／126（幅）×61.2（奥）×14（高）mm　
●質量／132g　●包装数：1

［サンワサプライ］

USB Type-Cドッキングハブ
お申込番号 商品種別

8-628-6706 型式／
USB-3TCH13S

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6565 1m 型式／VIS-C10PRK

オープン

￥980 ￥1,078

1本
8-628-6566 2m 型式／VIS-C20PRK ￥1,480 ￥1,628

8-628-6567 3m 型式／VIS-C30PRK ￥1,980 ￥2,178

8-628-6568 5m 型式／VIS-C50PRK ￥2,480 ￥2,728

［オーム電機］プレミアムハイスピードHDMIケーブル
1m

● イーサネット対応しています。
● 無鉛はんだを使用しています。

4K対応のプレミアム
ハイスピード!

高品質
芯線です。

●コネクタ形状／HDMIプラグ（TypeA）-HDMIプラグ（TypeA）●プレミアムHDMIケー
ブル規格認証済　●4K 60P、4K HDR、3D映像対応、18Gbps 高速伝送対応 ●包装数：1

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6429 1m 型式／KM-HD23-10 ￥4,350 ￥2,499 ￥2,748

1本
8-628-6430 1.5m 型式／KM-HD23-15 ￥4,800 ￥2,625 ￥2,887

8-628-6431 2m 型式／KM-HD23-20 ￥5,200 ￥3,000 ￥3,300

8-628-6432 3m 型式／KM-HD23-30 ￥5,600 ￥3,500 ￥3,850
●コネクタ形状／HDMIマイクロプラグ-HDMIプラグ（TypeA）　●HDMIイーサネットチャン
ネル（HEC）対応　●対応解像度／4K×2K/3D映像　●外形／4.6mm　●包装数：1

［サンワサプライ］ハイスピードHDMIマイクロケーブル

HDMIーHDMIマイクロ

1.5m 3m 

2m 1m 

フルHD録画対応の携帯電話や
デジカメの出力ができるケーブル。
HDMIマイクロ端子を持つAV機器、携帯電話、デジタル
カメラなどと標準HDMI端子を持つハイビジョンテレビ、
プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。

HDMIーHDMI

2m 1m 

3m 5m 

授業に応じて必要なICT器具を揃えましょう！授業に応じて必要なICT器具を揃えましょう！

HDMIプラグをHDMIマイクロ
プラグに変換します。
金メッキ仕様、環境にやさしい
無鉛はんだ。

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6483 型式／VIS-P0308 オープン ￥1,180 ￥1,298 1個

●寸法／21(幅)×35(奥)×12(高)mm　●質量／7g　●付属品／金メッキ仕様、無鉛はんだ　●包装数：1

［オーム電機］HDMIマイクロ変換プラグ



※メーカー直送品です。返品はご容赦ください。上記商品は受注日から8営業日以内のお届けになります。

保護フィルム

抗菌機能、ブルーライトカット、反射低減、子供の目を守る、
貼りやすさも考慮しスリット入りセパレーターを採用したフィルムです。

GIGAスクール構想タブレットに対応。

抗菌 ブルーライト
カット

反射
低減

指紋
防止

自己
吸着 日本製

ハード
コート 再粘着エアーレス なめらかな

指滑り

沖縄・離島は
サービス対象外

●抗菌　●ブル―ライトカット　●反射低減　●指紋防止　●自己吸着　●貼り直し可　●付属品／ヘラ　●包装数：1

単位
ZE-IPAD102（iPad10.2インチ専用）
寸法／246（幅）×170（奥）×0.15（厚）mm

ZE-102（Windows/Chrome10インチ用）
寸法／219（幅）×137（奥）×0.15（厚）mm

ZE-116（Windows/Chrome11.6インチ用）
寸法／257（幅）×145（奥）×0.15（厚）mm

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格
1式

（10枚入）8-628-6742 型式／
ZE-IPAD102-10 ￥10,000 ￥10,000 ￥11,000 8-628-6747 型式／

ZE-102-10 ￥10,000 ￥10,000 ￥11,000 8-628-6752 型式／
ZE-116-10 ￥11,000 ￥11,000 ￥12,100

