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配管用内視鏡スコープ premier

360 度先端可動式配管内視鏡

配管内視鏡特注品

テレスコピックカメラ

先端 360 度ジョイスティック工業内視鏡

先端可動式 USB 工業用内視鏡

ハンディスコープ 5.5φ

液晶付内視鏡 PRO

2.2mm 径 非破壊検査工業用内視鏡

液晶付内視鏡ファインスコープ

ダイヤル調整先端可動式内視鏡

ポータブル内視鏡スコープ

洗浄機能付き工業用内視鏡側視モデル

9mm デュアルカメラ切り替え工業用内視鏡

工業用内視鏡型赤外線サーマルカメラ

Android/PC 両対応内視鏡

カメラで見ながら耳掃除！爽快 USB 耳スコープ
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高画質前後撮影 GPS ドライブレコーダー Premier 

前後赤外線 LED 付きデュアルレンズドライブレコーダー

ミラー型 360 度全方位ドライブレコーダー

超高感度ドライブレコーダー

高画質 & パーキングモード付ドライブレコーダー

スーパーミニ液晶付きドライブレコーダー

ドライブレコーダー仕様一覧

バイク用ドライブレコーダー

トラック＆建機、フォークリフト用バックセンサー

バックセンサー＆モニターセット

Dino-Lite

工業用内視鏡

ドライブ
レコーダー
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56LED 付きフレキシブルアームルーペ

32LED 付きスタンドルーペ

フルオートマチック製本マシーン

どこでも寝心地エアーマット

充電式電動のこぎり「ベンリソー」

超強力圧力でつまりを解消するポンプ「ハイパープレッシャー」

どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット

LED ライト付パワフルファン塗装ブース

コンパクト洗濯機

全自動熱水洗い洗濯機

小型二槽式洗濯機「別洗いしま専科」2

ミニ脱水機

靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科」

ハンディ靴ウォッシャー「靴ピカラッシュ」　

タンク式充電どこでも高圧洗浄機

充電式ハンディブロワー「フキトバース」

浮かせて吸い取るハイブリッド洗浄機 2WAY スチームクリーナー

洗えないところを洗える水洗い掃除機「ウォッシャブルクリーナー」

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付

電動オートコインカウンター

電動アシスト台車

電動階段昇降台車

電動階段のぼれる台車

昇降リフト付電動アシスト台車

自動録画防犯カメラ RD1006AT

お一人様用 ハンディ炊飯器

いつものご飯を低糖質に『糖質カット炊飯器』

卓上小型製氷機「IceGolon」

バッテリー内蔵 30L ひえひえ冷蔵冷凍庫

静音充電式エアダスター「SHUSHU っとね」

ぱっと変身！どこでも座れるリュック tall

カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

glo 専用マグネット式充電スタンド

モニター
アーム

その他

P41

P41

居眠り＆脇見運転警告システムアイキャッチャー

見えない死角が良く見えるモニター付きブラインドカメラ
ドライブ
レコーダー
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対象物を動かすことなく様々な角度
から観察できます
対象物を動かすことなく様々な角度
から観察できます

360 度自由なアングルで撮影

従来の光学式顕微鏡では不可能であった、
様々な角度から自由に観察が可能です。ま
た、オプション品のスタンド等を使う事で
更に観察の幅が拡がります。

スマホ・タブレットがDino-Lite の
モニター＆レコーダーになります
スマホ・タブレットがDino-Lite の
モニター＆レコーダーになります

Dino-Lite が Android 対応

どなたでも簡単に拡大して観察できますどなたでも簡単に拡大して観察できます
パソコン・テレビ・モニター・Android 端末で使える

新機能

対象物の寸法が測定できます対象物の寸法が測定できます
簡単に使える高機能ソフトウエア付属

対象物の大きさや角度などが測定できる様々な
ツールやバーコード読み取り、IPカメラ機能な
ど豊富な機能を誇る高機能ソフトウエアを付属。
プロフェッショナルの要望にもお答えします。

1mm
1Φ

手持ちでも使用できます手持ちでも使用できます
ライト内蔵の小型軽量のボディ

本体を手持ちで対象物に接触させて使うこともできます。お肌や頭皮、印
刷物のチェックなど、どんなものでも手軽に拡大。内蔵の LEDライトに
より外部の照明に頼ることなく安定した観察が可能です。

静止画・動画の保存や加工ができます静止画・動画の保存や加工ができます
見たままを簡単に撮影

ワンクリックで画像を保存できるのでタイミングを逃しません。画像
は JPGや BMPで保存可能なので加工も楽に行うことが可能です。

Dino-Lite とはパソコンに簡単に接続でき、観察や画像の記録ができるデ
ジタル顕微鏡です。パソコン接続モデル以外にも、ご家庭のテレビに接続
したり、顕微鏡に取り付けたりできるモデルなど、ご用途に応じて豊富な
ラインアップを用意しております。

Dino-Lite が Android スマートフォンに対応しました。お持ちのスマー
トフォンやタブレットをモニター代わり・レコーダーがわりとして使う
事ができます。Dino-Lite の高画質・高性能を生かした観察、撮影がスマー
トフォンで可能になります。専用の無料アプリ『DinoDirect』は明るさ
の調整や LEDライトのオンオフなどの設定、動画・静止画の撮影と確認
ができ、非常に使いやすいアプリとなっています。
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(AM73915,7915,4815シリーズ）

(AM73915,7915,4815シリーズ）

EDR(拡大ダイナミックレンジ）機能

EDOF(強化被写界深度）機能

シリーズの主な特徴

AMR（自動倍率読み取り）機能　（AM73915,7915、4515,7515シリーズ）

フレキシブルLEDコントロール機能　（AM73915,7915,7515シリーズ）

その他の機能

事なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成すること

により、ダイナミックレンジ（明暗の範囲）を拡大します。

明暗の差が大きかったり反射光が入っている対象物の場合、暗部の

つぶれや白とびを抑え、ダイナミックレンジを拡大し細部まで再現さ

れた自然な画像が得られます。

ダイヤルの倍率を変更するとそれに追従して自動的に画面上の倍率が

変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍

率がソフト上に反映されます。測定の精度や効率が向上します。

異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深

度（焦点の合う範囲）を拡大します。

表面がでこぼこしていたり突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い

画像が得られます。EDOFで撮影された画像は実際には数枚の画像から合成された

ものですが、その元画像をEDOFのファイルから見ることも出来ます。

LEDの点灯場所や明るさをコントロールします。自在なライティングで対象物

の陰影を際立たせることが出来ます

Dino-LiteEdge（ディノライトエッジ）シリーズは高い画質、広い拡大範囲、新設計のボディ、生産性や

効率を向上させる様々な新機能などの特徴を持ち高度な研究から日常のビジネスまで対応する新し

いDino-Liteです。

オート＆マニュアルフォーカス
（AM73915/7915/4815シリーズ）
マウスカーソルをピントを合わせたい画面上の場所に置きマウス

のスクロールホイールをクリックするだけでAFが作動します。

同軸照明機能（AXH）（AM7515シリーズ）
同軸照明により細かなスクラッチや小さな凹凸をハッキリと浮き

立たせる事が出来ます。また通常のリングライトへの切り替えもワ

ンタッチで可能です。

頑丈なアルミニウム合金を採用
（AM73915/7915/7515シリーズ）
アルミ合金の精密ダイキャストボディを使用。非常に合成が高く堅牢さもアップし

ました。ケーブルの断線防止、ピント調整時の動きの改良、静電気発生防止も備え

ています。

撮影の幅を広げる交換可能な各種先端部アタッチメント

フォーカスバー
（AM773915/915/4815/4515シリーズ）
最適なピントの位置を知らせる機能です。焦点が合ってくると画面

右下のフォーカスバーの高さが上がります。

ワンタッチ撮影ボタンを搭載

測定精度を高めるキャリブレーション機能を搭載

高スペックモデル
D
ino--Lite

5



EDOF・EDR・AMRに新機能FLCを搭載したシリーズ最高峰モデル

Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
型番：DINOAM7915MZT

EDOF・EDR・AMRに新機能FLCを搭載したシリーズ最高峰望遠モデル

Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
型番：DINOAM7915MZTL

AMR・FLCに新機能AXHを搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデル

Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x
型番：DINOAM7515MT8A

AMR・FLCに新機能AXHを搭載したシリーズ最高峰400倍高倍率モデル

Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x
型番：DINOAM7515MT4A

EDOF/EDR/AFなどの先進機能を搭載した偏光機能付き高スペックモデル

Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)
型番：DINOAM4815ZT ￥84,800

EDOF/EDR/AFなどの先進機能を搭載した高スペックモデル

Dino-Lite Edge EDR/EDOF
型番：DINOAM4815T ￥79,800

EDOF/EDR/AFなどの先進機能を搭載した偏光機能付き望遠モデル

Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD
型番：DINOAM4815ZTL ￥84,800

EDOF/EDR/AFなどの先進機能を搭載した望遠モデル

Dino-Lite Edge EDR/EDOF LWD
型番：DINOAM4815TL ￥79,800

AMR/偏光機能などを搭載した使い勝手の良いエッジモデル

Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)
型番：DINOAM4515ZT ￥69,800

AMR機能の搭載で作業効率がアップしたエッジモデル

Dino-Lite Edge AMR
型番：DINOAM4515T ￥64,800

AMR/偏光機能などを搭載したエッジ望遠モデル

Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD
型番：DINOAM4515ZTL ￥69,800

AMR機能の搭載で作業効率がアップしたエッジ望遠モデル

Dino-Lite Edge AMR LWD
型番：DINOAM4515TL ￥64,800

驚愕の800倍高倍率でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載モデル

Dino-Lite Edge AMR 800x
型番：DINOAM4515T8 ￥79,800

驚愕の500倍高倍率でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載モデル

Dino-Lite Edge AMR 500x
型番：DINOAM4515T5 ￥64,800

価格は全て税込み表示となります

￥139,800

￥139,800

￥139,800

￥124,800

高倍率

高倍率

高倍率

高倍率

700-
900倍

拡大倍率

415-
470倍

拡大倍率

500-
550倍

拡大倍率

望遠

望遠

望遠

望遠

望遠

800倍

800倍

500倍

400倍

EDOF・EDR・AMR・FLCなどを搭載し、レンズ性能の向上による
圧倒的な高画質をもつ高スペックシリーズ

様々な機能を搭載した高スペックな最高峰モデル
D
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Dino-Lite

Dino-Lite
USB3.0対応モデル

ProSpecセット

Dino-Lite の高機能を最大限に引き出す究極のフルセット

デジタル顕微鏡での観察や撮影に必要な、高性能・精密機材一式を厳選
し、取り揃えました。Dino-Lite最高峰・最新モデル、超高性能でコンパク
トなPC、精密アクセサリー類、27インチ高精細4Kモニター、Dino用PC
カート、から構成されるこのセットは、Dino-Liteの各種機能や性能をフ
ルに活かします。Dinoユーザー様の高度で幅広いご要望に、高次元でお
答する最高峰のセットです。

Dino-Lite コンプリートセット
型番 :DINOXPCS1

(税込)

ProSpecセットから、Dino-Lite本体を除いたセットです。全ての
Dino-LiteのPC用モデルに対応しており、お手持ちのDino-Liteや、
ご用途に合うDino-Lite本体と組み合わせてお使い頂けます。

Dino-Lite本体を選べるセット
すべての機材はDino用PCカ
ートに搭載できます。

Dino用PCカートの机の高さ
は、用途にあわせて上下するこ
とが可能。

 PCやDinoなどの機材は、カー
ト内部に保管しロックすることが
できるので、セキュリティ対策も
万全。

※コンプリートセットにはDino-Lite 本体は同梱しません。Dino-Lite の PC 用モデルと組み合わせてお使いください。

セット内容
・Dino-Lite最高峰・最新モデル： Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) 
(DINOAM73915MZT)※

・高性能PC:  Dino-Lite XPC (DINOXPC) ( Shuttle社製カスタマイズドPC)
・高機能ソフトウエア： DinoCapture 2.0 - インストール済み
・ スタンド： 精密スタンド (DINORK10)
・ アクセサリー： 延長アーム (DINORK10EX)、 垂直アーム (DINORK10VX)､フレキシブルアーム 
(DINORK10FX)、ボジショニングアーム (DINORK10PX)､精密ホルダー (DINOHDM1)

・モニター： 高精細27インチ 4K液晶ディスプレー
・Dino用PCカート (MARM9010A)

Dino-Lite ProSpecセット
型番 :DINOXPCSA

(税込)￥775,000

￥628,000

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
型番:DINOAM73915MZT

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
型番:DINOAM73915MZTL

￥169,800

￥169,800 望遠

(税込)

(税込)

USB
3.0

2560
×

1920px
超高解像度

USB
3.0

2560
×

1920px
超高解像度

Dino-LiteのUSB3.0対応モデルが登場。
データ転送がより高速になります。さらにケーブルの取外しが可
能になりました。これによりスタンドにセットしたままで、ケーブル
の抜き差しができるようになります。

D
ino--Lite
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Dino-liteR＆D（研究開発）セット
型番 :DIAM7915MZTSP
￥164,800 (税込)

Dino-lite
R＆D（研究開発）セット

シリーズ最高峰モデル Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer( 偏光 ) と精密スタンド RK10 のフルセット。研
究開発、PRO ワークなどにすぐに使えるセットです。Dino-Lite のハイエンドモデルとハイエンドスタンドアクセサリーがセッ
トになり価格もお得なうえ、 必要な全ての製品がセットになっていますので届いた日からすぐにお使いいただけます。

立体物の深さを
計測できます

Dino-liteR＆D（研究開発）セットを使う事によって、
EDOF（強化被写界深度）機能を利用し立体物の深さ
が測れます。

Dino-Lite Edge S 
EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

Dino-Liteシリーズ用
精密スタンドRK10(静電防止仕様)

Dino-Lite精密スタンドRK10用
延長アーム

Dino-Lite精密スタンドRK10用
垂直アーム
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￥84,800

￥79,800

￥74,300

￥69,300

￥79,800

￥84,800

価格は全て込み表示となります

望遠

400倍

価格は全て税込み表示となります

￥57,800

￥52,800

￥43,800

￥38,800

￥20,800

￥9,480

高解像度での拡大や撮影が可能 / ワンタッチ撮影ボタン搭載
ボディは頑丈なアルミニウム合金を使用

各種測定機能を搭載 / 倍率ロック機構付き新ボディ（一部）
広範囲の拡大率に変更可能 / 白色LEDライトを搭載

幅広い用途で使用でき、新ボディ採用など多彩なラインナップ

D
ino--Lite
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価格は全て税込み表示となります

価格は全て税込み表示となります

価格は全て税込み表示となります

￥63,800

￥52,800

￥47,800

￥51,800

￥56,300

￥46,800

￥63,800

￥58,300

￥58,300

￥29,800

￥29,800

※高解像度の望遠モデルについては7ページをご覧ください。

超高倍率レンズでミクロの世界を観察・撮影　偏光モデルもラインナップ

対象物を非接触で観察・撮影。先端部取り外しモデルはアダプター交換可能
D
in
o-
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価格は全て税込み表示となります

価格は全て税込み表示となります

価格は全て税込み表示となります

￥63,800

￥52,800

￥47,800

￥51,800

￥56,300

￥46,800

￥63,800

￥58,300

￥58,300

￥29,800

￥29,800

※高解像度の望遠モデルについては7ページをご覧ください。

超高倍率レンズでミクロの世界を観察・撮影　偏光モデルもラインナップ

対象物を非接触で観察・撮影。先端部取り外しモデルはアダプター交換可能

蛍光480nmLEDライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW
型番：DINOAM4115TGFBW ￥84,900

蛍光525nmLEDライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) YFGW
型番：DINOAM4115TYFGW ￥84,900

蛍光575nmLEDライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) RFYW
型番：DINOAM4115TRFYW ￥84,900

蛍光400nmLEDライト搭載の画期的な先進モデル

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) CFVW
型番：DINOAM4115TCFVW ￥84,900

