
http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

最短当日出荷
配送時間の指定可能

送料無料
¥2,000以上お買上の場合

まとめ買い特価
見積可能

最短当日出荷 送料無料 まとめ買い特価
見積可能
まずはご相談ください

ご案内ご案内のの

ここでしかここでしか買えない買えない
オリジナル商品満載オリジナル商品満載

アイテム数、約10000点！！

法人専用ダイヤル

086- 223- 5840
受付時間：平日9時～18時

公費・科研費払い対応可能法人クーポン

掛売り可能（請求書払い） 専任担当が対応します！

メルマガ会員様限定の
割引クーポンを不定期で
お届けしています。

特価見積のご依頼、
各種お問合せなど
何なりとご相談ください。
見積もりは即日対応！
ご訪問もできます！

後払いでのお取り引きが
可能です。
※各種お取り引きに先立ち、
　弊社規定の審査がございます。

各種書類の発行が可能です。
学校、官公庁、研究機関様も
ご利用ください。￥￥

法人会員様特典

Get!

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

!!1000

特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

サンワサプライ
直営WEBショップ直営WEBショップ

3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてます！



※販売価格は予告なく変更される場合が
　ありますので、現状の販売価格は
　サンワダイレクトWEBサイトをご覧ください。
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WEB限定商品のご案内<1> 随時更新中！ 新商品はこちら！
パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯でチェックできます！
direct.sanwa.co.jp/disp/CLSDSpecialListPage.jsp?dispNo=024002044いいものだけを厳選し、お値打ち価格でご提供。WEBでしか買えない商品です！

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

200枚
セット

24本
セット

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

!!1000
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種

ア
ク
セ
サ
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コンパクトに折りたたんで持ち運べる携帯型ロールス
クリーン。自立式でどこでも簡単に設置が可能。

100-PRS009 ¥30,800（税込）

プロジェクタースクリーン（100インチ）

水平空間に対して大きく伸縮する3関節モニターアーム。
ガスシリンダーでスムーズな高さ調節が可能。

100-LA018 ¥13,800（税込）

液晶モニターアーム

テレビやパソコンの転倒を防ぐ、震度7の地震に
対応した四角型耐震マット。

200-QL003 ¥580（税込）

耐震ジェル

複数人でのWEB会議に最適なマイクスピーカーフォン。USBバ
スパワー駆動なので、付属のUSBケーブル1本で接続できます。

延長できるマイクを3基搭載し、
エコー・ノイズキャンセル機能搭載。

400-MC003 ¥16,800（税込）

WEB会議マイクスピーカーフォン

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適なEIA規格の19インチ
マウントのサーバーラック。各種パーツを標準装備済みの放熱対策仕様。

100-SV002 ¥99,800（税込）

棚板2枚、スライド棚1枚、
キャスター4個、アジャスター
4個を標準装備しています。

従来に比べ
省スペース

ゆるやかなカーブが背中を優しく包み込むオフィスチェア。
ガス圧リフト装置・背もたれロッキング機能付き。

100-SNC025BL ¥5,580（税込）

オフィスチェア

会議や研修などにおすすめのフォールディングデスク。
天板はレバー操作で簡単に折りたたみ可能。

100-FD009LM ¥18,800（税込）

折りたたみテーブル・フォールディングデスク

設置が簡単な自立タイプパーティション。
耐久性と軽さに優れたポリカーボネートを使用。

100-SPT001 ¥8,980（税込）

自立式・パーティション・半透明

会議や講演会に最適な折りたたみ簡単なパイプ椅子。
4脚セット。

100-SNC037BK ¥5,480（税込）

折りたたみイス・パイプ椅子（4脚セット）

接続するだけですぐ使えるマイク付きアンプ内蔵スピー
カー。会議やセミナー、屋外イベントに最適。

400-SP044 ¥17,900（税込）

マイク付きスピーカー

ハンズフリーで使えるワイヤレス拡声器。講義や講演、
店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクターなどに最適。