1式
（20枚入）8-628-6743 型式／

ZE-IPAD102-20 ￥19,500 ￥19,500 ￥21,450 8-628-6748 型式／
ZE-102-20 ￥19,500 ￥19,500 ￥21,450 8-628-6753 型式／

ZE-116-20 ￥21,500 ￥21,500 ￥23,650
1式

（30枚入）8-628-6744 型式／
ZE-IPAD102-30 ￥28,500 ￥28,500 ￥31,350 8-628-6749 型式／

ZE-102-30 ￥28,500 ￥28,500 ￥31,350 8-628-6754 型式／
ZE-116-30 ￥31,500 ￥31,500 ￥34,650

1式
（40枚入）8-628-6745 型式／

ZE-IPAD102-40 ￥37,000 ￥37,000 ￥40,700 8-628-6750 型式／
ZE-102-40 ￥37,000 ￥37,000 ￥40,700 8-628-6755 型式／

ZE-116-40 ￥41,000 ￥41,000 ￥45,100
1式

（50枚入）8-628-6746 型式／
ZE-IPAD102-50 ￥45,000 ￥45,000 ￥49,500 8-628-6751 型式／

ZE-102-50 ￥45,000 ￥45,000 ￥49,500 8-628-6756 型式／
ZE-116-50 ￥50,000 ￥50,000 ￥55,000

［光興業］

『抗菌フィルムZE』学校パック
貼りつけイメージ

タッチペン

教材提示装置

WEBカメラ ヘッドセット

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6679ホワイト 型式／SMP-
TPLW1W

オープン ￥480 ￥528 1個8-628-6680ブラック 型式／SMP-
TPLW1K

8-628-6681シルバー 型式／SMP-
TPLW1S

●寸法／40（幅）×21（奥）×189（高）mm　●質量／31g　●包装数：1

高感度シンプルタッチペン［オーム電機］

スマートフォン・
タブレット端末用
高感度タッチペン。

ホワイト ブラック シルバー

● ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用、
タッチした時繊維が広がって面を作ることで感度
が良くなり軽い操作感でなめらかに使用できます。
●ボールペンには超・低摩擦のジェットストリームインク
を搭載しています。

ジェットストリームの
ボールペンがタッチペンに! !

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6467●●シルバー 型式／
SXNT82-350-07 P26

￥350 ￥300 ￥330 1本8-628-6468●ブラック 型式／
SXNT82-350-07 P24

8-628-6469●シャイニーブルー 型式／
SXNT82-350-07 P33

●寸法／9.6（幅）×13（奥）×135(高）mm　●質量／7.7g　●包装数：1／10

［三菱鉛筆］ジェットストリームスタイラス シャイニーブルーブラックシルバー

撮像素子 1/3.1インチ CMOS

撮影速度 60フレーム（高フレームモード 1080P時）

ズーム デジタルズーム16倍

ライト 白色LED

出力端子 USB、HDMI、RGB

本体質量 500g

外形寸法
（幅×奥×高）

使用時：343×82×302mm、収納時： 290×82×22mm

付属品 DC電源ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、ユーザーマニュアル、保証書

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6741 型式／MX-P2 ￥39,000 ￥38,800 ￥42,680 1台
（1袋入）

書画カメラ MX-P2［エルモ社］

●包装数：1

4Kコンパクト書画カメラ。

16倍デジタル
ズーム

オート
フォーカス

Web
会議

RGB
出力

HDMI
出力

1300万
画素

底面がマグネットなので黒板、ホ
ワイトボードにも設置できます。

接続例

フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。パソ
コンに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵して
います。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

簡単接続の200万画素WEBカメラ。
ZOOMやSkypeにも対応。

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6712 型式／CMS-V41BK ￥5,800 ￥4,980 ￥5,478 1台