￥58,300

￥58,300

￥49,800

￥49,800

￥63,800

￥58,300

￥58,300

￥49,800

￥40,300

20-
220倍

拡大倍率

20-
220倍

拡大倍率

20-
220倍

拡大倍率

20-
220倍

拡大倍率

価格は全て税込み表示となります

画期的な蛍光マイクロスコープです。ご利用する形態や用途に応じて4種類の蛍光モデル

を用意しました。LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPと

RFPを含む赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、

シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途

で観察や撮影が可能です。遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分

野にご利用できます。また1台のPCで最大8台ものDino-Liteを接続・管理できるので、低

コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。

<紫外線モデル＞本体に紫外線ライトを内蔵。科学、工業など幅広い分野で、また法的分野では、偽

造検出（パスポート、IDカード、紙幣など）や、犯罪現場調査、法医学、文書鑑定、布袋での証拠照明な

どに利用することができます。

＜赤外線モデル＞内蔵された赤外線ランプとフィルターにより、暗い場所での観察、実験、検査、撮影

が可能です。可視光に比べて波長が長く散乱しにくい性質を利用し、煙や薄い布などを透過して向こ

う側の物体を見たり、偽札のチェックなど、赤外線の世界が撮影可能です。

＜ストロボモデル＞LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出

来ます。ブレのため難しかった手持ち撮影にも効果絶大です。

D
ino--Lite
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価格は全て税抜き表示となります

価格は全て税抜き表示となります

￥45,800

￥21,300

￥51,800

￥44,300

￥34,800

￥27,300

￥84,800

￥84,800

望遠

望遠

望遠

テレビにコンポジットで映像出力できるモデルをラインナップ

バッテリーを内蔵！持ち運んでどこでも使用できます

ご家庭のTVやビデオのビデオ入力に接続して、テレビモニターに画像を映し出します。お手持ちのテレビでプレゼンテーショ
ンなどする場合にも便利です。また、ビデオ機器などで画像をそのまま動画で記録することもできます。パソコンが不要なの
で手軽に観察できます。
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価格は全て税抜き表示となります

価格は全て税抜き表示となります

￥45,800

￥21,300

￥51,800

￥44,300

￥34,800

￥27,300

￥84,800

￥84,800

望遠

望遠

望遠

テレビにコンポジットで映像出力できるモデルをラインナップ

バッテリーを内蔵！持ち運んでどこでも使用できます

ご家庭のTVやビデオのビデオ入力に接続して、テレビモニターに画像を映し出します。お手持ちのテレビでプレゼンテーショ
ンなどする場合にも便利です。また、ビデオ機器などで画像をそのまま動画で記録することもできます。パソコンが不要なの
で手軽に観察できます。

￥81,800

￥76,800

￥71,300

￥66,300

￥87,300

￥82,300

￥68,800

￥63,800

￥58,300

￥53,300

￥74,300

￥69,300

価格は全て税込み表示となります

高画質HDMI/DVI や VGA/D-sub 出力に対応したモデルをラインナップ
D
ino--Lite
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緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。
クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは
360度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に
配置し耐久性と軽量化を両立。静電気防止使用。高倍
率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い
いただけます。

Dino-Liteシリーズ用精密スタンド
RK10(静電防止仕様)
型番：DINORK10
￥29,800

￥3,980￥3,300￥9,800

RK10専用オプション

170～200

X-Yポジショニングアーム 延長アーム 垂直アーム
精密スタンドRX10のアームに取り付け、
アームを延長できます。延長アームの長
さは約15cm。また水平方向に回転させ
ることが可能。

アームを垂直方向に延長できます。延
長アームの高さは約15cm。対象物との
距離をより高く取りたい場合に便利で
す。

X軸・Y軸方向に精密に動かすことが
できる延長アーム。微細に移動しなが
ら、観察や撮影のフレーミングができま
す。

型番：DINORK10EX型番：DINORK10PX 型番：DINORK10VX

クリップで挟める幅:
約10～30mm

200

（ｍｍ）

220
150

150 57

D
in
o-
-L
it
e

14



110

価格は全て税込み表示となります

145
mm

75

102

DinoLite シリーズ用の携
帯スタンド。超小型なの
で持ち運びも楽々です。

ポータブルミニスタンド2
( 型番：DIＮＯＭＳ08Ｂ)

￥3,800 ￥8,500

￥3,700 ￥2,100

￥7,400 ￥1,480 ￥1,050

￥3,200

￥7,400

￥4,800 ￥7,400

オートキャリブレーションシートピッチ0.1mm
DINOCS40

mm

D
ino--Lite
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価格は全て税込み表示となります

￥1,050 ￥1,050

￥5,300 ￥31,500

￥1,580 ￥5,300
￥1,480
￥1,980

￥23,000

￥63,200 ￥49,800

J. コネクト

Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル

Dino-Lite とスマートフォ
ンを繋ぐ USB OTG ケー
ブル。

 micro B 用 ( 型番：DINOOTGB)
 Type－C 用 ( 型番：DINOOTGC)

( 型番：DINOOTGB)
( 型番：DINOOTGC)

￥14,800

バッテリー内蔵10インチマルチメディアモニター

バッテリー内蔵だからど
こでも使用 OK。HDMI、
コンポジット入力対応 10
インチモニター

￥2,980

miniHDMI-HDMIケーブル（2ｍ）

Dino-Lite とモニターを繋
ぐ HDMI ケーブル 2ｍ。

( 型番：HDMICA18)( 型番：MBWHDM10)

D
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撮影範囲について
D
ino--Lite
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配管用内視鏡スコープpremier

長尺ケーブルは20～40M1M毎の印字付長尺ケーブルは20～40M1M毎の印字付
20 ～ 40M の長尺ケーブルは 1M 毎に印字付で、進んだケーブルの
長さが判断可能。ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入り
ホイールでスムーズに出し入れが可能です。

2種類のアタッチメント付属2種類のアタッチメント付属

フレキシブルに動くカメラ＆柔軟に動くケーブルの高品質工業内視鏡

カメラ先端径・材質 23φ・サファイヤガラス使用

ケーブル長・ケーブル径 20m/30m/40m　5.0φ モニター部：AC100V/50～60Hz（入力）
　　　　　　DC12V 1000mA（出力） 
ケーブル部：DC12V（本体ケースより供給）

ピントが合う範囲 20ｍｍ～（パンフォーカス）

動作環境 温度：10℃～50℃ 湿度：30％RH～90％RH

光源 高輝度白色ＬＥＤ12灯　無段階調光機能付き　

防水性 IP68 10m防水（カメラおよびケーブル部）

付属品

羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、
ACアダプタ、カメラ用Oリング、ヒューズ２個、SDカード
(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメ
ント用工具、イヤフォンマイク

20M/30M/40M

羽型アタッチメントとボール型アタッチメントが付属。配管内を
進んで行けます。

付属アタッチメント 2 種
オートレベリングカメラ用

オプションアタッチメント 4 種

柔軟なケーブルなので、90 度の
エルボを 2 か所通過することが
可能です。

電源

バッテリー リチウムイオンバッテリー

充電・駆動時間 5時間・記録再生時:5時間

解像度 静止画：720×480/動画：720×480 30fps/15fps

記録媒体 SDカードまたはUSBフラッシュメモリ（～32GB）

サイズ／重量 500×460×180(mm)／10.2kg

表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長20/30/40ｍ

カメラ先端径23φ

配管用内視鏡スコープ
premier20M
型番： CARPSCA2

配管用内視鏡スコープ
premier30M
型番： CARPSCA3

配管用内視鏡スコープ
premier40M
型番： CARPSCA4

モニターサイズ大型7インチ

メーターカウンター付きも選べます

￥178,000(税込)

￥198,000(税込)

￥218,000(税込)

オプションカメラ

オートレベリングカメラ用オプションアタッチメント

オートレベリングカメラ
型番：HANDOPREV

配管用内視鏡 premier カメラ部 150ｍｍ
型番：HANDLGCAM

￥79,800

￥39,800

(税込)

(税込)

配管用内視鏡 premier 17mm×130mmカメラ
型番：CARPSCN170
￥49,800(税込)

配管用内視鏡 premier カメラ部
型番：HANDPPCAM
￥29,800(税込)

先端カバーアタッチメント 220mm
型番：HANDOOP2
￥3,980(税込)

先端カバーアタッチメント 140mm
型番：HANDOOP1
￥2,980(税込)

ローラー付き先端カバーアタッチメント 90mm
型番：HANDOOP3
￥4,980(税込)

先端カバーアタッチメント 40mm
型番：HANDOOP4
￥2,980(税込)

メーターカウンターが付いているので、ケーブルがどれぐらい進んだ
かを自動的に表示。内視鏡の液晶モニターで細かい数値を見る事がで
きます。配管用内視鏡スコープ premier に装着した状態でお届けい
たします。※メーターカウンターを後から取り付ける事は出来ません。

メーターカウンター付きメーターカウンター付きも選べます

モニターにメーター数が
10cm 単位で表示されるように
なります。

CCDカメラ内蔵CCDカメラ内蔵/オプションカメラ

カメラ先端部はバネが入っており、曲がっている場所でも進めていく
事が可能です。カメラ径 23mm で、12 個の LED ライトが付いて
います。先端はサファイヤガラスで傷がつきにくくなっています。

曲げる事の出来る最小半径は 90 度の直
角配管で 50mm 幅があれば進めます。

LED ライト 12 個

オートレベリングカメラ

ロング 15cm

カメラ径17mm

標準カメラ
11cm

メータカウンター付きモデルは
モニターにメーター数が
10cm 単位で表示されます

配管用内視鏡スコープ
premier20M メーターカウンター付き
型番： CARPSCA21
￥198,000
配管用内視鏡スコープ
premier30M メーターカウンター付き
型番： CARPSCA31
￥218,000
配管用内視鏡スコープ
premier40M メーターカウンター付き
型番： CARPSCA41
￥238,000 (税込)

カメラを回転させても必ず水平を
保つオプションカメラ

スペック

23Φ
7

12 灯
USB SD

工
業
用
内
視
鏡
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配管用内視鏡スコープpremier

長尺ケーブルは20～40M1M毎の印字付長尺ケーブルは20～40M1M毎の印字付
20 ～ 40M の長尺ケーブルは 1M 毎に印字付で、進んだケーブルの
長さが判断可能。ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入り
ホイールでスムーズに出し入れが可能です。

2種類のアタッチメント付属2種類のアタッチメント付属

フレキシブルに動くカメラ＆柔軟に動くケーブルの高品質工業内視鏡

カメラ先端径・材質 23φ・サファイヤガラス使用

ケーブル長・ケーブル径 20m/30m/40m　5.0φ モニター部：AC100V/50～60Hz（入力）
　　　　　　DC12V 1000mA（出力） 
ケーブル部：DC12V（本体ケースより供給）

ピントが合う範囲 20ｍｍ～（パンフォーカス）

動作環境 温度：10℃～50℃ 湿度：30％RH～90％RH

光源 高輝度白色ＬＥＤ12灯　無段階調光機能付き　

防水性 IP68 10m防水（カメラおよびケーブル部）

付属品

羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、
ACアダプタ、カメラ用Oリング、ヒューズ２個、SDカード
(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメ
ント用工具、イヤフォンマイク

20M/30M/40M

羽型アタッチメントとボール型アタッチメントが付属。配管内を
進んで行けます。

付属アタッチメント 2 種
オートレベリングカメラ用

オプションアタッチメント 4 種

柔軟なケーブルなので、90 度の
エルボを 2 か所通過することが
可能です。

電源

バッテリー リチウムイオンバッテリー

充電・駆動時間 5時間・記録再生時:5時間

解像度 静止画：720×480/動画：720×480 30fps/15fps

記録媒体 SDカードまたはUSBフラッシュメモリ（～32GB）

サイズ／重量 500×460×180(mm)／10.2kg

表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長20/30/40ｍ

カメラ先端径23φ

配管用内視鏡スコープ
premier20M
型番： CARPSCA2

配管用内視鏡スコープ
premier30M
型番： CARPSCA3

配管用内視鏡スコープ
premier40M
型番： CARPSCA4

モニターサイズ大型7インチ

メーターカウンター付きも選べます

￥178,000(税込)

￥198,000(税込)

￥218,000(税込)

オプションカメラ

オートレベリングカメラ用オプションアタッチメント

オートレベリングカメラ
型番：HANDOPREV

配管用内視鏡 premier カメラ部 150ｍｍ
型番：HANDLGCAM

￥79,800

￥39,800

(税込)

(税込)

配管用内視鏡 premier 17mm×130mmカメラ
型番：CARPSCN170
￥49,800(税込)

配管用内視鏡 premier カメラ部
型番：HANDPPCAM
￥29,800(税込)

先端カバーアタッチメント 220mm
型番：HANDOOP2
￥3,980(税込)

先端カバーアタッチメント 140mm
型番：HANDOOP1
￥2,980(税込)

ローラー付き先端カバーアタッチメント 90mm
型番：HANDOOP3
￥4,980(税込)

先端カバーアタッチメント 40mm
型番：HANDOOP4
￥2,980(税込)

メーターカウンターが付いているので、ケーブルがどれぐらい進んだ
かを自動的に表示。内視鏡の液晶モニターで細かい数値を見る事がで
きます。配管用内視鏡スコープ premier に装着した状態でお届けい
たします。※メーターカウンターを後から取り付ける事は出来ません。

メーターカウンター付きメーターカウンター付きも選べます

モニターにメーター数が
10cm 単位で表示されるように
なります。

CCDカメラ内蔵CCDカメラ内蔵/オプションカメラ

カメラ先端部はバネが入っており、曲がっている場所でも進めていく
事が可能です。カメラ径 23mm で、12 個の LED ライトが付いて
います。先端はサファイヤガラスで傷がつきにくくなっています。

曲げる事の出来る最小半径は 90 度の直
角配管で 50mm 幅があれば進めます。

LED ライト 12 個

オートレベリングカメラ

ロング 15cm

カメラ径17mm

標準カメラ
11cm

メータカウンター付きモデルは
モニターにメーター数が
10cm 単位で表示されます

配管用内視鏡スコープ
premier20M メーターカウンター付き
型番： CARPSCA21
￥198,000
配管用内視鏡スコープ
premier30M メーターカウンター付き
型番： CARPSCA31
￥218,000
配管用内視鏡スコープ
premier40M メーターカウンター付き
型番： CARPSCA41
￥238,000 (税込)

カメラを回転させても必ず水平を
保つオプションカメラ

スペック

23Φ
7

12 灯
USB SD

テレスコピックカメラ
カメラが左右に 360 度、上下に 180 度動く高性能内視鏡

50Φ
10

6 灯

SD

60M

カメラ回転360度エンドレス

カメラ先端径50φ

モニターサイズ10インチ

アタッチメント2種付属

スペック

カメラ先端径・材質 50φ・サファイヤガラス使用

ケーブル長 60m 12V　8800mA/H 

ピントが合う範囲 10cm～3ｍ

動作環境 温度：5℃～60℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ6灯　調光機能付き

防水性 カメラケーブル部防水あり IP68

付属品 ケーブル本体、モニター、ケーブル、アタッチメント2種
カメラアタッチメント85ｍｍ

バッテリー

充電時間 約6時間

連続駆動時間 約8～10時間

解像度 1280×720

対応SDカード SDカード32GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPG　動画：AVI

サイズ／重量
モニター：400×360×130／27kg
ケーブル部：670×520×250

表示部 10インチカラー液晶ディスプレイ

360度先端可動式配管内視鏡60M　

先端が360度回転先端が360度回転
先端のカメラは左右に 360
度自由に回す事ができます。
また上下も 180 度動きます。
カメラ部はフレキシブルに動
き、LED ライトが６灯搭載
されています。

ケーブルの長さは 20・30・
60m の長さから選択が可能。
ケーブル径は 7mm メーターカ
ウンターが内蔵されています。

ケーブル径7mm長さの選択可能ケーブル径7mm長さの選択可能

動画・静止画共に録画可能動画・静止画共に録画可能

10インチ大型モニター10インチ大型モニター
モニターは 10 インチのカラーディスプレイ。大型サイズなので、
はっきりした映像を映します。

SD カードに静止画、動画を保存する事が可能です。また、再生はモ
ニター上で出来るのでパソコンを使わなくても録画した画像を確認す
ることが出来ます。

バッテリー駆動で約8～10時間バッテリー駆動で約8～10時間
リチウムイオンバッテリーを採用。約 8 ～ 10 時間連続稼働が可能
です。

360 度先端可動式配管内視鏡 60M
型番： HAIKANCAM60
￥628,000 (税込)