400-SP048 ¥11,800（税込）

手ぶら拡声器

車の中で快適にハンズフリー通話ができる。
Bluetooth対応携帯電話で、2台まで同時待ち受け可能。

GBC-1000 ¥4,980（税込）

車載Bluetoothハンズフリーキット

高音質マイクでクリアな音声を相手に伝え
る、WEB会議に最適な高集音USBマイク。

400-MC001 ¥8,980（税込）

WEB会議マイク

スマートフォンなどからワイヤレスで音楽が
楽しめる。バッテリー内蔵で持ち運び可能。

400-SP040BK ¥5,980（税込）

Bluetoothスピーカー

省スペースに2枚のモニターを設置可能なデュアル
モニター用モニタアーム。幅の狭い環境に最適。

100-LA021 ¥5,980（税込）

液晶モニターアーム

パソコンの盗難や不正な持ち出しを防止
するワイヤーロック。ダイヤル錠タイプ。

200-SL010BK ¥1,530（税込）

セキュリティワイヤー

大容量400mlでお買い得な24本
セット。強力噴射でゴミ・ホコリを除去。

202-CD009-24 ¥9,720（税込）

エアダスター

DVDやCD、ブルーレイをホコリやキズ
から守るプラケース。かさ張らない薄型。

200-FCD031-200C ¥4,200（税込）

スーパースリムDVD・CD・ブルーレイケース

熱対策用の放熱ファン（オプショ
ン）を最大6台まで装着可能。

特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

直営WEBショップ 19インチサーバーラック

3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてます！

絶対

オススメ！

絶対

オススメ！

絶対

オススメ！
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WEB限定商品のご案内<2> 随時更新中！ 新商品はこちら！
パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯でチェックできます！
direct.sanwa.co.jp/disp/CLSDSpecialListPage.jsp?dispNo=024002044いいものだけを厳選し、お値打ち価格でご提供。WEBでしか買えない商品です！

※販売価格は予告なく変更される場合が
　ありますので、現状の販売価格は
　サンワダイレクトWEBサイトをご覧ください。

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

!!1000
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MHL対応スマートフォンの動画やタブレット・パソコン
などHDMI出力できる様々な機器を接続できる。

400-PRJ018BK ¥39,800（税込）

小型プロジェクター

iPadなどをダッシュボードに取り付けて、ムービー鑑賞
や地図アプリでナビ代わりに使用できる車載ホルダー。

200-CAR010

200-SL019SV

¥4,680（税込）

iPad・タブレット車載ホルダー

レーザーポインター付きのワイヤレスプレゼンター。
パワーポイントやキーノートのページ操作を手元で。

200-LPP014 ¥18,800（税込）

ワイヤレスプレゼンター

指に装着し、指先で操作できる
5ボタン搭載の指輪型ワイヤレスマウス。

400-MA040 ¥4,680（税込）

リングマウスプラス

名刺を簡単にデータ化。USB電源で手軽
に使える名刺スキャナー。

400-SCN005N ¥16,800（税込）

USB名刺管理スキャナ

家庭の防犯対策にも使用できる、ワイヤレス接続の
カメラ2台＆モニターセット。SDカード録画対応。

400-CAM035-2 ¥39,800（税込）

防犯カメラ＆モニターセット

ノートパソコンの稼働時間を約2～3時間延長。タブレット
やスマートフォンの充電にも対応したモバイルバッテリー。

700-BTL011 ¥10,800（税込）

ノートPC 充電器

ドライブ時の風景を高画質のフルハイビジョンで常時録画。
動体検知・衝突検出モード搭載、500万画素カメラ搭載。

400-CAM032 ¥14,800（税込）

ドライブレコーダー

iPadなどをデスクサイドや丸パイプに
しっかり固定、画面の向きを変更可能。

100-MR043 ¥4,980（税込）

iPad・タブレットPCアームスタンド

iPad・タブレットを10台保管でき、充電と同期もできる
収納キャビネット。

100-CAB001BK ¥79,800（税込）

iPad・タブレット収納キャビネット

タブレットを盗難から防止するセキュリティ用品。
7～10インチ対応の汎用タイプ。

¥4,980（税込）

タブレット・iPadセキュリティワイヤー

角度や向きを自在に変えられるタブレット
PCスタンド。

200-PDA051 ¥2,980（税込）

タブレットPCスタンド

軽量・コンパクトで持ち運びがしやすく、省スペース設計。
iPhoneやiPadで便利なショートカットキー搭載。

400-SKB045 ¥1,980（税込）

Bluetoothキーボード

スマホ、タブレットを指1本で楽に持て、落
下を防ぐ。スタンドとしても使用可能。

200-IPP017BK ¥1,944（税込）

バンカーリング

魚眼レンズ・マクロレンズ・ワイドレンズがセットになった
レンズキット。ワンタッチ取り付けで様々な機種に対応。

400-CAM034 ¥2,980（税込）

iPhone・スマホカメラレンズキット

機種や置く場所を選ばない、シンプルな
アルミスタンド。

200-STN003SV ¥1,520（税込）

iPhone 6・スマートフォンアルミスタンド

上下左右の首振り可能で、5インチの大型スマホにも対
応する車載ホルダー。力いらずで簡単に着脱が可能。

200-CAR008N2BK ¥2,580（税込）

iPhone 6・6Plus・5sスマホ車載ホルダー

5ポート搭載のUSB充電器。複数充電が可能で、
タブレットやスマートフォンなどの同時充電が可能。

700-AC010BK ¥1,980（税込）

5ポートUSB充電器

斜めに持ってもレーザー光をまっす
ぐ照射。手首の負担を軽減します。

ゲル素材の真空吸盤で、ダッシュ
ボードに直接取り付け可能。

3,800mAhの大容量バッテリー
搭載で、スマートフォンなどの
USB機器の充電が可能です。

25°照射角

※画像はイメージです。

特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

直営WEBショップ

3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてます！絶対

オススメ！

絶対

オススメ！

絶対

オススメ！
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サンワダイレクト売れ筋商品<1> 随時更新中！ 総合売れ筋ランキングもどうぞ！
パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯でチェックできます！
http://direct.sanwa.co.jp/ItemRanking/売れ筋アイテムをカテゴリ別にご紹介。