●寸法／55（幅）×25（奥）×27（高）mm　●ケーブル長／1.5m ●質量／90g　●有効画素数
／200万画素 CMOS ●インターフェイス／USB2.0（タイプAオス）●解像度／最大1920×
1080　●フォーカス／固定、絞り・明るさ・コントラスト：自動調整　●マイク内蔵 ●包装数：1

［サンワサプライ］WEBカメラ

200万
画素

Full HD

画角60°

タブレットやスマートフォンでの
学習に最適！
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。

※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。

お申込番号 M価税抜 税抜価格 税込価格 単位

8-628-6710 ￥2,000 ￥1,480 ￥1,628 1個
商品種別 型式／MM-HS526TAB

●質量／80g　●周波数特性／20Hz～20000Hz　●ケーブ
ル長／1.3m　●対応機種／φ3.5mm4極ミニプラグに対応
したタブレット・スマートフォン・パソコン　●包装数：1

［サンワサプライ］タブレット用ヘッドセット

ボリュームコントローラー

● 1,300万画素の超高画
質。内蔵マイク搭載で
WEBカメラとしても使
える書画カメラ。
● カメラ底面にマグネット
搭載で設置も自在に！

3.5φmm4極ミニプラグ



■衛生・飛散防止対策アイテム －専用フィルム

■衛生対策アイテム －タッチペン ①

ウィルスやブルーライトから守る
iPad 10.2インチ 2020年モデル、
iPad 10.2インチ 2019年モデル用の液晶フィルム

➀TB-A19RFLBLN
ブルーライト/指紋防止

②TB-A19RFLHYA
抗菌・抗ウイルス/高光沢加工/指紋軽減加工

※富士フィルム「HydroAG＋」

さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採
用。ペン先は交換が可能です。大量導入に便利な12本セットもございます。

◆付属品
ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラ

■衛生対策アイテム －タッチペン ②

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえる
ことができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです。
鉛筆と同じサイズとなっているため、ペンケースに収納が可能です。
名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してし
まうのを防ぎます。

GGIIGGAAススククーールル

EELLEECCOOMMオオススススメメ 周周辺辺機機器器

■在宅学習支援➀ －持ち運び用PCバッグ

軽量で衝撃吸収力に優れたイン
ナーバッグ。
アクセサリーを収納できる前面ポケッ
ト付です。

PC収納部内寸
幅320×厚み25×高さ215mm

ハンドル付きで、持ち運びに便利！
小物ポケットも備えた、軽量設計で
使いやすいインナーバッグ。

PC収納部内寸
幅315×厚み30×高さ235mm

お申込番号 製品型番 仕様 M過税込 税込価格

TB-A19RFLBLN BLカット/反射防止

TB-A19RFLHYA 抗菌・抗ウイルス

お申込番号 製品型番 仕様 M過税込 税込価格

P-TPS03BK タッチペン本体

P-TPS03BK/12 タッチペン本体/12
本セット

P-TIPS03/12 交換用ペン先/12個
セット

お申込番号 製品型番 仕様 M過税込 税込価格

P-TPENSBR 鉛筆型/伝導性繊
維/ブラウン

P-TPENSBU 鉛筆型/伝導性繊
維/ブルー

P-TPENSGR 鉛筆型/伝導性繊
維/グリーン

P-TPENSPN 鉛筆型/伝導性繊
維/ピンク

P-TPENSYL 鉛筆型/伝導性繊
維/イエロー

お申込番号 製品型番 仕様 M過税込 税込価格

BM-IBH13BK 取っ手付きケース

お申込番号 製品型番 仕様 M過税込 税込価格

ZSB-IBUB03BK 衝撃吸収ケース

iPad Chrome
book

Windows

iPad

iPad Chrome
book

Windows

iPad Chrome
book

Windows

※各端末の大きさは事前にご確認ください

iPad Chrome
book

Windows

86286798 2728
198086286799

86286800
86286801
86286802

1408
8668
2608

交換用ペン先

86286803
86286804
86286805
86286806
86286807

1518

86286809 1518

■衛生・飛散防止対策アイテム －専用フィルム

■衛生対策アイテム －タッチペン ①

ウィルスやブルーライトから守る
iPad 10.2インチ 2020年モデル、
iPad 10.2インチ 2019年モデル用の液晶フィルム
➀TB-A19RFLBLN
ブルーライト/指紋防止
②TB-A19RFLHYA
抗菌・抗ウイルス/高光沢加工/指紋軽減加工