※ケーブルの長さ調整可能。お問合せ下さい。

360度

180度

10インチ

サイズ比較

7インチ
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7、10、15インチから選択可能

配管内視鏡特注商品

スペック

80M/120M超長尺ケーブル
120ｍの超ロングケーブルです。リールには自動で引き出した長さ
が分かるようにカウンターを装備、モニターに表示します。

先端部カメラはオートレベリング機能付きで、常に水平を保ちます。
18 灯の LED ライトで暗い場所を鮮明に映し出します。

フレキシブルに動くカメラ部

3種類のアタッチメント付属（50φカメラのみ）

カメラ先端径 23～50φで応相談

ケーブル長 40M以上でご相談ください AC100V

ピントが合う範囲 100ｍｍ～（パンフォーカス）

動作環境 温度：-10℃～50℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ

防水性 IPX8

付属品 ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、
先端アタッチメント3種、専用ACアダプター等

羽型アタッチメントが付属。配管内のごみが多い場所もどんどん進
んでいくことができます。

オートレベリング付42灯 LEDライト

電源

バッテリー リチウムイオンバッテリー

充電 8時間/5時間稼働

解像度 800×480

記録媒体 SDカードまたはUSBフラッシュメモリ（～32GB）

サイズ／重量 本体：440×520×190mm／8.8kg
ケーブルユニット：760×850×360mm／25.8g（120M）

表示部

配管用工業内視鏡カメラシステム 120M
型番： PIP120HK

￥598,000(税込)

カメラやケーブルの太さは変更可能

80M 配管内視鏡
型番： PIPNSP8K

￥498,000

300M 配管内視鏡
型番： CAP300SP

￥1,180,000

(税込)

(税込)

カメラの太さは28φ～50φまで変更可能。ケーブルの堅さなど
ご要望に応じて作成します。メーターカウンターは標準装備です。

※ご用命の際はお打ち合わせをさせていただく必要があります。

※長さ、太さ等お問合せ下さい。最長300mまでオーダー作成いたします。
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テレスコピックカメラ
カーボンロングポール 3.6ｍで高い場所を見るのに最適な内視鏡

テレスコピックカメラ
型番： TELESC4G

テレスコピック内視鏡延長ポール 1M
TELSCPOP1

23Φ
4.3

12 灯

SD

3.6M

ケーブル + カーボンポール長 3.6ｍ

カメラ先端径 23φ

モニターサイズ 4.3 インチ

オプションで更に延長ポールあり

スペック

カメラ先端径・材質 23φ・サファイヤガラス使用

ケーブル+ポール長 3.6m リチウムイオンバッテリー

ピントが合う範囲 60ｍｍ～（パンフォーカス）

動作環境 温度：-10℃～50℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ12灯　調光機能付き

防水性 カメラケーブル部防水あり（50cm）IP68

付属品

日よけ、モニター、SDカード（8GB）、充電池×2、充電器、
充電器用ケーブル、充電アダプター、アタッチメント2種、
SDカードリーダー、ケース鍵×2、ゴムリング×2、マイク、
六角レンチ、精密ドライバー

バッテリー

充電時間 約3.5時間

連続駆動時間 約4.5時間

解像度 720×576、720×480、640×480

対応SDカード SDカード32GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPG　動画：AVI

サイズ／重量 本体：70×3500×75(mm)／1.4kg

表示部 4.3インチカラー液晶ディスプレイ

テレスコピックカメラ

カメラ先端径 23mm LED ライト 12 灯カメラ先端径 23mm LED ライト 12 灯
フレキシブルアーム (50cm) の先のカメラ径は 23mm。サファイヤ
ガラス採用で傷がつきにくくなっています。また高輝度 LED ライト
が 12 灯で、暗い場所でも問題なくお使い頂けます。

最高 3.6M のカーボンロングポールで、手の届かない高い場所でも楽
に見る事ができます。また延長ポール 1M もオプションでご用意。最
大で 5.5M まで伸ばす事が可能になります。カーボンポールのため軽
くて丈夫、しなりません。

超ロングポールで高い場所を見るのに最適超ロングポールで高い場所を見るのに最適

動画・静止画共に録画可能動画・静止画共に録画可能

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

バッテリー駆動で約 4.5 時間バッテリー駆動で約 4.5 時間
リチウムイオンバッテリーを採用。約4.5時間連続稼働が可能です。

AV 出力ケーブルを別途ご用意頂くと、TV などのビデオ端子がつい
ているモニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見
ながら撮影したりすることが可能です。

SD カードは標準で付属（8GB）しているので静止画、動画をすぐに
保存する事が可能です。また、再生もモニター上で出来るのでパソコ
ンを使わなくても録画した画像を確認することが出来ます。

2 種類のアタッチメント付属2 種類のアタッチメント付属

羽根型、ボール型 2 つのアタッチメントが付属しています。

12LEDライト搭載

延長ポール追加で最長5.5M

3.6ｍ

￥128,000 (税込)

￥15,800 (税込)
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先端 360 度ジョイスティック工業内視鏡

スペック

ジョイスティックで 360度全方向に可動ジョイスティックで 360度全方向に可動
先端カメラ部は 360 度全方向へ動かすことができ、また 150 度ま
で曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックで行うた
め、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思
う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。

動画・静止画共にmicroSDカードに録画動画・静止画共にmicroSDカードに録画
360°

先端カメラは最大で150度湾曲。 360度全方向に曲がります。

本体ディスプレイ下のジョイス
ティックを動かせば、先端部も
同じ動きをするので、画面を
見ながら見たい方向へ感覚的
に操作できます。

　 バッテリー

カメラ先端径 6.0φ 表示部 3.5インチカラーTFTディスプレイ

ケーブル長 1m（非形状記憶型） リチウム電池(4.2v/3300mAh)

ピントが合う範囲 10～100mm モニター充電時間 AC充電約3時間

動作温度 -10℃～50℃ 連続駆動時間 約6時間

光源 ＬＥＤ6灯 調光機能付き 解像度 ＶＧＡ640×480

防水性 カメラケーブル部防水あり　ＩＰ67　 対応ＳＤカード microＳＤカード32GBまで対応

湾曲角／ケーブル回転角 最大150°／最大360° 保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 105×245×90mm／392g（ケーブル含む）
付属品

本体(ケーブル一体型)、AVケーブル、microUSBケーブル、
microSDカードリーダー、USB-ACアダプタ、日本語説明書

ケーブル長 AVケーブル：1450mｍ/USBケーブル：1000mm

記録メディアは、microSD カード。
モニター上で再生できるのでパソコ
ンを使わなくても録画した映像、画
像を確認することが出来ます。

先端径が 6mm のインターロック式チューブを採用。6灯の高輝度
LED ライトも搭載しています。

先端カメラ径 6mm の内視鏡先端カメラ径 6mm の内視鏡

6LEDライト搭載

スティック操作で 360 度スムーズに動く先端可動式内視鏡

150°

ケーブル長 1m

カメラ先端径 6φ

モニターサイズ 3.5 インチ

ケーブル 360度全方向可動

6Φ
3.5

1M

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

6灯先端 360 度ジョイスティック工業内視鏡
型番： MDRCTBR3
￥298,000 (税込)
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先端 360 度ジョイスティック工業内視鏡

スペック

ジョイスティックで 360度全方向に可動ジョイスティックで 360度全方向に可動
先端カメラ部は 360 度全方向へ動かすことができ、また 150 度ま
で曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックで行うた
め、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思
う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。

動画・静止画共にmicroSDカードに録画動画・静止画共にmicroSDカードに録画
360°

先端カメラは最大で150度湾曲。 360度全方向に曲がります。

本体ディスプレイ下のジョイス
ティックを動かせば、先端部も
同じ動きをするので、画面を
見ながら見たい方向へ感覚的
に操作できます。

　 バッテリー

カメラ先端径 6.0φ 表示部 3.5インチカラーTFTディスプレイ

ケーブル長 1m（非形状記憶型） リチウム電池(4.2v/3300mAh)

ピントが合う範囲 10～100mm モニター充電時間 AC充電約3時間

動作温度 -10℃～50℃ 連続駆動時間 約6時間

光源 ＬＥＤ6灯 調光機能付き 解像度 ＶＧＡ640×480

防水性 カメラケーブル部防水あり　ＩＰ67　 対応ＳＤカード microＳＤカード32GBまで対応

湾曲角／ケーブル回転角 最大150°／最大360° 保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 105×245×90mm／392g（ケーブル含む）
付属品

本体(ケーブル一体型)、AVケーブル、microUSBケーブル、
microSDカードリーダー、USB-ACアダプタ、日本語説明書

ケーブル長 AVケーブル：1450mｍ/USBケーブル：1000mm

記録メディアは、microSD カード。
モニター上で再生できるのでパソコ
ンを使わなくても録画した映像、画
像を確認することが出来ます。

先端径が 6mm のインターロック式チューブを採用。6灯の高輝度
LED ライトも搭載しています。

先端カメラ径 6mm の内視鏡先端カメラ径 6mm の内視鏡

6LEDライト搭載

スティック操作で 360 度スムーズに動く先端可動式内視鏡

150°

ケーブル長 1m

カメラ先端径 6φ

モニターサイズ 3.5 インチ

ケーブル 360度全方向可動

6Φ
3.5

1M

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

6灯先端 360 度ジョイスティック工業内視鏡
型番： MDRCTBR3
￥298,000 (税込)

ダイヤル調整先端可動式内視鏡 4.0 / 6.5φ
先端が２方向に可動する工業用内視鏡

スペック

カメラ先端径 4.0φ / 6.5φ 表示部 3.5インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長 フレキシブルチューブ（形状記憶型）1m 　 バッテリー 本体・単3電池4本/モニター・リチウムバッテリー3.7V

ピントが合う範囲 10mm～（パンフォーカス） モニター充電時間 AC充電約3時間

動作温度 -10℃～50℃ 連続駆動時間 約4時間

光源 高輝度白色ＬＥＤ2灯 / 6灯 調光機能付き 解像度 ＶＧＡ640×480

防水性 カメラケーブル部防水あり　ＩＰ67　 対応ＳＤカード microＳＤカード32ＧＢまで対応

湾曲角／ケーブル回転角 最大180°／最大300° 保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 190×200×100(mm)／450g（ケーブル部は含まず）
付属品

モニター出力ケーブル 1.1ｍ

側視アダプター（6.5φのみ）、AVケーブル(100cm)、
ACケーブル(145cm)、miniUSB-USBケーブル(100cm)、
電池ボックス用予備ネジ×２、精密ドライバー

6.5Φ 6.5Φのみ

ダイヤル調整先端可動式内視鏡
型番： DIALKD67B

ダイヤル調整先端可動式内視鏡 1M ケーブルのみ
型番：DIALKDOP

ケーブル長 1m

カメラ先端径 4.0φ/6.5φ

モニターサイズ 3.5 インチ

ケーブル２方向可動

4.0Φ
3.5

1M

4.0mm 径先端可動式フレキシブル内視鏡 1M
型番： MTB4STKD

２灯 /4 灯

4.0mm 径先端可動式フレキシブル内視鏡 1M ケーブルのみ
型番：MTB4SPPE

150°

150°

90°
90°

防水仕様のケーブルは 2 方向に可動防水仕様のケーブルは 2 方向に可動
ケーブル根元にあるダイヤルを回すことで先端部が 2 方向に 90 度
ずつ、合計 180 度可動します。さらにケーブル全体の向きも変えら
れます。

先端カメラ径 4.0/6.5mm の内視鏡先端カメラ径 4.0/6.5mm の内視鏡 側視アダプターが標準で付属側視アダプターが標準で付属

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能180°

先端カメラは最大で左右90度
ずつ最大180度可動

接続部のダイヤルを回すと先端が左右90度
ずつ曲がります。更にチューブ全体も左右に
150度ずつ回転が可能です。

4 倍までのズーム機能を搭載4 倍までのズーム機能を搭載

撮影中の画像を本体のモニタ上で 4 倍までデジタルズームが出来る
ので細かく見たい場所も見ることができます。

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

ダイヤル調整先端可動式内視鏡には 90 度の側視ミラーが標準で付属
しますので、正面だけでなく側面も確認することが可能です。
※4.0mm 径先端可動式フレキシブル内視鏡
には側視アダプターは付属しません。

側視アダプターが標準で付属

4.0mm 径先端可動式フレキシブル内視鏡は先端径 4.0mm。ダイヤ
ル調整先端可動式内視鏡は 6.5mm。それぞれ２灯と 6 灯の LED ラ
イトを搭載しています。

6LEDライト搭載２LEDライト搭載

￥228,000 (税込)

￥168,000 (税込)

￥133,800 (税込)

￥91,800 (税込)
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テレスコピックカメラ
先端が稼働する、パソコンや Android に繋いで使う内視鏡

8.5Φ800ｍｍ

スペック

カメラ先端径 8.5φ

ケーブル長 800mm（非形状記憶型） Windows 7 / 8 / 10

ピントが合う範囲 40ｍｍ～4000mm

動作環境 温度：10℃～50℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ6灯　調光機能付き

防水性 カメラケーブル部防水あり　IP65

付属品 OTGケーブル

対応OS

インターフェース USB2.0

解像度 640×480

サイズ／重量 40×180×40(mm)／193g

電源 USBより給電 / スマートフォン・タブレットより給電

先端可動式 USB 工業用内視鏡
6灯

スマホPC

OTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroidスマートフォン・
タブレット※一部機種ではご利用いただけません。対応機種

先端可動式 USB 工業用内視鏡
型番： WOSCRADJ
￥69,800 (税込)

ケーブル長 800mm

カメラ先端径 8.5φ

先端 180 度可動

OTG 機能対応 Android スマホに接続

USB で PC に接続

ハンディスコープ 5.5φ
カメラ径 5.5mm ベーシックタイプの極細工業用内視鏡

スペック
カメラ先端径 5.5φ

ケーブル長 フレキシブルチューブ（形状記憶型）1m・3ｍ 単3電池4本

ピントが合う範囲 30ｍｍ～80mm

動作環境 温度：-10℃～50℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ6灯　調光機能付き

防水性 カメラケーブル部防水あり　IP67

付属品 AVケーブル(100cm)

電源

連続駆動時間 約3～4時間

解像度 640×480

対応SDカード microSDカード32GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPG　動画：AVI

サイズ／重量 86×224×34(mm)／480g

表示部 2.7インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長 1ｍ/3ｍ

カメラ先端径 5.5φ

モニターサイズ 2.7 インチ

アタッチメント 3 種類付属

1M

ポータブル内視鏡スコープ
5.5φ1M モデル
型番： ENDSCP1M
￥19,800 (税込)

3M

ポータブル内視鏡スコープ
5.5φ3M モデル
型番： ENDSCP3M
￥24,800 (税込)

1M/3M　　　　　　　

フック・磁石・側視鏡アタッチメント付 カメラ径 5.5φ LED ライト 6 灯搭載

2.7
6 灯5.5Φ

工
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液晶付内視鏡PRO

スペック

1M～5Mの４種類の長さから選択1M～5Mの４種類の長さから選択
ケーブルの長さは、1M、2M、3M、5M の４種類をご用意。ご使用
用途によって、長さを選択していただけます。

先端径が 9ｍｍのインターロック式チューブを採用。4 灯の高輝度
LED ライトも搭載しています。

先端カメラ径9mmの内視鏡先端カメラ径9mmの内視鏡
3種類のアタッチメントが標準で付属3種類のアタッチメントが標準で付属

TVモニターに映し出すことも可能TVモニターに映し出すことも可能

使用用途により、長さを選択できます

4LEDライト搭載

カメラ先端径 9φ 表示部 3.5インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長 フレキシブルチューブ（形状記憶型）1m・2m・3m・5m 　 バッテリー 本体・単3電池4本/モニター・リチウムバッテリー3.7V

ピントが合う距離 20mm～（パンフォーカス） モニター充電時間 AC充電約3時間

動作温度 -10℃～50℃ 連続駆動時間 約4時間

光源 高輝度白色ＬＥＤ4灯 調光機能付き 解像度 ＶＧＡ640×480

防水性 カメラケーブル部防水あり　ＩＰ67　 対応ＳＤカード ｍicroＳＤカード32ＧＢまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 190×200×100(mm)／450g（ケーブル部は含まず）付属品

側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチ
メント、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(100cm)、
ACアダプター(145cm)、電池ボックス用、予備ネジ×２、
精密ドライバー