※販売価格は予告なく変更される場合が
　ありますので、現状の販売価格は
　サンワダイレクトWEBサイトをご覧ください。

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

!!1000

SDカード 2GB

S
D

カ
ー
ド
・

U
S
B

メ
モ
リ

カ
メ
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー

8段伸長が可能で、収納時にはコンパクトになる小型タイ
プ。軽量で持ち運びにも最適。

200-CAM022N ¥1,980（税込）
いつものデジカメでオークション写真や商品写真がきれ
いに撮れる撮影キット。　　

200-DG001 ¥3,480（税込）

色調を調節できる3枚のフィル
ターを付属。

バックスクリーンはリバーシブル
タイプ。

48灯の常時点灯LEDが被写体を明るく照らす、
デジタルカメラ&デジタルビデオカメラ対応LEDライト。

200-DG003 ¥3,680（税込）

デジカメ・音楽プレーヤーなどに最適な
SDカード。信頼のトランセンド製。

TS2GSDC ¥540（税込）

SDHCカード 32GB

Class10のハイスピードSDHCカード。
信頼のトランセンド製。

TS32GSDHC10 ¥1,580（税込）

microSDHCカード 32GB

Class10のハイスピードmicroSDHC
カード。信頼のトランセンド製。

TS32GUSDC10 ¥1,550（税込）

USBメモリ 4GB

600-UF4GW ¥650（税込）

バ
ッ
グ

一眼レフとレンズ2本を収納できる、ワンショルダータイプのカメラバッグ。
サイドが開き横からカメラ取り出しが可能で速写に対応！

付属の間仕切りパッドで自由にレイア
ウト可能。

表面素材は、耐水性に優れ、傷や汚れが
つきにくい生地を採用。

200-DGBG001 ¥4,980（税込）

一眼レフカメラスリングバッグ

リュック、ショルダー、手提げの3つのスタイルで使用できる、
3WAYビジネスバッグ。

200-BAG048WP ¥5,980（税込）

スーツに合わせやすいストライプのラインが上品な、
軽量でスタイリッシュデザインの2WAYビジネスバッグ。

200-BAG067 ¥3,980（税込）

収納ルームが上下に分かれる便利な2層式リュックサック。
お弁当や機器などを別で分けられる。

200-BAG078 ¥4,980（税込）

100席以上の航空機内持ち込み対応！
大型キャスターで移動が楽なビジネスキャリー。

200-BAG069 ¥13,800（税込）

特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

直営WEBショップ
※メモリ類は価格の変動が激しい商品となります。現状の売価はWEBサイトをご覧ください。

ストライプビジネスバッグ

カメラ三脚 撮影キット（撮影ボックス）

LEDライト カメラ&ビデオカメラ用

ビジネスリュック

キャリーケース

3WAYビジネスバッグ

3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてまれてます！売れてます！

売れてまれてます！売れてます！

売れてまれてます！売れてます！ 売れてます！
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サンワダイレクト売れ筋商品<2> 随時更新中！ 総合売れ筋ランキングもどうぞ！
パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯でチェックできます！
http://direct.sanwa.co.jp/ItemRanking/売れ筋アイテムをカテゴリ別にご紹介。

※販売価格は予告なく変更される場合が
　ありますので、現状の販売価格は
　サンワダイレクトWEBサイトをご覧ください。

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

!!1000

ケ
ー
ブ
ル

使用電力が一目で分かるデジタルメーター
付き電源タップです。

箱に収納されているの
で持ち運びに便利で、
必要な長さを簡単に引
き出す事ができます。

  ＜6種類が測定が可能＞
●消費電力(W)
●積算電力量(kWh)
●1時間あたりの電気料金
●積算電力料金
●使用時間
●二酸化炭素量

シールをはがすと、シールに
「VOID」の文字が出て、開封した
ことが一目でわかります。

自動的に残量表示が復帰する、
オートリセットICチップを搭載。

インクジェットからカラーレーザーまでマルチに
使えるA4用紙。表裏がないので、取扱いも簡単。

300-101 ¥2,480（税込）

5個口の内２つはACアダプタを差込ができる広めのレイアウトで、他3つはラン
プ付き個別スイッチが付きで待機電力をカットすることができて、節約に貢献！

700-TP1052DW ¥2,480（税込）

ワットメーター付き電源タップ

エプソンのIC6CL50互換詰め替えインクセット。詰め替
え専用カートリッジと約6回分の詰め替えインクセット。

300-E50S6 ¥3,180（税込）

個別スイッチと集中スイッチで、
簡単に待機電力をカット!