※富士フィルム「HydroAG＋」
※入った気泡が24時間後に消えるエアーレス機能
※ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採
用。ペン先は交換が可能。
大量導入に便利な12本セットがお得。１本あたり●●円。

◆付属品
ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラ

■衛生対策アイテム －タッチペン ②

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえる
ことができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです。
鉛筆と同じサイズとなっているため、ペンケースに収納が可能です。
名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してし
まうのを防ぎます。

GGIIGGAAススククーールル

EELLEECCOOMMオオススススメメ 周周辺辺機機器器

■在宅学習支援➀ －持ち運び用PCバッグ

軽量で衝撃吸収力に優れたイン
ナーバッグ。アクセサリーを収納でき
る前面ポケット付。

※PC収納部内寸
幅320×厚み25×高さ215mm
※寸法／
幅346×厚み28×高さ243mm
※質量／205g

ハンドル付きで、持ち運びに便利！
小物ポケットも備えた、軽量設計で
使いやすいインナーバッグ。
13.3インチまでのパソコン収納可能
※PC収納部内寸
幅315×厚み30×高さ235mm
※寸法／
幅350×厚み35×高さ260mm
※質量／170g

iPad Chrome
book

Windows

iPad

iPad Chrome
book

Windows

iPad Chrome
book

Windows ※各端末の大きさは事前にご確認くださいiPad Chrome
book

Windows

※寸法／長さ約120mm×ペン径約8mm ペン先約6mm

※寸法／長さ約120mm×ペン径約7.5mm ペン先約5.5mm 

■衛生・飛散防止対策アイテム －専用フィルム

■衛生対策アイテム －タッチペン ①

ウィルスやブルーライトから守る
iPad 10.2インチ 2020年モデル、
iPad 10.2インチ 2019年モデル用の液晶フィルム
➀TB-A19RFLBLN
ブルーライト/指紋防止
②TB-A19RFLHYA
抗菌・抗ウイルス/高光沢加工/指紋軽減加工

※富士フィルム「HydroAG＋」
※入った気泡が24時間後に消えるエアーレス機能
※ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採
用。ペン先は交換が可能。
大量導入に便利な12本セットがお得。１本あたり●●円。

◆付属品
ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラ

■衛生対策アイテム －タッチペン ②

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえる
ことができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです。
鉛筆と同じサイズとなっているため、ペンケースに収納が可能です。
名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してし
まうのを防ぎます。

GGIIGGAAススククーールル

EELLEECCOOMMオオススススメメ 周周辺辺機機器器

■在宅学習支援➀ －持ち運び用PCバッグ

軽量で衝撃吸収力に優れたイン
ナーバッグ。アクセサリーを収納でき
る前面ポケット付。

※PC収納部内寸
幅320×厚み25×高さ215mm
※寸法／
幅346×厚み28×高さ243mm
※質量／205g

ハンドル付きで、持ち運びに便利！
小物ポケットも備えた、軽量設計で
使いやすいインナーバッグ。
13.3インチまでのパソコン収納可能
※PC収納部内寸
幅315×厚み30×高さ235mm
※寸法／
幅350×厚み35×高さ260mm
※質量／170g

iPad Chrome
book

Windows

iPad

iPad Chrome
book

Windows

iPad Chrome
book

Windows ※各端末の大きさは事前にご確認くださいiPad Chrome
book

Windows

※寸法／長さ約120mm×ペン径約8mm ペン先約6mm

※寸法／長さ約120mm×ペン径約7.5mm ペン先約5.5mm 

GIGAスクール ELECOMオススメ周辺機器
■衛生・飛散防止対策アイテム －専用フィルム

■衛生対策アイテム －タッチペン ①

ウィルスやブルーライトから守る
iPad 10.2インチ 2020年モデル、
iPad 10.2インチ 2019年モデル用の液晶フィルム
➀TB-A19RFLBLN
ブルーライト/指紋防止
②TB-A19RFLHYA
抗菌・抗ウイルス/高光沢加工/指紋軽減加工