4倍までのズーム機能を搭載4倍までのズーム機能を搭載

撮影中の画像を本体のモニタ上で 4 倍までデジタルズームが出来る
ので細かく見たい場所も見ることができます。

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

側視アタッチメント
磁石アタッチメント
フックアタッチメント
が標準で付属

1M/2M/3M/5M

側視鏡、磁石、フックアタッチメントが
標準で付属。側面の観察などにも適して
います。狭い管の中などで便利にお使い
いただけます。

ケーブル径9φ

モニターサイズ3.5インチ

9Φ
3.5

1M

液晶付内視鏡 PRO 1M モデル
型番： LCFLBX1M

液晶付内視鏡 PRO 1M モデル
ケーブル単体
型番： LCBLBX1M

液晶付内視鏡 PRO 2M モデル
ケーブル単体
型番： LCBLBX2M

液晶付内視鏡 PRO 3M モデル
ケーブル単体
型番： LCBLBX3M

液晶付内視鏡 PRO 5M モデル
ケーブル単体
型番： LCBLBX5M

4 灯

2M

液晶付内視鏡 PRO 2M モデル
型番： LCFLBX2M

3M

液晶付内視鏡 PRO 3M モデル
型番： LCFLBX3M

5M

液晶付内視鏡 PRO 5M モデル
型番： LCFLBX5M

3種類のアタッチメント付属

￥44,800 (税込)

￥16,800 (税込)

￥22,800 (税込)

￥23,800 (税込)

￥44,800 (税込)

￥67,800 (税込)

￥57,800 (税込)

￥74,800 (税込) 工
業
用
内
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テレスコピックカメラ
細い隙間、細穴などの検査に使えるカメラサイズ僅か 2.2mm の工業用内視鏡

2.2mm 径 非破壊検査工業用内視鏡
型番： TDQCHK22

2.2Φ1070ｍｍ

カメラ先端径極細 2.2φ

ケーブル長 1070mm

モニターサイズ 3.5 インチ

スペック

カメラ先端径 2.2φ

ケーブル長 1070mm（非形状記憶型） USBまたはACアダプタより充電

ピントが合う範囲 4ｍｍ～

動作環境 温度：-10℃～50℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ2灯　調光機能付き

防水性 カメラケーブル部防水あり　IPX6

付属品 ケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、USBケーブル

電源

解像度 動画：640×480　静止画：640×480

対応SDカード microSDカード16GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 100×82×35(mm)／208g

表示部 3.5インチカラー液晶ディスプレイ

2.2mm 径 非破壊検査工業用内視鏡
2 灯

2.2mm径 非破壊検査
工業用内視鏡

5.5mm径 内視鏡

ケーブル長は 1070mm。ケーブル部のコントローラーでライトの明
るさなどを調整可能です。

先端部には高輝度白色 LEDライト
が6灯搭載されています。ライトの
明るさは手元で簡単に調整する事が
できます。

ケーブル長 1070mm ケーブル長 1070mm 

約2時間連続駆動時間

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

￥598,000(税込)

超極細 2.2mm カメラ径内視鏡超極細 2.2mm カメラ径内視鏡
弊社ランナップの中で最も細いサイズ、極細 2.2mm の内視鏡です。
一般的な 5mm ～ほどの細さの内視鏡では見る事のできない 細い隙
間、細い管の中など 2.2mm サイズだからこそ調査できる場所を見
る事ができます。

車のエンジン内部検査、精密部品の検査、小口径パイプの検査、金型
の検査など、通常の内視鏡では届かない場所での使用に適しています。

3.5

※この商品は受発注商品となります。

動画・静止画共に SD カードに録画可能動画・静止画共に SD カードに録画可能

4 倍までのズーム機能を搭載4 倍までのズーム機能を搭載
撮影中の画像を本体のモニタ上で 4 倍までデジタルズームが出来る
ので細かく見たい場所も見ることができます。

microSDカードで静止画、動画をすぐに保存する事が可能です。また、
再生もモニター上でできるのでパソコンを使わなくても録画した画像
を確認することが出来ます。
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液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm 径
ケーブル径 3.9/5.5Φの極細工業用内視鏡

ケーブル径極細 5.5φ　　

モニターサイズ 3.5 インチ

3 種類のアタッチメント付属

1M/3M

先端カメラ径 3.9/5.5mm の内視鏡先端カメラ径 3.9/5.5mm の内視鏡

側視鏡アタッチメント、磁石ア
タッチメント・フックアタッチメ
ントが標準で付属。側面の観察も
出来ます。狭い管の中などで便利
にお使いいただけます。

3 種類のアタッチメントが付属 (5.5φのみ )3 種類のアタッチメントが付属 (5.5φのみ )

動画・静止画共に SD カードに録画可能動画・静止画共に SD カードに録画可能

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

5 倍までのズーム機能を搭載5 倍までのズーム機能を搭載
撮影中の画像を本体のモニタ上で 5 倍までデジタルズームが出来る
ので細かく見たい場所も見ることができます。

単三電池で駆動単三電池で駆動
モニターの充電の必要が無く、単三電池のみで動くので、現場での
急なバッテリー切れに対応します。

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

SDカードに静止画・動画を記録。

SD カードで静止画、動画をすぐ
に保存する事が可能です。また、
再生もモニター上でできるのでパ
ソコンを使わなくても録画した画
像を確認することが出来ます。

スペック

1M

液晶付内視鏡ファインスコープ
3.9mm 径 1M ケーブル単体
型番： LC391OPP

液晶付内視鏡ファインスコープ
3.9mm 径 3M ケーブル単体
型番： LC393OPP

3M

液晶付内視鏡ファインスコープ
3.9mm 径 1M モデル
型番： LC391FTU

液晶付内視鏡ファインスコープ
3.9mm 径 3M モデル
型番： LC393FTU

1M

液晶付内視鏡ファインスコープ
5.5mm 径 1M ケーブル単体
型番： LC551TTT

液晶付内視鏡ファインスコープ
5.5mm 径 3M ケーブル単体
型番： LC553TTT

3M

液晶付内視鏡ファインスコープ
5.5mm 径 1M モデル
型番： LC551FTU

液晶付内視鏡ファインスコープ
5.5mm 径 3M モデル
型番： LC553FTU

￥63,800 (税込)

￥29,800 (税込)

￥84,800 (税込)

￥39,800 (税込)

￥74,300 (税込)

￥42,800 (税込)

￥62,800 (税込)

￥26,800 (税込)

カメラ先端径 3.9φ/ 5.5φ 表示部 3.5インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長 3.9φ:1m・3m（非形状記憶型）
5.5φ:1m・3m（形状記憶型）

　 電源 単3電池4本

ピントが合う距離 20ｍｍ～（パンフォーカス）

動作温度 -10℃～50℃

連続駆動時間 約5時間

光源 高輝度白色ＬＥＤ2灯/4灯 調光機能付き

解像度 ＶＧＡ640×480

防水性 カメラケーブル部防水あり　ＩＰ67　

対応ＳＤカード ＳＤカード32ＧＢまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 3.9Φ:270×200×100mm／280g
5.5Φ:230×200×100mm／390g

付属品
AVケーブル(120cm)、USBケーブル(100cm)
側視・磁石・フックアタッチメント(5.5Φのみ)

先端カメラ径は 3.9mm と 5.5ｍｍ。長さは 1M と 3M から用途に
より選択可能。チューブ部はインターロック 5.5Φ、非インターロッ
ク 3.9Φの防水仕様。3.9ｍｍは 2 灯、5.5mm は 4 灯の高輝度
LED ライトも搭載しています。

3.9Φ
3.5

2/4 灯

SD

5.5Φ
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5.8Φは 5mm まで接写可能。細い管の中もはっきりとピントが合います

先端カメラ径 5.8φ接写可能な内視鏡先端カメラ径 5.8φ接写可能な内視鏡
5.8Φは接写タイプです。ピントが合う距離が 5mm ですので、対象
物により近くまで接近する事が出来ます。また側視鏡を付けた時は狭
い管の側面もはっきりと見る事ができます。

9.0φモデルは、リーズナブルながらも内視鏡の基本性能をカバーし
ています。インターロックケーブルで見たい場所をしっかりと確認で
きます。

9.0φのベーシックな内視鏡9.0φのベーシックな内視鏡

動画・静止画共に録画可能動画・静止画共に録画可能

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

単三電池で駆動単三電池で駆動
モニターの充電の必要が無く、単三電池のみで動くので、現場での
急なバッテリー切れに対応します。

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

microSDカードに静止画・動画を記録

側視鏡を付ければ接写状態でも焦点が合います

microSD カードで静止画、動画を
すぐに保存する事が可能です。ま
た、再生もモニター上でできるの
でパソコンを使わなくても録画し
た画像を確認することが出来ます。

スペック

カメラ先端径 5.8φ/ 9.0φ 表示部 2.4インチカラー液晶ディスプレイ

ケーブル長 5.8φ:1m・3m（形状記憶型）
9.0φ:1m・3m（形状記憶型）

　 電源 単3電池4本

ピントが合う距離 5.8Φ：5mm～ 9.0φ：30ｍｍ～80ｍｍ

動作温度 -10℃～50℃

連続駆動時間 約1.5時間

光源 高輝度白色LED6灯(5.5φ)4灯(9.0φ) 7段階調光機能付

解像度 動画：HD 1280×720 / VGA 640×480
静止画：1280×960

防水性 カメラケーブル部防水あり　ＩＰ67　

対応ＳＤカード microSDカード32GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 85×250×40(mm)／266g（ケーブル部は含まず）
付属品

側視・磁石(9.0φのみ)・フックアタッチメント(9.0φのみ)、
AVケーブル(100cm)、USBケーブル(90cm)

1M

ポータブル内視鏡スコープ
5.8φ1M モデル
型番： LCPRLX1S

3M

ポータブル内視鏡スコープ
5.8φ3M モデル
型番： LCPRLX3S

1M

ポータブル内視鏡スコープ
9.0φ1M モデル
型番： LCNRCP1M

3M

ポータブル内視鏡スコープ
9.0φ3M モデル
型番： LCNRCP3M

側視ミラー、磁石・フックの 3 種類のアタッチメントが標準で付属。

アタッチメントが付属アタッチメントが付属

ポータブル内視鏡スコープ 5.8( 接写タイプ )/9.0φ 1M/3M　　　　　　　

5.8Φ
2.4

4 灯9Φ

カメラ先端径 5.8φ/9.0φ

モニターサイズ 2.4 インチ

アタッチメント付属

￥24,800 (税込) ￥29,800 (税込)

￥16,800 (税込) ￥19,800 (税込)
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洗浄機能付き工業用内視鏡側視モデル

スペック

カメラ先端径 18.5×11(mm) 表示部 3.5インチカラーTFTディスプレイ

ケーブル長 フレキシブルチューブ（形状記憶型）780mm

ピントが合う範囲 30mm～80mm モニター充電時間

電源

約6～7時間

リチウムバッテリー

連続駆動時間 約2～3時間光源 白色LED1灯　7段階調光機能付き 

防水性 カメラケーブル部防水あり　IP67　

対応ＳＤカード microSDカード32GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 195×205×102mm／1000g（ケーブル含む）

付属品
カメラ本体+ケーブル(一体型)、液晶モニター、洗浄剤ボトル
ACチャージャー、充電ケーブル、USBケーブル、クリーナ
ークロス、日本語取扱い説明書

流量／作動圧力 3.75ml/s　6～8Pa

タンク容量 250ml

目視できない場所の汚れも確認しながら落とせる洗浄機能付き内視鏡側視モデル

ケーブル長 780mm

カメラ先端径 18.5×11(mm)

モニターサイズ 3.5 インチ

洗浄剤ボトル 250ml 付属

18.5×11
3.5

750mm 1灯

洗浄機能付き工業用内視鏡側視モデル
型番： EVAPEND6
￥59,800 (税込)

9mm デュアルカメラ切り替え工業用内視鏡
側面にもカメラあり。切り替えて使用できる 9mm 径内視鏡

フロント・サイド
切り替えスイッチ

9mm デュアルカメラ切り替え工業用内視鏡
型番： DUALCAME2
￥24,800 (税込)

フロント＋サイド 2 つのカメラフロント＋サイド 2 つのカメラ
通常のカメラの他に、サイドカメラも搭載。2 つのカメラを切り替え
て使用する事が可能です。フロントカメラには 4 灯、サイドカメラ
には 2 灯の LED ライトがついており、それぞれ調光機能付き。

4LEDライト搭載 2LEDライト搭載

サイドカメラで管の側面がはっきりと
見えます

フロントカメラで前方が見れます

9Φ
2.7

4+2 灯1M

スペック
カメラ先端径 9φ

ケーブル長 フレキシブルチューブ（形状記憶型）1m 単3電池4本

ピントが合う範囲 50ｍｍ～100mm

動作環境 温度：-10℃～50℃ 

光源 高輝度白色ＬＥＤ4灯+2灯　調光機能付き

防水性 カメラケーブル部防水あり　IP67

付属品 UBSケーブル(100cm)、AVケーブル(100cm)

電源

連続駆動時間 約6時間

解像度 640×480

対応SDカード microSDカード32GBまで対応

保存ファイル形式 静止画：JPG　動画：MP4

サイズ／重量 86×263×49(mm)／240g

表示部 2.7インチカラー液晶ディスプレイ

工
業
用
内
視
鏡

29



工業用内視鏡型赤外線サーマルカメラ

スペック

配管内の診断に使えるサーモグラフィ配管内の診断に使えるサーモグラフィ
配管内や配電盤などの通常のサーモグラフィでは確認する事のできな
い場所をチェック、診断ができる内視鏡タイプの高性能サーモグラ
フィです。赤外線サーモグラフィの温度分布の映像により、視覚と数
値で確認。温度異常箇所を、素早く発見することができます。

動画・静止画共にmicroSDカードに録画動画・静止画共にmicroSDカードに録画

ケーブルの先についた赤外
線カメラによって、撮影箇所
を温度分布表示。視覚と数
値で確認することができま
す。測定した映像は、画像、
動画として保存することがで
きます。

　 バッテリー

カメラ先端径 16φ 表示部 3.5インチカラーTFTディスプレイ

ケーブル長 1m（形状記憶型） リチウム電池(3200mAh)

ピントの合う距離 500mm～

温度精度 ±2%ないし±2℃

駆動時間 約2時間半

測定温度範囲/温度感度 -20℃～150℃／0.1℃

解像度 赤外線カメラ：80×60　解像度：768×576　30fps

防水性 カメラケーブル部防水あり　IPX7　

対応ＳＤカード microＳＤカード32GBまで対応

画角 50°

保存ファイル形式 静止画：JPEG　動画：AVI

サイズ／重量 105×245×90mm／567g（ケーブル含む）

付属品
本体(ケーブル一体型)、AVケーブル、microUSBケーブル、
microSDカードリーダー、USB-ACアダプタ、日本語説明書

ケーブル長 AVケーブル：145cｍ/USBケーブル：100cm

※通常の内視鏡カメラの用に見る事は出来ません。周囲との温度変化等を確認する内視鏡型
サーモグラフィとなります。※ジョイスティックは作動しません。

記録メディアは、microSD カード。
モニター上で再生できるのでパソコ
ンを使わなくても録画した映像、画
像を確認することが出来ます。

赤外線カメラの先端径は 16mm。細い配管内や機器の隙間などを進
めていくことが可能です。

赤外線カメラ径 16mm赤外線カメラ径 16mm

配管内や配電盤など狭い箇所の診断に適した高性能サーモグラフィ

撮影ボタン

測定温度 -20℃～ 150℃

ケーブル長 1m

モニターサイズ 3.5 インチ

16Φ
3.5

1M

TV モニターに映し出すことも可能TV モニターに映し出すことも可能

付属している AV 出力ケーブルで TV などのビデオ端子がついている
モニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら
撮影したりすることが可能です。

工業用内視鏡型赤外線サーマルカメラ
型番： THERMBR6
￥398,000 (税込)

Android/PC 両対応内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ
Android スマートフォン、パソコン両方に繋いで使える内視鏡ケーブル

カメラで見ながら耳掃除！爽快 USB 耳スコープ
Andoroid をモニターにして耳の中を映しながらスッキリ耳掃除

カメラで見ながら耳掃除！爽快 USB 耳スコープ
型番： USBEARCM
￥2,980 (税込)