※富士フィルム「HydroAG＋」
※入った気泡が24時間後に消えるエアーレス機能
※ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採
用。ペン先は交換が可能。
大量導入に便利な12本セットがお得。１本あたり●●円。

◆付属品
ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラ

■衛生対策アイテム －タッチペン ②

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえる
ことができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです。
鉛筆と同じサイズとなっているため、ペンケースに収納が可能です。
名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してし
まうのを防ぎます。

GGIIGGAAススククーールル

EELLEECCOOMMオオススススメメ 周周辺辺機機器器

■在宅学習支援➀ －持ち運び用PCバッグ

軽量で衝撃吸収力に優れたイン
ナーバッグ。アクセサリーを収納でき
る前面ポケット付。

※PC収納部内寸
幅320×厚み25×高さ215mm
※寸法／
幅346×厚み28×高さ243mm
※質量／205g

ハンドル付きで、持ち運びに便利！
小物ポケットも備えた、軽量設計で
使いやすいインナーバッグ。
13.3インチまでのパソコン収納可能
※PC収納部内寸
幅315×厚み30×高さ235mm
※寸法／
幅350×厚み35×高さ260mm
※質量／170g

iPad Chrome
book

Windows

iPad

iPad Chrome
book

Windows

iPad Chrome
book

Windows ※各端末の大きさは事前にご確認くださいiPad Chrome
book

Windows

※寸法／長さ約120mm×ペン径約8mm ペン先約6mm

※寸法／長さ約120mm×ペン径約7.5mm ペン先約5.5mm 

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6798 TB-A19RFLBLN　BLカット/反射防止
オープン

￥2,480 ￥2,728

8-628-6799 TB-A19RFLHYA　抗菌・抗ウイルス ￥1,980 ￥2,178

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6803 P-TPENSBR　鉛筆型/伝導性繊維/ブラウン

オープン ￥1,380 ￥1,518
8-628-6804 P-TPENSBU　鉛筆型/伝導性繊維/ブルー

8-628-6805 P-TPENSGR　鉛筆型/伝導性繊維/グリーン

8-628-6806 P-TPENSPN　鉛筆型/伝導性繊維/ピンク

8-628-6807 P-TPENSYL　鉛筆型/伝導性繊維/イエロー

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6822 Miracastレシーバ　LDT-MRC02/C オープン ￥9,980 ￥10,978
お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6809 BM-IBH13BK　取っ手付きケース オープン ￥1,380 ￥1,518

■衛生・飛散防止対策アイテム －専用フィルム

■衛生対策アイテム －タッチペン ①

ウィルスやブルーライトから守る
iPad 10.2インチ 2020年モデル、
iPad 10.2インチ 2019年モデル用の液晶フィルム
➀TB-A19RFLBLN
ブルーライト/指紋防止
②TB-A19RFLHYA
抗菌・抗ウイルス/高光沢加工/指紋軽減加工

※富士フィルム「HydroAG＋」
※入った気泡が24時間後に消えるエアーレス機能
※ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採
用。ペン先は交換が可能。
大量導入に便利な12本セットがお得。１本あたり●●円。

◆付属品
ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラ

■衛生対策アイテム －タッチペン ②

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえる
ことができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです。
鉛筆と同じサイズとなっているため、ペンケースに収納が可能です。
名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してし
まうのを防ぎます。