スペック
カメラ先端径 5.5φ

ケーブル長 1m25cm（非形状記憶型）

USBおよびmicroUSBより給電

ピントが合う範囲 15mm

光源 高輝度白色ＬＥＤ6灯　調光機能付き

防水性 なし

付属品 イヤーピック×2本、アダプタ

電源

解像度

重量 55g

2M/5M(5.5・8Φ)/10M

5M

Android/PC 両対応 8mm 径
内視鏡ケーブル 5m
形状記憶タイプ
型番：MCAD8NW5

10M

Android/PC 両対応 5.5mm 径
内視鏡ケーブル 10m 
形状記憶タイプ
型番： MCADNW10
￥7,980 (税込) ￥3,980 (税込)

TypeC 変換アダプタ付き
型番：USARCMST

￥3,280 (税込)

5M

Android/PC 両対応 5.5mm 径
内視鏡ケーブル 5m
形状記憶タイプ
型番：MCADNEW5

2M

Android/PC 両対応 5.5mm 径
内視鏡ケーブル 2m 
形状記憶タイプ
型番： MCADNEW2
￥2,980 (税込) ￥4,980 (税込)

スマホ

8Φ5.5Φ 6 灯

PC

スペック

カメラ先端径 5.5 / 8φ

ケーブル長 2m・5m・10ｍ（5.5φ）5ｍ（8φ）（形状記憶型）

ピントが合う範囲 50mm～（パンフォーカス）

視野角 67度

光源 白色ＬＥＤ6灯 調光機能付き

防水性 IP67 カメラ先端部からスイッチまで
※スイッチ部は防水ではありません

付属品 側視アダプタ、磁石アダプタ、フックアダプタ

電源 USBおよびmicroUSBより給電

OTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroidスマートフォン・
タブレット※一部機種ではご利用いただけません。
Windows 7/8/10

OTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroidスマートフォン・
タブレット※一部機種ではご利用いただけません。
Windows 7/8/10

　 対応機種

インターフェース USB2.0

カメラ画素数 約30万画素

解像度 動画：640×480　1280×720

重量 2mモデル：67g/5mモデル：152g/10mモデル：289g
8φ5ｍ：153g

スマホ

5.5Φ 6 灯

PC

カメラ先端径 5.5/8φ

OTG 機能対応 Android スマホに接続

ケーブル長 2/5/10ｍ

工
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Android/PC 両対応内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ
Android スマートフォン、パソコン両方に繋いで使える内視鏡ケーブル

カメラで見ながら耳掃除！爽快 USB 耳スコープ
Andoroid をモニターにして耳の中を映しながらスッキリ耳掃除

カメラで見ながら耳掃除！爽快 USB 耳スコープ
型番： USBEARCM
￥2,980 (税込)

スペック
カメラ先端径 5.5φ

ケーブル長 1m25cm（非形状記憶型）

USBおよびmicroUSBより給電

ピントが合う範囲 15mm

光源 高輝度白色ＬＥＤ6灯　調光機能付き

防水性 なし

付属品 イヤーピック×2本、アダプタ

電源

解像度

重量 55g

2M/5M(5.5・8Φ)/10M

5M

Android/PC 両対応 8mm 径
内視鏡ケーブル 5m
形状記憶タイプ
型番：MCAD8NW5

10M

Android/PC 両対応 5.5mm 径
内視鏡ケーブル 10m 
形状記憶タイプ
型番： MCADNW10
￥7,980 (税込) ￥3,980 (税込)

TypeC 変換アダプタ付き
型番：USARCMST

￥3,280 (税込)

5M

Android/PC 両対応 5.5mm 径
内視鏡ケーブル 5m
形状記憶タイプ
型番：MCADNEW5

2M

Android/PC 両対応 5.5mm 径
内視鏡ケーブル 2m 
形状記憶タイプ
型番： MCADNEW2
￥2,980 (税込) ￥4,980 (税込)

スマホ

8Φ5.5Φ 6 灯

PC

スペック

カメラ先端径 5.5 / 8φ

ケーブル長 2m・5m・10ｍ（5.5φ）5ｍ（8φ）（形状記憶型）

ピントが合う範囲 50mm～（パンフォーカス）

視野角 67度

光源 白色ＬＥＤ6灯 調光機能付き

防水性 IP67 カメラ先端部からスイッチまで
※スイッチ部は防水ではありません

付属品 側視アダプタ、磁石アダプタ、フックアダプタ

電源 USBおよびmicroUSBより給電

OTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroidスマートフォン・
タブレット※一部機種ではご利用いただけません。
Windows 7/8/10

OTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroidスマートフォン・
タブレット※一部機種ではご利用いただけません。
Windows 7/8/10

　 対応機種

インターフェース USB2.0

カメラ画素数 約30万画素

解像度 動画：640×480　1280×720

重量 2mモデル：67g/5mモデル：152g/10mモデル：289g
8φ5ｍ：153g

スマホ

5.5Φ 6 灯

PC

カメラ先端径 5.5/8φ

OTG 機能対応 Android スマホに接続

ケーブル長 2/5/10ｍ
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Ｇセンサー機能赤外線ライト液晶モニター

2.4インチ

GPS 画素数

1200
万画素

視野角

150°

デュアルレンズ

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

GPS機能で走行状況が一目瞭然

フロントカメラ1080P、リアカメラ720Pコーディックに
H.264を採用した高画質のドライブレコーダーです。撮影さ
れた動画は、パソコンで専用の再生ソフトなしで確認する事
が可能です。

GPS機能の「場所」と「速度」をデータとして取得。より
詳細な走行状況が記録、把握、管理ができます。
専用ソフトを使うことにより、わかりやすく、見やすく管理
することが可能になります。GPS情報（緯度経度）、日付、
時間、方角、場所、走行ルート（マップで表示）、速度、ショッ
クセンサー等、様々な情報が閲覧できます。

リアカメラは上下に動かせ
る為、車内の様子も確実に
撮影できます。

フロントカメラは1080Pの高画質、リアカメ
ラは720Pで、鮮明な画像の撮影が可能です。

※撮影動画の確認のみの場合は、専用ソフトを使わずに見る
事が可能です。

自動ループ撮影
データはカードの容量がいっぱい
になると、自動的に古いデータか
ら上書きします。

緯度経度

走行ルート

ショックセンサー

日付

速度

時間

方角

高画質前後撮影GPSドライブレコーダーPremier
デュアルレンズGPS機能付き。高画質な動画が特別なソフトなしで見れる高品質ドライブレコーダー

高画質前後撮影
GPSドライブレコーダーPremier

本体サイズ

本体重量

電源

モニター

保存形式

画素数

視野角

撮影時間

付属品

65×83×32 (mm)

107g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

2.4 インチ

動画 :MOV 静止画 :JPEG
※専用内蔵ソフト使用

1200 万画素

フロント 150 度 リア 130 度

32GB の microSD 使用で約 3 時間半

ドライブレコーダー本体、吸盤アタ
ッチメント、シガーケーブル、USB
ケーブル、AV ケーブル、日本語説明書

型番：DUALCAR4

HDMI 出力

15,800 円 ( 税込 )

フロントカメラ映像

リアカメラ映像

パーキングモード
ドライブレコーダーにはバッテ
リーが内蔵されており、エンジン
がかかっていない時でも、衝撃を
感知すると自動的に電源が入り、
録画を開始します。録画したデー
タはロックがかかり、上書きされ
ません。待機可能時間最大約8時
間。

自動的に録画オン
エンジンを掛けるだけで自動的に
録画が開始されます。

8h

再生ソフト不要で動画確認ができる、デュアルレンズ搭載高画質ドライブレコーダー

ド
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GoogleMap/
GoogleEarth に
出力可能

Ｇセンサー機能赤外線ライト液晶モニター

2インチ

GPS 画素数

120
万画素

視野角

140°

デュアルレンズ

前後の撮影が可能なデュアルレンズ

GPS機能の「場所」と「速度」をデータとして取得。より詳
細な走行状況が記録、把握、管理できます。
またGPSから取得したログを、専用ソフト「CANSONIC」
を使うことにより、わかりやすく、見やすく管理することが可
能になります。
GPS情報（緯度経度）、日付、時間、方角、場所、走行ルート
（マップで表示）、速度、ショックセンサー等、様々な情報が閲
覧でき、動画データの管理ができる動画プレイヤーになります。
さらに専用ソフトからKMLデータ出力ができるので、
GoogleMap や GoogleEarth での閲覧も可能になります。

前後に2台のカメラを搭載し、前後同時に撮影が可能。また、
赤外線 LEDライトを前方・後方カメラに6個搭載しているので、
夜や暗い場所での撮影も可能です。

撮影データは、2台分のカメラの映像を左右に2分割
し、1ファイルとして保存できます。動画は
1280×480pixel、約 120万画素。コーデックは高
画質高圧縮のH.264を採用。なめらかできれいな動
画を撮影することができます。

自動ループ撮影
データはカードの容量がいっぱい
になると、自動的に古いデータか
ら上書きします。

自動的に録画オン
エンジンを掛けるだけで自動的に
録画が開始されます。エンジンを
切ると、自動的に撮影を終了し、
データがmicroSDカードに保存
されます。

緯度経度

走行ルート ショックセンサー

日付

速度

時間 方角

前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダー
前後に赤外線 LEDライトを搭載。GPS機能で「場所」と「速度」のデータを取得

前後赤外線LED付き
デュアルレンズドライブレコーダー

本体サイズ

本体重量

電源

モニター

保存形式

画素数

視野角

撮影時間

付属品

124×46×24 (mm)

98g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

2 インチ

動画 :AVI 静止画 :JPEG
※専用内蔵ソフト使用

120 万画素

140 度

32GB の microSD 使用で約 14 時間

ドライブレコーダー本体、吸盤アタ
ッチメント、 両面テープアタッチメ
ント、GPS アンテナ、シガーケーブ
ル、USB ケーブル、AV ケーブル、
予備シール（GPS 用 1 枚・アタッチ
メント用 2 枚）、日本語説明書

型番：X9DVRDL

HDMI 出力

14,800 円 ( 税込 )

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。
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本体サイズ

本体重量

電源

モニター

保存形式

画素数

視野角

撮影時間

付属品

310×100×30 (mm)

242g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

5 インチ

動画 :MP4 静止画 :JPEG

300 万画素

360 度

32GB の microSD 使用で約 5 時間半

ドライブレコーダー本体、シガーケ
ーブル、取付バンド（2 本）、
日本語説明書

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

Ｇセンサー機能液晶モニター

5インチ

画素数

300
万画素

視野角

360°

マルチウインドウフロント＆バック

球面ワイドアングル

360度撮影と4つのカメラモード

タッチパネルで簡単操作

本商品のカメラレンズはドーム型で、カメラから下半分を球体状に 360 度撮
影します。カメラの映像は 4 つのカメラモードで確認ができます。通常のド
ライブレコーダー映像に近い「ワイドアングルモード」自由にスライドできる

「球面モード」上下 2 画面で前後の映像を一度に見る事ができる「フロント＆
バックモード」、前後左右を 4 つの画面で一度に表示する「マルチウィンドウ
モード」となり、再生時でも簡単にカメラの切替が可能です。

このドライブレコーダーは、電源ボタン以外は全てタッチパネル
での操作なので、誰でも簡単に使う事ができます。 カメラの映像
を手で直接動かす事もできるので、直感的に操作する事が可能で
す。

ワイドアングル…通常のドライブレコーダーに近い映像
球面…画面を自由にスライドできるモード
フロント＆バック…上下 2 画面で、正面と車内の映像を表示
マルチウィンドウ…前後左右の映像を 4 画面で表示

オプションのバックカメラ

ミラー型 360 度全方位ドライブレコーダーのメイン
画像と切り替えて使用します。 駐車時にはバックカメ
ラの映像をタッチする事で拡大表示。 簡単に切り替え
る事ができます。 また、バックの配線に繋ぐことで、
バック時に自動的にカメラの切替を行う事も出来るよ
うになります。

ＰＣ用専用ソフト
録画したデータをパソコンで再生、
出力するための専用ソフトが付属
しています。

パーキングモード＆Gセンサー
バッテリーが内蔵されており、エ
ンジンがかかっていない時でも、
衝撃を感知すると自動的に電源が
入り録画を開始します。待機時間
最大 8 時間。また運転中に衝突さ
れるなどのショックを感知して、
録画中のデータを保護する G セン
サー機能完備。

自動的に録画オン
エンジンを掛けるだけで自動的に
録画が開始されます。

1440×1440

24fpsH.264

ミラー型360度全方位ドライブレコーダー
360 度全方向を撮影。前後左右全て逃さずに撮影するルームミラー型ドライブレコーダー

ミラー型360度全方位ドライブレコーダー
型番：CARDVR36

4 つのカメラモード

19,800 円 ( 税込 )

1,980 円 ( 税込 )

専用バックカメラ
型番：REARCAM3

8h
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※パーキングモード最大待機時間 約 8 時間

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

1200
万画素

12,800 円 ( 税込 )

事故などいざという時に必要な映像は、ナンバープレートや状
況がはっきりと分かるものでなくては意味がありません。
この超高感度ドライブレコーダーは、今までのドライブレコー
ダーと比べて画面が非常に明るく、尚且つ晴天の日陰でも真っ
暗になる事がなく、画面全体をクリアな映像で残す事が可能な
のです。撮影できる画像は最大 1920×1080 の 1200 万画
素。ストレスなくくっきりと美しい映像で、決定的瞬間を逃し
ません。

8h

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
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※パーキングモード最大待機時間 約 1 時間

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

1200
万画素

車の運転時、天気のいい日などに太陽の方向に走っている時で
もワイドダイナミックレンジ機能で、前の車の状況などをしっ
かりと録画する事ができます。また録画サイズは最大約 1200
万画素。高画質高圧縮の H.264 を採用。いざという時の決定
的瞬間をしっかりくっきり映像として残す事ができるのです。

9,800 円 ( 税込 )

1h

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

36



※パーキングモード最大待機時間 約 10 時間

5,980 円 ( 税込 )

ルームミラーに隠れるぐらい極小サイズのドライブレコーダー
で、運転中の視界を妨げません。
5cm 四方の極小サイズですが機能面は充実しています。
駐車中に衝撃を感知すると自動的に電源が入り、録画を開始す
るパーキングモード、運転中に衝突されるなどのショックを感
知して、録画中のデータを保護する G センサー機能も完備。
赤外線 LED ライトを搭載しており、夜間の撮影も可能です。
ドライブレコーダーが初めての方にもおすすめのモデルです。

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

1200
万画素 10h

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
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DUALCAR4

CARDVR36
X9DVRDL

X10DVRDL

STLGHTC3

AKWDRCAR

DRVCARC4

型番

ドライブレコーダー用電源直接取り用の専用ハーネス

型番：X9DVRDOP1

ドライブレコーダー用
電源直接コネクター 12V,24V 両対応

1,980 円 ( 税込 )

共通オプションパーツ

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
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DUALCAR4

CARDVR36
X9DVRDL

X10DVRDL

STLGHTC3

AKWDRCAR

DRVCARC4

型番

ドライブレコーダー用電源直接取り用の専用ハーネス

型番：X9DVRDOP1

ドライブレコーダー用
電源直接コネクター 12V,24V 両対応

1,980 円 ( 税込 )

共通オプションパーツ

1200
万画素

前方カメラ

後方カメラ

120
2.7

フルHD高画質録画で前と後ろを逃さず撮影。サーキット走行時の撮影にも使えます

2880×21602880×2160 2560×14402560×1440

1920×10801920×1080 1280×7201280×720

H.264H.264

オンボードカメラにもなる
「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」

高画質高圧縮の H.264 採用で、1080P フル HD の超高画質
録画が可能。車のナンバープレートやルート案内などの文字も
綺麗に記録できます。晴天だけでなく曇天時や、もちろん夜間
の撮影にも対応。カメラが 2 個取り付けられるので、前方だけ
でなく後方にもカメラを取り付けられます。ドライブレコー
ダーとして使用する以外にも、サーキット走行時の撮影にもお
使い頂けます。クリアな映像で走行チェックを簡単に行うこと
が可能です。

カメラ部のみ防水仕様となっております。モニターは
防水なしになりますので、カウル内側やシート下など
に設置してください。

2個のカメラは視野角120度をフォローしています。横か
らの飛び出しや幅寄せなど、見えない死角も捕らえます。マ
イクも付いているので、事故の記録だけでなく旅の会話や思
い出の音もしっかり録音します。

19,800 円 ( 税込 )