GGIIGGAAススククーールル

EELLEECCOOMMオオススススメメ 周周辺辺機機器器

■在宅学習支援➀ －持ち運び用PCバッグ

軽量で衝撃吸収力に優れたイン
ナーバッグ。アクセサリーを収納でき
る前面ポケット付。

※PC収納部内寸
幅320×厚み25×高さ215mm
※寸法／
幅346×厚み28×高さ243mm
※質量／205g

ハンドル付きで、持ち運びに便利！
小物ポケットも備えた、軽量設計で
使いやすいインナーバッグ。
13.3インチまでのパソコン収納可能
※PC収納部内寸
幅315×厚み30×高さ235mm
※寸法／
幅350×厚み35×高さ260mm
※質量／170g
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book

Windows

※寸法／長さ約120mm×ペン径約8mm ペン先約6mm

※寸法／長さ約120mm×ペン径約7.5mm ペン先約5.5mm 

大量導入に便利な12本セットがお得。1本あたり480円。
お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6800 P-TPS03BK　タッチペン本体

オープン

￥1,280 ￥1,408

8-628-6801 P-TPS03BK/12　タッチペン本体/12本セット ￥5,760 ￥6,336

8-628-6802 P-TIPS03/12　交換用ペン先/12個セット ￥1,880 ￥2,068

■衛生・飛散防止対策アイテム －専用フィルム

■衛生対策アイテム －タッチペン ①

ウィルスやブルーライトから守る
iPad 10.2インチ 2020年モデル、
iPad 10.2インチ 2019年モデル用の液晶フィルム
➀TB-A19RFLBLN
ブルーライト/指紋防止
②TB-A19RFLHYA
抗菌・抗ウイルス/高光沢加工/指紋軽減加工

※富士フィルム「HydroAG＋」
※入った気泡が24時間後に消えるエアーレス機能
※ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採
用。ペン先は交換が可能。
大量導入に便利な12本セットがお得。１本あたり●●円。

◆付属品
ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラ

■衛生対策アイテム －タッチペン ②

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえる
ことができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです。
鉛筆と同じサイズとなっているため、ペンケースに収納が可能です。
名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してし
まうのを防ぎます。

GGIIGGAAススククーールル

EELLEECCOOMMオオススススメメ 周周辺辺機機器器

■在宅学習支援➀ －持ち運び用PCバッグ

軽量で衝撃吸収力に優れたイン
ナーバッグ。アクセサリーを収納でき
る前面ポケット付。

※PC収納部内寸
幅320×厚み25×高さ215mm
※寸法／
幅346×厚み28×高さ243mm
※質量／205g

ハンドル付きで、持ち運びに便利！
小物ポケットも備えた、軽量設計で
使いやすいインナーバッグ。
13.3インチまでのパソコン収納可能
※PC収納部内寸
幅315×厚み30×高さ235mm
※寸法／
幅350×厚み35×高さ260mm
※質量／170g

iPad Chrome
book

Windows
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iPad Chrome
book

Windows
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book

Windows ※各端末の大きさは事前にご確認くださいiPad Chrome
book

Windows

※寸法／長さ約120mm×ペン径約8mm ペン先約6mm

※寸法／長さ約120mm×ペン径約7.5mm ペン先約5.5mm 

■ 映像出力
Windows10対応のPCの
画面をワイヤレスでテレビの
大画面に映し出せる
Miracastレシーバ。

●外形寸法／83.0×52.0×14.3mm　●質量／約43g　
●対応機器／Miracast対応のAndroidスマートフォン／タブレット、
Windows8.1以上搭載したMiracast対応PC
●対応OS／Android 4.2以降、Windows 8.1、Windows10
※iOSではご利用いただけません。
●最大解像度／Full HD（1920×1080）
※HDMIケーブルは付属しておりません。

Windows
10対応



■在宅学習支援② －充電器

おまかせ充電対応でiPhoneも
Androidも快適に2台同時充電が
可能な2ポート合計4.8Aの高出力
AC充電器。ご自宅での充電用に。
※寸法／
幅28×奥行58×高さ58(mm)
※ケーブルは別売りです。
右記Lightningケーブルとセットでご利
用をお願いします。