型番：MTSGYUT8

オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」
バイク専用のフルHDドライブレコーダー

74×55×21

80g

12V/24V 両対応
ACC から給電

2.7 インチ

MP4

1200 万画素

120 度

32GB の microSD 使用で約 3.2 時間

( 自動で上書きします )

カメラ部のみ生活防水

本体、カメラ 2 個、充電ケーブル、
ネジ 2 本、日本語説明書

本体サイズ

重量

電源

モニター

保存形式

画素数

視野角

撮影時間

防水性能

付属品

広角120度カメラ 設置例

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

39



トラックや車のバック事故、屋根上接触事故をなくす汎用センサー

トラック＆建機、フォークリフト用増設可能バックセンサー

駐車の際のバック事故、側面接触、屋根上接触等を低減
するセンサーです。センサーは両面テープか付属のビス
で固定。障害物に近づくと音で警告。距離が近づくにつ
れ警告音の幅が短くなります。どこのセンサーが反応し
ているかはモニターで瞬時に判断。
警告音はモニター裏のスイッチで消すことも可能です。

今乗っている車にバックカメラやセンサーを簡単に後付けできるモニ
ター・センサー＆カメラ・スピーカーの3点セットです。4.3 インチの大
型モニターにはバックミラーだけでは見る事のできない後方の様子が映る
ので、しっかり確認しながら車庫入れや駐車が可能です。
またバックセンサーで対象物までの距離を警告してくれるので目視だけで
無く、耳でも距離が掴めるようになります。

19,800 円 ( 税込 )

480 円( 税込 ) 780 円( 税込 )

型番：PARKSEN1

15,800 円 ( 税込 )

15,800 円 ( 税込 )

パーキングセンサー用センサーケーブル３Ｍ
型番PARKSENPC3M　

パーキングセンサー用センサーケーブル６Ｍ
型番PARKSENPC6M　

モニター部からブザーが鳴りセンサーまで
の距離と場所を知らせます。

センサーは通常で4基が標準で付属。最大で8基ま
で増設可能です。（表示は4基までとなります）

型番：BACKSN24

超音波式

0.05秒 /センサー

0～3m

シガーソケットから（24Vまで対応）

IP67（ケーブル部のみ）

普通自動車、トラック、大型トラック、

フォークリフトなど

-30度～70度

640×480　1280×720

コントロールボックス、モニター、モ
ニターケーブル5ｍシガー電源ケーブ
ル2ｍ、センサー×4、センサーケー
ブル3ｍ×2.6ｍ×2

センサー

反応時間

検知距離

電源

防水性能

対応車種

耐温度

解像度

付属品

24V 対応版

※24V版はシガーソケットではなく
　ACC直結タイプのみとなります。

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
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居眠りやわき見運転をすると音とメッセージで警告する顔認識システム

サイドやフロントなど死角となる場所に取り付けられるカメラとモニターのセット

居眠り＆脇見運転警告システムアイキャッチャー

運転中の瞳を監視して瞼を 1 秒間つぶったり脇見をして瞳が認識できなく
なると音声と声で警告します。また、あくびやスマホを見ながらの運転に
も注意を促します。夜間でも雨天でも人が変わっても瞬時に判断しますの
で安心。GPS 付きで走行中のみ警告します。直距離や疲労の多い時のド
ライブに非常に頼りになる製品です。

19,800 円 ( 税込 )

型番：DRVARM02

GPS付きで走行中のみ警告

わき見運転・居眠り・あくび・スマホ運転を警告

エンジンをかけたら自動で電源ON

夜間でも雨天でもサングラス、メガネでもOK

70×40×15 (mm)

37g

超音波式

シガーソケット (12V、24V)

1 秒

60 ～ 80 度

60 ～ 70cm

日本語音声 / ブザー

本体（GPS アンテナ付）、
吸盤アタッチメント、
シガー電源ケーブル

本体サイズ

本体重量

センサー

電源

反応速度

検知角度

瞳認識範囲

警告種類

付属品

高性能カメラ

夜でもはっきりと映します

7 インチモニター
車を運転していると、どうしても運転席から見え
ない場所、死角があります。この死角をなくすた
めに設置するのがブラインドカメラです。本製品
には小さなカメラが 2 個と 7 インチのモニター
がセットになっています。カメラを死角になりや
すいサイドミラーに設置したり、 フロントグリル
などに設置すれば、運転席にあるモニターから
しっかりと見えるようになります。

見えない死角が良く見えるモニター付きブラインドカメラ

17,800 円 ( 税込 )

型番：BLDSPCAM

2,980 円 ( 税込 )

ブラインドカメラ用オプションカメラ延長ケーブル付き
型番：BLDSPCOPC

モニター：188×130×20(mm)

カメラ：48×36×25(mm)

モニター :390g カメラ :44g

シガーソケットより給電　12V 対応

7 インチ

1024×600 800×480

120 度

モニター、カメラ（２個）、リモコン、

シガーアダプタ、延長ケーブル（２本）、

モニターアタッチメント 2 種、

固定シート、ケーブルカバー２本、

アクセサリー電源用ケーブル

本体サイズ

本体重量

電源電源

モニターサイズ

解像度

カメラ視野角

付属品

ド
ラ
イ
ブ
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ー
ダ
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耐荷重最高10kgまでの液晶モニターに対応。ブラックとホワ
イト2色から選べます。コストパフォーマンスがよく、はじめ
てのモニターアームにもおすすめ。

楽々高さを調節できるガス圧が内蔵されています。モニターを
好みの位置に動かして手を離すだけで固定できます。アームの
土台部分にUSBポート1つとオーディオコネクタあり。

USB ポート & オーディオコネクタ付き 
4 軸式ガスショックモニターアーム（シングル）

6.5

型番 :MARM1470
JAN:4562331777632

モ
ニ
タ
ー
ア
ー
ム
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マウスもキーボード台もドリンクホルダー付。リ
ストレストとマウスパッドも付属していますの
で、手首の疲れを軽減します。耐荷重内であれば
32インチも設置可。

VESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付ける
ことで高さ、角度の調整を容易に行うことが可能になります。

ガスショック式だから、ネジをゆるめなくても自
由ない位置で固定できます。27インチ対応、耐
荷重5.5kg のモニターアーム。ポールのレール
にアームを差し込み設置位置自由度UP。

ストッパー無しでラクラク上下。ガスショック式だから使う
人に合わせて簡単に高さを調整することができ便利です。耐
荷重内であれば32インチも設置可。

ディスプレイ下の空間をさらに有効利用。下にキーボード、
上には小物を置くのに大活躍。クランプが使えない机にご利
用頂けます。耐荷重内ではれば32インチも設置可。

モ
ニ
タ
ー
ア
ー
ム

43



USB ポート & オーディオコネクタ付き 4 軸式ガスショックモニターアーム（デュアル）
型番 :MARM1470 JAN:4562331777632

ガス圧だからスムーズなモニター位置の調節
が可能。USBとオーディオ入出力のポート
が土台にある15-27インチ対応の2面モニ
ターアームです。

モ
ニ
タ
ー
ア
ー
ム
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モニターを好みの位置に動かして手を離すだけで
固定されるガスショック式モニターアーム。また、
ポール部分にはアームを差し込むレールが4本
ありレールを差し込む場所によって、モニター位
置の自由度が広がります。

ガスショック式のスウィベルモニターアームです。簡単に高
さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡
単にお好みの高さに調節することができます。アームは自由
度の高い多段アームで隙間なく2面並べられます。

モ
ニ
タ
ー
ア
ー
ム
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56 個の LED ライト搭載、変幻自在なフレキシブルアームを搭載したクランプ式ルーペ

32 個の LED ライト搭載、角度を自由に調整できるスタンド式ルーペ

56LED付きフレキシブルアームルーペ

取付可能な机は
横幅が 50ｍｍ
厚みが 70ｍｍまでOK

直径 10cmの大型ルーペ　1.75 倍拡大します

角度調整可能

角度調整可能

角度調整可能

350ｍｍ

350ｍｍ

32LED付きスタンドルーペ

56LED 付きフレキシブルアームルーペ
型番： FLLP563D
￥6,980 (税込)

サイズ / 重量
電源
レンズ径
レンズ倍率
LED ライト
付属品

幅38×奥行き20×高さ900 (mm)  / 2.5kg
ACより給電
130mm
1.75 倍
56 個
本体、クランプ

フレキシブル
アーム

LED
53 灯
5W

1.75倍
拡大
ルーペ

13cm
大型
ルーペ

70mm
まで

50mmまで

32LED 付きスタンドルーペ
型番： YBUP3LED
￥4,800 (税込)

サイズ / 重量
電源
レンズ径
レンズ倍率
LED ライト
付属品

幅190×奥行き165×高さ500(mm)  / 1.9kg
ACより給電
100mm
1.75 倍
32 個
本体

スタンド
式

LED
32 灯
8W

1.75倍
拡大
ルーペ

10cm
大型
ルーペ

セード部は回転

32 個の LED ライト
搭載

そ
の
他
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56 個の LED ライト搭載、変幻自在なフレキシブルアームを搭載したクランプ式ルーペ

32 個の LED ライト搭載、角度を自由に調整できるスタンド式ルーペ

56LED付きフレキシブルアームルーペ

取付可能な机は
横幅が 50ｍｍ
厚みが 70ｍｍまでOK

直径 10cmの大型ルーペ　1.75 倍拡大します

角度調整可能

角度調整可能

角度調整可能

350ｍｍ

350ｍｍ

32LED付きスタンドルーペ

56LED 付きフレキシブルアームルーペ
型番： FLLP563D
￥6,980 (税込)

サイズ / 重量
電源
レンズ径
レンズ倍率
LED ライト
付属品

幅38×奥行き20×高さ900 (mm)  / 2.5kg
ACより給電
130mm
1.75 倍
56 個
本体、クランプ

フレキシブル
アーム

LED
53 灯
5W

1.75倍
拡大
ルーペ

13cm
大型
ルーペ

70mm
まで

50mmまで

32LED 付きスタンドルーペ
型番： YBUP3LED
￥4,800 (税込)

サイズ / 重量
電源
レンズ径
レンズ倍率
LED ライト
付属品

幅190×奥行き165×高さ500(mm)  / 1.9kg
ACより給電
100mm
1.75 倍
32 個
本体

スタンド
式

LED
32 灯
8W

1.75倍
拡大
ルーペ

10cm
大型
ルーペ

セード部は回転

32 個の LED ライト
搭載

誰でも簡単に早くきっちり自動で折ってくれる、卓上型の自動中綴じ製本機

バルブを開ければ自動的に膨らむ、厚くエアー感のある寝心地にすることもできるマット

中綴じしたい複数枚の紙をセットして、ハンドルレバーを押し戻すだけで、
あっという間の最速 3秒で、中綴じ製本の完成です。

フルオートマチック製本マシーン

どこでも寝心地エアーマット

フルオートマチック製本マシーン
型番： ZYAUTB2K
￥69,800 (税込)

サイズ / 重量
電源
用紙サイズ
重ね折り枚数
ホッチキス針
付属品

幅500×高さ233×奥行き395(mm)  / 16.7kg
家庭用電源100V
最大 A3 ～最小 A5
推奨最大 16 枚 ( 一般的なコピー用紙の場合 )
3 号針
本体、ハンドル、電源ケーブル（1.8m）、ホッチ
キス 3 号針 ( テスト用 )、六角レンチ大 / 小、
小物ケース

レバーを
押すだけ

最速
3秒
製本

A3～ A5
対応

最大
16枚
製本可能

どこでも寝心地エアーマット
型番：AIRCUBED
￥5,980 (税込)

サイズ / 重量

材質

付属品

膨張時：幅650×奥行き1900×高さ80(mm)
収納時：約直径220×650(mm) / 2.4kg
150D ポリエステル（PVCコーティング）、
ポリウレタンフォーム
本体 ×1、収納バッグ、ゴムバンド ×2、修復用
生地 ×2、接着剤

最大
厚み
8cm

自動で膨らむ
バルブ
システム

コンパ
クト
収納

リペア
キット
付

そ
の
他
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充電スタンド・バッテリー・ブレードなど必要なものがすべてセットになった充電式電動のこぎり

排水溝、トイレのつまりはお任せ！強力パワフルポンプであっという間につまりを解消

充電用のアダプタやスタンド、予備バッテリー、収納ケースなど、必要なものがすべ
て付属しています。初めての方でも使いやすい充電式ポータブル電動のこぎりセット
です。予備バッテリーも付属します。

手動の道具では直らないつまりを一発解消！圧縮された空気砲ですっきり流れを
取り戻します。４種類のヘッドが付属しており、様々な場所で使う事ができます。
電気の力で空気を強力に圧縮し、圧縮した空気をボタン一つで一気に押し出すし、
あっという間につまり解消。余計な力も必要なし、圧縮スイッチとボタンを押す
だけの簡単お悩み解消アイテムです。

充電式電動のこぎり「ベンリソー」

超強力圧力でつまりを解消するポンプ「ハイパープレッシャー」

サイズ / 重量
電源
ストローク数
ストローク
最大切断能力

充電時間
稼働時間
付属品

幅65×高さ280×奥行135(mm)  / 1.2kg
ACアダプタより充電　バッテリー付属
0 ～ 3000min-1
14.5ｍｍ
木材：65mm　非合金 ( 鋼 )：8mm
塩ビパイプ：直径 50mm
約 2 時間
約 30 分
本体、ブレード 2 種類 ( 各 1)、AC アダプタ、充
電スタンド、リチウムイオンバッテリー (2 個 )

ストローク数
0～

3000min-1
ストローク
14.5ｍｍ

木材65mm
非合金8mm

リチウ
ム電池
放電小

超強力圧力でつまりを解消するポンプ「ハイパープレッシャー」
型番：PNPSUCR3
￥9,800 (税込)

サイズ / 重量
電源
ケーブル長
付属品

幅125×高さ570×奥行70 (mm) / 880g
AC100V 50/60Hz
230cm
本体、ヘッド 4 種、予備リング、AC アダプタ

充電式電動のこぎり「ベンリソー」
型番： PORTSSW3
￥12,800 (税込)

そ
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充電式で場所を選ばない、ワンランク上の塗装でクオリティもアップするエアブラシセット

換気とＬＥＤライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース

ハンドピースとコンプレッサーのセット商品です。エアブラシのコンプレッサーは充電式
でフル充電で約 90 分使用できます。ハンドピースのノズルサイズは一番汎用性がある
0.3mm。塗料カップは掃除に便利な一体型です。

塗料のニオイを吸って外に出し、さらに LED ライトがついて作業しやすいブース
です。塗料が拡散しないように周りにカバーがついていて、手元の細かい作業を
サポートする LED ライト付き。使わない時は折り畳んで収納可能です。

どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット

LEDライト付パワフルファン塗装ブース　　　　　

どこでも使えるコンプレッサーエアブラシセット
型番： MINIABR3
￥12,800 (税込)

サイズ

重量
電源
充電 / 稼働時間
タイプ
ノズルサイズ
定格 / 最高圧力
付属品

コンプレッサー：幅130×高さ100×奥行55 (mm)
ハンドピース：幅150×高さ82×奥行26(mm)  
コンプレッサー：712g / ハンドピース：117g
ACより充電及び給電
約 4 時間 / 約 90 分（環境や状況により異なります）
ダブルアクション
0.3mm
約 2 時間
コンプレッサー、ハンドピース、バッテリー充電用
AC アダプタ（170cm)、コンプレッサー用 AC アダ
プタ (170cm)、エアホース、 ホルダー、専用工具、
スポイト

充電式
90分
連続使用

エアブラシ
コンプレッサー

ダブル
アクション
タイプ

最高出力
0.14
Mpa

LED ライト付パワフルファン塗装ブース
型番：BRUSHBT4
￥13,800 (税込)

サイズ 

重量
電源
最大風量
付属品

組立時：幅420×高さ330×奥行480 (mm)
折り畳み時：幅420×高さ200×奥行150(mm)
970g
ACより給電 AC100V 50/60Hz
4㎥/分
ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、
スリーブ、ホース、AC アダプタ、フロント LED
ライトチューブ、 レフト LED ライトチューブ、ラ
イト LED ライトチューブ、回転台

LED
ライト
付

ダクト長
最大
1.7M

最大風量
4㎥ /分

折り畳み
可能

そ
の
他

53



他の洗濯物とは別に洗いたい、汚れた靴やタオルを洗濯！場所を取らないコンパクト洗濯機

お湯を沸かして汚れをしっかり落とす。メニュー豊富な全自動の小型洗濯機

コンパクト洗濯機

全自動小型熱水洗濯機「ニオイウォッシュ」

コンパクト洗濯機
型番：SWAMAFPU
￥7,980 (税込)