LightningコネクタとパソコンやAC
充電器のUSBポートを接続して充
電・データ通信ができるUSBケーブ
ル。
※iPadはパソコンからは充電出来ません
※左記ACアダプタなどとセットでご利用
をお願いします。

Power Deliveryに対応した機器
を超高速充電できる、最大出力
45WのPower Delivery対応
USB AC充電器です。
自宅にも１つは用意しておきたい製
品です。
※インターフェース／USB Type-C
※寸法／
幅65×厚み72×高さ31mm
※ケーブル長／2m

しっかりと音声を聞き取れる両耳小型
オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
※ケーブル長／1.8m
※インターフェース／USB接続
※動作可能済み テレビ会議／

・Zoom
・Google Meet
・Microsoft Teams
・Cisco Webex

■在宅学習支援③ －ヘッドセット

■在宅学習支援④ －WEBカメラ ■より快適に使う －マウス

リーズナブルながらマウスの基本性
能をしっかり持つ、スタンダードサイズ
の光学式マウス。
※ケーブル長／1.5m
※インターフェース／USB接続
※ボタン数／3
※寸法／
幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ
40.0mm

●お問い合わせは

自動ピント調整で遠景も近距離もくっき
り鮮明。低ノイズ・高精細な映像を撮影
できる、Full HD対応オートフォーカス
Webカメラ。
カメラ用三脚にも取り付け可能。
※画角／76度 ※最短撮影／5cm
※ケーブル長／1.5m
※寸法／幅100mm×奥行65mm×高さ
51mm
※動作可能済み テレビ会議

・Zoom ・Google Meet
・Microsoft Teams
・Cisco Webex

GIGAススククーールル向向けけ周周辺辺機機器器はは、、ままだだままだだあありりまますす！！→ www.uchidas.net
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●お問い合わせは

DS・5278-1・2102Pn400HT

教育用品通販カタログ決定版「UCHIDAS」
行事用品、学習支援用品から日用品まで約21,600点が勢ぞろい!

株式会社内田洋行／教育機器事業部 ウチダス事業グループ

TEL 0120-757-969ウチダスお問い
合せセンター

www.uchidas.net

FAX 0120-7
ななごーなな

57-959

受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

※北海道、九州、離島、
（本州・四国の一部）は翌々日以降

送料無料!

までのご注文が
翌日お届け※！

インターネットショップ／
FAX

5:00PM

UCHIDASカタログのご用命は、ウチダスお問い合せセンターまで！

ご注文はカタログ裏表紙のオーダーシートにご記入の上、下記 FAXに送信ください

お 問 い 合 せ は こ ち ら

■在宅学習支援② －充電器

おまかせ充電対応でiPhoneも
Androidも快適に2台同時充電が
可能な2ポート合計4.8Aの高出力
AC充電器。ご自宅での充電用に。
※寸法／
幅28×奥行58×高さ58(mm)
※ケーブルは別売りです。
右記Lightningケーブルとセットでご利
用をお願いします。

LightningコネクタとパソコンやAC
充電器のUSBポートを接続して充
電・データ通信ができるUSBケーブ
ル。
※iPadはパソコンからは充電出来ません
※左記ACアダプタなどとセットでご利用
をお願いします。

Power Deliveryに対応した機器
を超高速充電できる、最大出力
45WのPower Delivery対応
USB AC充電器です。
自宅にも１つは用意しておきたい製
品です。
※インターフェース／USB Type-C
※寸法／
幅65×厚み72×高さ31mm
※ケーブル長／2m

しっかりと音声を聞き取れる両耳小型
オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
※ケーブル長／1.8m
※インターフェース／USB接続
※動作可能済み テレビ会議／

・Zoom
・Google Meet
・Microsoft Teams
・Cisco Webex

■在宅学習支援③ －ヘッドセット

■在宅学習支援④ －WEBカメラ ■より快適に使う －マウス

リーズナブルながらマウスの基本性
能をしっかり持つ、スタンダードサイズ
の光学式マウス。
※ケーブル長／1.5m
※インターフェース／USB接続
※ボタン数／3
※寸法／
幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ
40.0mm