汚れた靴、タオルやモップなど、普通の洗濯物と一緒に洗いたくない物
だけを洗えるコンパクトサイズの洗濯機です。その名の通りバケツほど
の大きさなので、場所を取りません。
洗い、すすぎ、脱水ができます。特別に分けて洗いたい、きれいなシャ
ツなどを個別に洗う事もできます。脱水は排水カゴを取りつけて脱水を
します。排水はホースを外すだけで OK。置く場所を選びません。

サイズ / 重量
電源
電圧
洗濯容量
防水性能
付属品

幅275×高さ540×奥行300 (mm) / 4.9kg
AC
100V　50/60Hz
2.0kg
IPX4
本体、カゴアダプタ、おさえフタ、ホース（38cm）

コンパクト
サイズ

洗い
すすぎ
脱水

パワフル
水流

洗濯
容量
2.0kg

熱水
洗濯

多彩な
メニュー

全自動
洗濯機

洗濯
容量
2.8kg

水からお湯に沸かすことで、より汚れを落とす全自動洗濯機です。9 種
類の洗濯モードを搭載し、洗濯物に合わせて温水で洗ったり、熱水で洗
う事ができます。お湯の温度は最大 80 度で洗濯します。コンパクトサ
イズですが洗濯からすすぎ、脱水までフルオートで行います。洗濯物が
多いご家庭でのサブ洗濯機として。また一人暮らしなどの方にはメイン
の洗濯機としてご使用頂けます。下着やおしゃれ着洗い、子供服用の洗
濯メニューもありますので、赤ちゃんや小さいお子様がいるご家庭での
ご使用にも最適な全自動ミニ洗濯機です。

サイズ
重量
電源
定格電圧 / 周波数
消費電力
洗濯容量
付属品

幅420×高さ714×奥行455 (mm)
18kg
ACより給電
100V/50-60Hz
50Hz/200W　60Hz/240W
2.8kg
本体、排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、防音
パネル、中フタ、中蓋固定ピン

全自動小型熱水洗濯機「ニオイウォッシュ」
型番： HTWATCNL
￥29,800(税込)
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少量の洗濯物を洗濯機で洗うには、洗剤や水の量がもったいない…
等で手洗いをする事もあると思います。そんな時の脱水にはこれ！
電気代、水道代、時間の節約になります。手で絞るよりも確実に脱
水しますので、その後の乾燥でも時間短縮になります。

速乾ミニマル脱水機「乾燥機いら～ず」
型番： MINISPDR
￥9,800 (税込)

最大
5分
脱水

脱水
容量
7.0kg

丈夫で
カビが生
えにくい

ステン
レス槽

回転数は 1300rpm( 回転 / 分 ) 本格派のミニマル脱水機。部屋干しの強い味方です

速乾ミニマル脱水機「乾燥機いら～ず」　　　　　

サイズ 
重量
電源
定格電圧 / 周波数
消費電力
防水性能
脱水容量
付属品

幅415×高さ710×奥行420 (mm)
7kg
ACより給電
AC100V 50/60Hz
260W
IPX4
7.0kg
本体、おさえフタ、給水ホース

パワフル洗浄 & 脱水が得意の二槽式洗濯機。置く場所の選択肢が増えるようギュッとコンパクトに小型化

別で分けて洗いたいという時にピッタリな二槽式洗濯機です。汚れ落ちがよく、しっ
かり脱水できる二槽式洗濯機の能力はそのままで、コンパクトに小型化。洗濯容量
3.6kg、乾燥容量 2kg と十分な容量で、2 台目のサブ洗濯機としても、1 人暮らし
用のメイン洗濯機としても使えます。排水は、脱水カゴを取りつけて脱水します。排
水はホースを外すだけで OK。置く場所を選びません。

小型二槽式洗濯機「別洗いしま専科」2

小型二槽式洗濯機「別洗いしま専科」2
型番：RCWASHR4
￥12,800 (税込)

サイズ / 重量
電源
洗濯容量
乾燥容量
消費電力
付属品

幅550×奥行き380×高さ580(mm)/9.74kg
AC
3.6kg
2.0kg
洗濯時：240W / 脱水時：120W
本体、簡易給水ホース、脱水用内蓋

洗濯
容量
3.6kg

乾燥
容量
2.0kg

コンパクト
サイズ

パワフル
洗浄
脱水

そ
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手を汚さず濡らさず靴を入れるだけ。ブラシが仕込まれた靴専用の超小型の洗濯機

靴の外も中も電動ブラシでがっつりと汚れを落として洗います。電動だから手がよごれないパワフル洗浄ブラシ

靴を洗濯機にそのまま入れるだけ、洗濯総の中央に付けたブラシが回転して、
ゴシゴシ洗いとパワフルな水流で、靴の汚れを落とします。洗う頻度が多い
子供用の外履きや上履き洗い、運動靴にオススメです。また、ブラシは取り
外すことが出来るので、普通の洗濯機としても使うことができます。

靴をブラシでパワフルに洗う電動ブラシです。本製品は充電式でハンディタイプのブラ
シになっていて、しっかりと靴の汚れを落とします。また洗剤を本体内にセットする事
ができ、 わざわざ何回も靴に洗剤を付けなくても、適量をタイミングよく洗剤を出す事
ができます。ブラシにはカバーが付いているので、水が飛び跳ねる心配もありません。

靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科」

ハンディ靴ウォッシャー「靴ピカラッシュ」

サイズ / 重量
電源
電圧
洗濯容量
防水性能
付属品

幅330×高さ490×奥行330 (mm) / 5kg
AC
100V　50/60Hz
2.0kg
IPX4
本体、ブラシ、ドライバー、ホース（38cm）

コンパクト
サイズ

洗い
すすぎ
脱水

パワフル
水流

ハンディ靴ウォッシャー「靴ピカラッシュ」
型番：SHOBRU02
￥4,980 (税込)

サイズ / 重量
電源
充電時間
稼働時間
回転数
付属品

幅75×高さ190×奥行52(mm)/463g
ACより充電
約2時間
約50分
4200回/分
本体、AC アダプタ (180cm)、延長コイル、先端
ブラシ、六角スパナ２本

充電器
バッテ
リー付

洗濯
容量
2.0kg

回転数
4200
回 /分

靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科」
型番：MNSHOEWS
￥12,800 (税込)

先端
ブラシ
2種

そ
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落ち葉でも水でも強力に吹き飛ばす。充電式でバッテリーと充電器がついたハンディブロワー

コードレスで充電式なので電源がない庭などの外でも使えるブロワーです。女性でも
片手で持って作業できるハンディタイプ。 長いノズルで、高い場所や離れた場所でも
快適に使う事ができます。 また通常別売になっている充電器とバッテリーもセットに
なっているので、 他に買い足す必要もなし。すぐに使う事ができます。

充電式ハンディブロワー「フキトバース」

充電式ハンディブロワー「フキトバース」
型番：CHGBLW01
￥7,980 (税込)

サイズ / 重量
電源
電圧
稼働時間
全負荷回転数
風速
付属品

幅130×奥行き165×高さ920(mm)/1.6kg
ACより充電　リチウムイオン1500mAh
18V
弱：約18分　強：約10分
0～10500rpm
弱：最大約 150km/h 強：最大約 210km/h
本体、ノズル、バッテリー、充電器

充電器
バッテ
リー付

弱
約18分

18V
リチウム
イオン

強
約10分

水道ホース、電源コード不要。充電して大容量タンクに水を入れれば、どこでも高圧洗浄機が使えます

タンク式充電どこでも高圧洗浄機

サイズ / 重量
電源
ホース長
タンク容量
圧力
付属品

幅360×高さ880×奥行240 (mm) / 3.9kg
ACもしくはシガーソケット
7000(mm)
約 35 リットル
6MPa
本体、ハンドル、ウォーターガン、ウォッシュブ
ラシ、ホース、洗剤ポケット、AC アダプター、
シガーアダプター、タオル

大容量
35

リットル

吐出
圧力
6MPa

タンク
15～20
分使用

ホース
7

メートル

タンク式充電どこでも高圧洗浄機
型番：ACTD2WS8
￥15,800 (税込)

バッテリーを内蔵して使う場所を選ばない高圧洗浄機です。ベランダ清掃や洗車など近
くに電源が無い場所でも OK。充電一回で 40 分以上使える点も見逃せません。洗浄ホー
スも７ｍあるのでどんな場所でも使いやすい洗浄機です。充電はコンセントかまたは車
のシガーソケットからも OK です。

そ
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高温スチームで汚れを浮かし、掃除機で吸い取る。スチーム＆バキュームの強力洗浄

カーペットやソファの汚れも水で洗って吸い取ります！ドライでもウェットでも使える強力掃除機

高温スチームで汚れを浮かし、掃除機で吸い取る。液体でも吸引が可能な掃除機
です。高容量のダストタンク＆ウォータータンクを備え、三角ヘッドやすきまノ
ズルなど様々なノズルが付属しています。掃除機としても使えるので、様々な用
途でお使い頂けます。

浮かせて吸い取るハイブリッド洗浄機2WAYスチームクリーナー

洗えないところを洗える水洗い掃除機「ウォッシャブルクリーナー」

浮かせて吸い取るハイブリッド洗浄機
2WAY スチームクリーナー
型番： WDSTCLO1
￥12,800 (税込)

サイズ

重量
電源
消費電力
スチーム
付属品

本体：幅125×高さ500×奥行145 (mm)
オプション使用：幅320×高さ1240×奥行245(mm)  
2400g
ACより充電及び給電
スチーム：1300W バキューム：400W
連噴射時間　最大約 15 分
ハンドル、スチーム用ノズル、ナイロンブラシ、金属ブ
ラシ、ノズル掃除ピン、掃除機用液体吸引ノズル、掃除
機用すきまノズル、マイクロファイバークロス、計量カッ
プ、カーペットグライダー、バキュームヘッド

高温
スチーム

高容量
ダストタンク

様々な
ノズル付属

ハンディ
スティック
2WAY

洗えないところを洗える水洗い掃除機
「ウォッシャブルクリーナー」
型番：WATVCLN8
￥9,800(税込)

サイズ
重量
電源
入力
電圧 / 周波数
タンク容量
真空圧力
空気流量
付属品

幅360×高さ500×奥行400 (mm)
5800g
ACより給電
240W
100V/50-60Hz
20L
18Kpa
58L/S
本体、水タンク、タンク格納容器、延長管 2 本、ホー
ス、ウェット用ヘッド、ドライ用ヘッド、隙間ノズル、
キャスター 2 個、後輪２個、フィルター、 キャスター
用アタッチメント、紙パック、ハンドル、延長管用ホー
スアタッチメント、ネジ 4 本、ハンドル用ネジ 2 本

カーペット、ソファなどの大きい物をしっかり水洗い。ドライでもウェッ
トでも使えます。家を丸ごと掃除してしまう強力掃除機「ウォッシャブ
ルクリーナー」。水を入れるタンクが付いていて、手元のトリガーを引っ
張れば水を噴射します。汚れが浮いてきた所で掃除機を使って水ごと汚
れを吸い取ってしまいます。 面倒なカーペットやソファの広範囲の汚れ
も手間いらずで落とす事ができます。また通常の掃除機としても使用し
ていただけます。

水噴射
で

水洗い

タンク
容量
20L

紙パック式
掃除機

3つの
ノズルそ

の
他
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高温スチームで汚れを浮かし、掃除機で吸い取る。スチーム＆バキュームの強力洗浄

カーペットやソファの汚れも水で洗って吸い取ります！ドライでもウェットでも使える強力掃除機

高温スチームで汚れを浮かし、掃除機で吸い取る。液体でも吸引が可能な掃除機
です。高容量のダストタンク＆ウォータータンクを備え、三角ヘッドやすきまノ
ズルなど様々なノズルが付属しています。掃除機としても使えるので、様々な用
途でお使い頂けます。

浮かせて吸い取るハイブリッド洗浄機2WAYスチームクリーナー

洗えないところを洗える水洗い掃除機「ウォッシャブルクリーナー」

浮かせて吸い取るハイブリッド洗浄機
2WAY スチームクリーナー
型番： WDSTCLO1
￥12,800 (税込)

サイズ

重量
電源
消費電力
スチーム
付属品

本体：幅125×高さ500×奥行145 (mm)
オプション使用：幅320×高さ1240×奥行245(mm)  
2400g
ACより充電及び給電
スチーム：1300W バキューム：400W
連噴射時間　最大約 15 分
ハンドル、スチーム用ノズル、ナイロンブラシ、金属ブ
ラシ、ノズル掃除ピン、掃除機用液体吸引ノズル、掃除
機用すきまノズル、マイクロファイバークロス、計量カッ
プ、カーペットグライダー、バキュームヘッド

高温
スチーム

高容量
ダストタンク

様々な
ノズル付属

ハンディ
スティック
2WAY

洗えないところを洗える水洗い掃除機
「ウォッシャブルクリーナー」
型番：WATVCLN8
￥9,800(税込)

サイズ
重量
電源
入力
電圧 / 周波数
タンク容量
真空圧力
空気流量
付属品

幅360×高さ500×奥行400 (mm)
5800g
ACより給電
240W
100V/50-60Hz
20L
18Kpa
58L/S
本体、水タンク、タンク格納容器、延長管 2 本、ホー
ス、ウェット用ヘッド、ドライ用ヘッド、隙間ノズル、
キャスター 2 個、後輪２個、フィルター、 キャスター
用アタッチメント、紙パック、ハンドル、延長管用ホー
スアタッチメント、ネジ 4 本、ハンドル用ネジ 2 本

カーペット、ソファなどの大きい物をしっかり水洗い。ドライでもウェッ
トでも使えます。家を丸ごと掃除してしまう強力掃除機「ウォッシャブ
ルクリーナー」。水を入れるタンクが付いていて、手元のトリガーを引っ
張れば水を噴射します。汚れが浮いてきた所で掃除機を使って水ごと汚
れを吸い取ってしまいます。 面倒なカーペットやソファの広範囲の汚れ
も手間いらずで落とす事ができます。また通常の掃除機としても使用し
ていただけます。

水噴射
で

水洗い

タンク
容量
20L

紙パック式
掃除機

3つの
ノズル

超高速！ 100 万円をわずか 8 秒で数えられる卓上タイプの偽札チェック付きお札カウンター

小銭を簡単に素早く数える、硬貨毎に枚数指定もできる自動コインカウンター

5 円・10 円…とあらかじめ硬貨を分けておく必要はありません。大量の硬貨でも、
このコインカウンターに投入するだけ。自動的に高速で硬貨を選別します。
あっという間に選別作業は完了。今までは手作業で時間をかけて行っていた作業
も、これがあれば効率が俄然アップします

数えたいお札の束を投入口にサッと置くだけで、超スピードでらくらくお札を計数でき
ます。カウント数はデジタル表示で見やすく、操作もとても簡単。指定した枚数でとま
るプリセット機能、お札を分けて入れても合計枚数を計算してくれる加算機能、紫外線

（UV）でお札をチェックする偽札検知機能など便利な機能を搭載。

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付

電動オートコインカウンター　　

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付
型番： MPNYCT4T
￥15,800(税込)

サイズ
重量
電源
消費電力
計数可能サイズ

計数速度
最大計数枚数
機能

付属品

幅245×奥行き330×高さ190(mm)
5400g
ACより給電
90W（スリープ時 3W）
幅：110～180mm / 高さ：50～85mm /
厚み：0.075～0.15mm
最大 1,000 枚／分
1～999 枚
偽札検知機能（UV）、プリセット機能（任意指定枚数
ストップ）、加算計算機能、自動スタート機能
スペアゴム（2 種）、・クリーニングブラシ、電源ケー
ブル、外付けデジタルディスプレイ

電動オートコインカウンター
型番：CNCT82BT
￥19,800(税込)

サイズ 
重量
電源
入力
消費電力
ホッパー容量
引き出し容量
カウントスピード
付属品

幅347×奥行き317×高さ273(mm)
4300g
ACより給電
AC100V 50Hz/60Hz
20W未満
500 枚
80 ～ 200 枚（硬貨の種類による）
最大 340 枚 / 分
本体