●お問い合わせは

自動ピント調整で遠景も近距離もくっき
り鮮明。低ノイズ・高精細な映像を撮影
できる、Full HD対応オートフォーカス
Webカメラ。
カメラ用三脚にも取り付け可能。
※画角／76度 ※最短撮影／5cm
※ケーブル長／1.5m
※寸法／幅100mm×奥行65mm×高さ
51mm
※動作可能済み テレビ会議

・Zoom ・Google Meet
・Microsoft Teams
・Cisco Webex

GIGAススククーールル向向けけ周周辺辺機機器器はは、、ままだだままだだあありりまますす！！→ www.uchidas.net
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お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6821 ACDC-PD0145BK　PD対応/最大45W オープン ￥5,490 ￥6,039
お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6810 HS-HP27UBK　USB接続 オープン ￥1,480 ￥1,628

■在宅学習支援② －充電器

おまかせ充電対応でiPhoneも
Androidも快適に2台同時充電が
可能な2ポート合計4.8Aの高出力
AC充電器。ご自宅での充電用に。
※寸法／
幅28×奥行58×高さ58(mm)
※ケーブルは別売りです。
右記Lightningケーブルとセットでご利
用をお願いします。

LightningコネクタとパソコンやAC
充電器のUSBポートを接続して充
電・データ通信ができるUSBケーブ
ル。
※iPadはパソコンからは充電出来ません
※左記ACアダプタなどとセットでご利用
をお願いします。

Power Deliveryに対応した機器
を超高速充電できる、最大出力
45WのPower Delivery対応
USB AC充電器です。
自宅にも１つは用意しておきたい製
品です。
※インターフェース／USB Type-C
※寸法／
幅65×厚み72×高さ31mm
※ケーブル長／2m

しっかりと音声を聞き取れる両耳小型
オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
※ケーブル長／1.8m
※インターフェース／USB接続
※動作可能済み テレビ会議／

・Zoom
・Google Meet
・Microsoft Teams
・Cisco Webex

■在宅学習支援③ －ヘッドセット

■在宅学習支援④ －WEBカメラ ■より快適に使う －マウス

リーズナブルながらマウスの基本性
能をしっかり持つ、スタンダードサイズ
の光学式マウス。
※ケーブル長／1.5m
※インターフェース／USB接続
※ボタン数／3
※寸法／
幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ
40.0mm

●お問い合わせは

自動ピント調整で遠景も近距離もくっき
り鮮明。低ノイズ・高精細な映像を撮影
できる、Full HD対応オートフォーカス
Webカメラ。
カメラ用三脚にも取り付け可能。
※画角／76度 ※最短撮影／5cm
※ケーブル長／1.5m
※寸法／幅100mm×奥行65mm×高さ
51mm
※動作可能済み テレビ会議

・Zoom ・Google Meet
・Microsoft Teams
・Cisco Webex

GIGAススククーールル向向けけ周周辺辺機機器器はは、、ままだだままだだあありりまますす！！→ www.uchidas.net
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Windows Chrome
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お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6811 UCAM-C820ABBK　AF対応/２００万画素 オープン ￥6,480 ￥７,１２８
お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6812 M-K6URBK/RS　有線/光学式/3ボタン/ブラック
オープン

￥980 ￥1,078

8-628-6813 M-K6URWH/RS　有線/光学式/3ボタン/ホワイト ￥980 ￥1,078

お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6808 MPA-ACU05BK　USB-A2口/合計最大5V/4.8A オープン ￥2,180 ￥２,３９８
お申込番号 商品種別 M価税抜 税抜価格 税込価格

8-628-6819 MPA-UALA10WH　長さ1.0m オープン ￥1,280 ￥1,408

GIGAスクール向け周辺機器は、まだまだあります！→www.uchidas.netGIGA 　エレコム 検索