硬貨
振り分け
カウント

枚数
リポート

金額
リポート

枚数
セット

超高速
カウント

毎分
最速
1000枚

偽札
検知
機能

プリセット
機能
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重い荷物を載せても、電動のアシスト力で安定して楽に運ぶことができる台車

電動アシスト台車

電動昇降ヒューマンアシスト台車
型番：ELCTRLHM
￥248,000 (税込)
電動階段のぼれる台車用バッテリー
型番：ELECTRLOPB
￥49,800 (税込)

サイズ 

重量
荷台サイズ
最大積載量
電動モーター
バッテリー
動作時間
充電時間
付属品

折りたたみ：幅600×奥行き1000×高さ450(mm)
使用時：幅600×奥行き1000×高さ1100(mm)
58kg
幅 600× 奥行き 1000× 高さ 55(mm)
300kg
200W
電圧 12V×2 電流 14Ah
約 4 時間
約 8～10 時間
本体、電源キー ×2、充電ケーブル

最大
積載量
300kg

電動
モーター

連続
使用時間
240分

スピード
調整可能

電動アシストがついた台車により、重量物運搬作業による体への負担軽減。安
定した運搬で荷くずれ軽減、倉庫内での運搬作業効率化アップ。電源入れて、
台車のハンドルバーを持ちながら手元で電動アシストモーターを動かす簡単操
作。スピード調整機能に、前進、バックもでき、万が一の緊急停止ボタンもあ
ります。折りたたみ式だから、使用しないときはハンドルバーを倒しコンパク
トに。最大積載量は 300kg で、電源を入れずに通常の台車としてもお使い頂
けます。

電動で階段を昇り降りできる車イス型の電動昇降車です。乗せられる人の最
大積載量は 160kg。車椅子の背面についたゴムキャタピラが階段をしっか
りつかみ。安定した昇降を実現。手元の操作ボタンで簡単操作。角度 35 度
までの階段を、約 28 段 / 分のスピードで昇り降りすることができます。バッ
テリー式で、連続使用時間 80 分。使用しないときは折りたたんでコンパク
トに収納できます。

※使用時は支える方が 2 名必要です。

サイズ

重量
電源
入力
出力
最大積載量
座席サイズ

最大階段角度
昇降速度
バッテリー
連続使用時間
付属品

収納時：幅510×奥行き1050×高さ290(mm)
使用時：幅510×奥行き1075×高さ1050(mm)
31.24kg
ACより給電
100-240V,50/60HZ 2.5A
29.4V 2A
160kg
背 / 座板幅：395mm　奥行き：465mm
背もたれ高さ：510mm　座面高：510mm
30～35 度
約 28 段 8.6m/ 分
24V 2600mAh　充電時間：約 3～4 時間
約 80 分（80kg の荷物を載せた場合）
本体、鍵 ×2、頭固定ベルト、両口スパナ、六角レン
チ、バッテリー、充電器

最大
積載量
160kg

最大
階段角度
35度

連続
使用時間
80分

昇降速度
28段/分

人を椅子に座らせて、電動で階段を昇り降りできる車イス型電動昇降車

電動昇降ヒューマンアシスト台車

電動アシスト台車
型番：ELASSDOL
￥148,000 (税込)
※本製品は別途送料がかかります。お問合せ下さい。
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重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車

『階段』をボタン 1 つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる
電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台
車です。最大積載量 160kg で、動作可能な階段の勾配角度は 35 度。バッテリー式のコードレスで使用時間は、約 80 分※と長時間の利用が可
能です。

台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。使用すると
きは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が接するように倒しながら進みます。

使用できる階段の最大角度は最大 35 度
で、走行スピードは、昇降どちらも
8.6m/ 分 1 分間に約 28 段進めます。
コンパクトサイズの台車ですが、最大積
載量は 160kg とパワフル。冷蔵庫や洗
濯機などの大型家電に、タンスや机など
の家具、ビール瓶ケースやペットボトル
などの飲料など、重い荷物を載せても階
段を昇り降りできます。

電動階段のぼれる台車

サイズ
重量
電源
入力
出力
最大積載量
荷台サイズ
最大階段角度
昇降速度
バッテリー
連続使用時間
付属品

幅515×奥行き780×高さ1170(mm)
24kg
ACより給電
100-240V,50/60HZ 2.5A
29.4V 2A
160kg
幅 460× 奥行き 600× 高さ 900(mm)
30～35 度
約 28 段 8.6m/ 分
24V 2600mAh　充電時間：約 3～4 時間
約 80 分（80kg の荷物を載せた場合）
本体、ナイロンベルト（194cm）、バックル、荷締
めベルト（400cm）

最大
積載量
160kg

最大
階段角度
35度

連続
使用時間
80分

昇降速度
28段/分

電動階段のぼれる台車
型番： ELECTRL3
￥248,000(税込)
電動階段のぼれる台車用バッテリー
型番：ELECTRLOPB
￥49,800 (税込)
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電動アシストで重い荷物でも楽に安定した運搬ができ、油圧足踏み式のリフト付きで、そのまま高い位置に荷揚げ荷下ろしが可能

重い荷物を載せても、電動の力で楽に運搬できる電動アシスト
台車。その電動台車に、油圧式の昇降リフトがつきました。腰
を曲げずに楽に安全に高い位置への荷揚げや荷下ろしができま
す。
●つらい荷揚げ荷下ろしも安全に楽に行える昇降リフト
●重い荷物の運搬も電動の力で楽々進める
●バッテリー充電式約 4 ～ 6 時間駆動

この昇降リフト台車を使えば、腰を曲げずに、荷物を高い位置へと持
ち上げてくれます。昇降リフトは、油圧式で、ペダルを踏むごとに上
がり、レバーで下げられます。37 回踏むことで、最大高 95cm ま
で荷台が上がります。（約 30～35 秒ほど）
最大積載量は、400kg となります。

前輪に電動モーターが付いていて、重たい荷物を載せても、力を入れ
ず安定した運搬が可能です。手元のハンドル部分のスロットルレバー
を操作することで、前後に動きます。後退時にはバックアラームが鳴
ります。スピード調節機能、バッテリー残量ランプ、万が一の時の緊
急停止ボタン、バッテリー異常遮断装置あり。また、電動で動かさず、
手動に切り換えて通常の手押し台車のように動かす事も可能です。

昇降リフト付電動アシスト台車

昇降リフト付電動アシスト台車
型番： EPLFTUP4
￥298,000 (税込)

サイズ / 重量
電源
バッテリー
充電時間
稼働時間
荷台サイズ
昇降リフト

最大積載量
電動モーター
付属品

625×1345×1050(mm) / 約175kg
AC100Vより充電
2V×2 33Ah
約 8 ～ 10 時間
約 4 ～ 6 時間
600×1100(mm)
油圧足踏み式
高さ：最大 950mm/ 最小 420mm
最大高まで 37 回足踏み（約 30～35 秒）
400kg
400W
本体、鍵 ×2、AC アダプター（電源ケーブル）

※本製品は別途送料がかかります。お問合せ下さい。

最大
積載量
400kg

リフト
上げ時間
30～35秒

リフト高
最大
950mm

油圧式足踏みリフト 電動アシスト台車充電式６時間駆動
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乾電池で最大 6 カ月使用できる、不可視赤外線 LED42 個搭載の自動撮影カメラ

自動録画防犯カメラ RD1006AT 専用のセキュリティーボックス。野外で自動録画防
犯カメラ RD1006AT を使用の場合に破損などからカメラを守ります。

940nm 不可視赤外線 LED42 個搭載。真っ暗な場所でもしっかりと撮影する事ができ
ます。

本製品は単三電池 8 本で
動きます。配線不要、で最
大約 6 カ月間電池の入れ
替え必要なしで稼働し続け
ます。 

自動録画防犯カメラ RD1006AT

自動録画防犯カメラ RD1006AT
型番：AUTMTSEC
￥16,800 (税込)

RD1006AT 用セキュリティーボックス
型番：AUTMTSCA
￥3,980 (税込)

サイズ / 重量
電源
センサー
レンズ

赤外線ライト

人感センサー
動作モード
保護等級
連続スタンバイ時間
付属品

幅98×高さ135×奥行76 (mm) / 302g
単三乾電池×8本、USBより給電
5 メガピクセル 1/2.5 CMOS センサー
F=7.45 F/NO 3.0 FOV=55°
オート赤外線フィルター付
波長：940nm（不可視光領域）　
使用範囲：約 1m（夜間約 3m）～ 20m
搭載個数：42 個
反応距離：最大 20m
動作検知撮影、インターバル撮影、定期撮影
IP66
6 カ月
本体、USB ケーブル (100cm)、AV ケーブル
(100cm)、巻き付け用ストラップ (2m)、ネジ止
め式スタンド、スタンド用パーツ、スタンド用ネ
ジ (3 本 )、アンカー (3 本 )

配線
不要

単三電池
8本で
6カ月

ループ
録画

赤外線
LED
42個

防水
IP66

広範囲
人感

センサー

1080P
動画撮影

3種
撮影
パターン

120°の広範囲人感センサー
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蒸気の熱でお茶碗 2 杯分のご飯を美味しく炊ける、弁当箱のような小型の炊飯器

糖質コントロールに。いつも食べているお米を炊くだけで糖質カットしてくれる炊飯器

お一人様用 ハンディ炊飯器

いつものご飯を低糖質に『糖質カット炊飯器』

いつものご飯を低糖質に『糖質カット炊飯器』
型番：LCARBRCK
￥29,800 (税込)

サイズ 
重量
電源
入力
炊飯方式
炊飯容量
炊飯メニュー
付属品

幅435×高さ350×奥行385 (mm)
6.9kg
ACより給電
AC100V 50Hz/60Hz
蒸気炊飯式
1～6合
お米（硬さ5種類）蒸し料理（魚・肉・温野菜）
本体、計量カップ、しゃもじ

特別なお米も手間も不要、ただ炊くだけ。いつもの量で低糖質のご飯が炊ける
炊飯器。独自の炊飯機構で糖質成分を含んだ重湯を排出して、いつものご飯の
糖質を 33% カットします。

お一人様用 ハンディ炊飯器
型番： MINIRCE2
￥4,980 (税込)

幅225×高さ155×奥行135(mm)
1kg
ACより給電
AC100V 50Hz/60Hz
120ml×2
約 360ml
本体、電源ケーブル（80cm）、軽量カップ、保管用
炊飯容器 ×2、保管用炊飯容器フタ ×2

サイズ
重量
電源
入力
最大炊飯量
容器容量
付属品
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最小クラスのコンパクトサイズ。欲しい時にすぐ氷が作れる小型高速製氷機

どこででも使えて移動簡単。-20 度まで冷える大容量 30L の冷蔵冷凍庫、バッテリー付

大容量 30L、車でも家でも外でも使えるバッテリー内蔵の冷蔵冷凍庫。最大 -20 度まで設
定可能だから冷凍庫としても、冷蔵庫としても使えてます。持ち手とタイヤが付いている
ので移動も簡単です。シガーソケット＆コンセント付きなので野外でも車の中でも家の中
でもお使い頂けます。

卓上小型製氷機「IceGolon」

バッテリー内蔵30Lひえひえ冷蔵冷凍庫　

バッテリー内蔵30Lひえひえ冷蔵冷凍庫
型番：CLBOX30L
￥49,800 (税込)

バッテリー内蔵30Lひえひえ冷蔵冷凍庫
型番：CLBOX30L
￥49,800 (税込)

サイズ 
重量
電源
消費電力
バッテリー
充電時間
稼働時間
設定温度
付属品

幅560×高さ360×奥行365(mm)
10.2kg
DC12V/24V対応　AC100V　50/60Hz 
45W/h
リチウムイオン 15600mAh
約 4 ～ 5 時間
外気温 25 度 5 度設定の場合約 20 時間
-20 度～ 20 度　※外気温 30 度以下の場合
本体、シガーケーブル、AC アダプタ、AC ケーブル

大容量
30Ｌ

バッテリー
内蔵約
20時間

最大
－20℃

急冷 /
節電
モード

超小型の高速製氷機です。タンクに水を入れボタンを押すだけで、最速 6 分で
7 個の氷を生成。1 日最大 24kg もできるパワフル製氷で、氷の大きさを L,S
から選べます。また、数ある小型の高速製氷機の中でも最小クラスのコンパク
トさで、場所を選びません。

卓上小型製氷機「IceGolon」
型番：DTSMLIMA
￥19,800 (税込)

サイズ / 重量
電源
冷却方式
氷の形状
氷のサイズ

製氷能力

氷保管容量
貯水容量
付属品

幅240×奥行き260×高さ290(mm)  / 7kg
家庭用コンセントより給電
R134a 冷媒方式
弾頭型
L：直径 27× 高さ 30(mm) 
S：直径 25× 高さ 28(mm)
1 回で製氷できる個数：7 個
1 回の製氷時間：最速 6 分～ 15 分
約 315g（氷 35 個）
約 1.3L
本体、受け皿、電源コード（約 179cm）

最速
6分製氷

1回
7個製氷

簡単
2Step

サイズ
最小クラス
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すき間のホコリを強力エアで吹き飛ばす。伸縮するノズル付きで静音設計充電式エアダスター

リュックの背面に仕込まれたイスが瞬時に出し入れできるから、いつでもどこでも気軽に座れます

静音充電式エアダスター「SHUSHUっとね」

ぱっと変身！どこでも座れるリュック tall

買い替えの必要なし。画期的な充電式エアダスター「SHU っとね」を大
幅パワーアップしたサンコーのオリジナル商品です。静音設計でこれまで
の充電式エアダスターよりもずっと静かに、快適に使う事ができます。

ぱっと変身！どこでも座れるリュック tall
型番：BKPKCH03
￥7,980(税込)

リュックの背面パッドを開くだけで、イスが「パッ」とでてきて、
座れます。そして、背面パッドを持ち上げると同時に「サッ」
とイスが折りたたまれて収納できる。これなら、イスの出し入
れの手間もなく、使わないときはイスが隠れているので、見た
目は気にせず使い勝手もよく、普段使いのリュックとして使え
ます。

静音充電式エアダスター「SHUSHU っとね」
型番： RECHARD5
￥7,980 (税込)

幅85×高さ265×奥行45(mm)
313g
USBより充電 リチウムイオン 2200mAh
約 360 分
約 50 分
6mm
最大 10.2m/s（吹出口から 5cm の位置で計測）

サイズ
重量
電源
充電時間
稼働時間
ノズル口径
風速

ニオイ
なし

買い替え
必要
なし

経済的
ガス抜き
必要
なし

サイズ

重量
イス耐荷重
容量
付属品

リュック：幅310×奥行き170×高さ520(mm)
イス：幅240×奥行き280×高さ390(mm)
リュック：740g / 折りたたみイス：460g
80kg
約 18 リットル
本体、日本語説明書
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重い荷物もローラーがスイスイ運びます。連結式でカーブも OK なローラーコンベア

glo を置くだけで充電できるマグネット充電式のスタンド。専用カバーをつけまままでも OK　　　　　

カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

glo 専用マグネット式充電スタンド

重いダンボールを移動させるとき、1 個だけならともかく数個移
動させるのはちょっとの距離でもなかなか大変です。そんな時に
使って欲しいのが、【カーブも段差も使える連結式ローラーコン
ベア】です。連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。ス
イスイと荷物を運んでくれます。くるっと畳めるので邪魔になら
ず、使い方も簡単です。

カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア
型番：ROLLCONV
￥9,980 (税込)

サイズ 
重量
電源
ローラー径
付属品

幅540×高さ70×奥行1000(mm)
折り畳み時：直径310×高さ540(mm)
6700g
50mm
本体、ビス2本、スナップリング2個

glo 専用マグネット式充電スタンド
型番： MGCSTFGL
￥2,480(税込)

glo 専用のマグネット式の置くだけ充電スタンドです。glo カバーを
つけたままでも使える専用コネクタを glo 本体に装着しておけば、
充電スタンドに近づけるだけマグネットで引きつけられ、見なくて
も置いて充電することができます。専用コネクタと充電スタンドは
とても薄くスタイリッシュで、場所をとらず空間を邪魔しないデザ
インになっています。

サイズ
重量
電源
ケーブル長
対応機種

付属品

幅48×奥行き70×高さ16((mm)
26g
USBより給電
400mm
glo 専用・専用カバーを付けたまま利用可能（※一部
カバーは除く）
glo 取り付けコネクタ、充電スタンド、スタンド固定
用粘着シール（2 セット）

そ
の
他
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