700-TAP013 ¥1,280（税込）

省エネスイッチタップ（4個口)

Xbox360、PS3、液晶テレビ、HDDレコーダーなど多くの
HDMI出力機器に対応したVer.1.4規格HDMIケーブル。

500-HDMI001-2 ¥580（税込）

HDMIケーブル 2m

環境にやさしい簡易袋パッケージのギガビット対応
ネットワークケーブル。

500-LAN001BL ¥180（税込）

LANケーブル 1m

パソコン、タブレットでデータ移行が簡単に行えるUSBリン
クケーブル。ドラッグ&ドロップするだけでデータ転送可能。

500-USB034 ¥2,780（税込）

USBリンクケーブル（windows専用）

自作用に最適なコストパフォーマンスに優れた巻きLAN
ケーブル。ケーブル残量が分かるレングスマーク入り。

500-LAN6-CB100W ¥9,480（税込）

LANケーブル 100m（自作用）

「シリーズA」コネクタを持つ機器と、「シリーズB」コネクタ
を持つ機器とを接続するUSB2.0対応USBケーブル。

500-USB001 ¥300（税込）

USBケーブル 1m

USBケーブルの規格（機器間最長ケーブル長5m）を
超えてUSBケーブルを10m延長が可能。

500-USB005 ¥3,980（税込）

USB延長ケーブル 10m

電
源
タ
ッ
プ
・コ
ン
セ
ン
ト

用
紙
・
イ
ン
ク 残量表示対応（ICチップ搭載）のキヤノン BCI-351XL+350XL/6MP

互換インク。対応プリンタ：PIXUS MG7130・MG6530・ MG6330 

300-C3503516P ¥2,980（税込）

ボタンひとつで接続した電気製品の消費電力や電気料金
が手軽に測定可能なワットモニター。

700-TAP017
ワットモニター

開封予防や改ざん防止に、剥がしたことが一目で分かる
セキュリティシール。

200-SL007 ¥4,480（税込）

2.4A出力を6ポート搭載しているので、タブレットやスマート
フォンなどUSB充電対応機器を複数台充電することが可能。

700-AC011W ¥2,980（税込）¥2,480（税込）

大量印刷に最適！

・カラーコピー
・モノクロコピー
・レーザープリンタ
・インクジェットプリンタ
・FAX

500シート
×

5冊パック

1m 2m

1.8m 10m

1m

100m

特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

直営WEBショップ

CAT
5e

CAT
6

スタンダードコピー用紙

エプソン 汎用インクカートリッジ＋詰め替えインク

互換インク キヤノン 6色パック

セキュリティシール（100枚）

かしこいUSB充電器

3色のレーザーを搭載。

売れてまれてます！売れてます！

売れてまれてます！売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてまれてます！売れてます！
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職種別おすすめ商品 職種別についてはこちら！ 法人様向けカタログ掲載商品一覧
パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯でチェックできます！
http://direct.sanwa.co.jp/disp/CLSDSpecialListPage.jsp?dispNo=024002001各職種のために開発された製品や、作業環境をサポートする商品をご紹介。

※販売価格は予告なく変更される場合が
　ありますので、現状の販売価格は
　サンワダイレクトWEBサイトをご覧ください。

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

!!1000

医
療
向
け

工
場
向
け

店
舗 

・
シ
ョ
ッ
プ
向
け

シ
ス
テ
ム
系

オ
フ
ィ
ス
・
事
務
所
を

よ
り
快
適
に

官
公
庁
向
け

映
像
系

特注も承りま特注も承ります！！特注も承ります！！

No.No.3No.3
人 気

No.No.2No.2
人 気

No.No.1No.1
人 気

TEL ： 086-223-5840
FAX ： 086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

100-CAB001BK
¥79,800（税込）iPad・タブレット収納キャビネット

100-SNC037CART
¥12,800（税込） ¥24,800（税込）

¥29,800（税込）

¥35,800（税込）

¥2,280（税込）

折りたたみ椅子用台車

200-LPP021
レーザーポインター

100-SPT012
¥32,800（税込）3連式パーティション

150-SNC091MAG
¥9,980（税込）メモ台付きチェア

100-RAC006
iPad・タブレット用カート

400-CAM035-4
¥59,800（税込）

¥4,980（税込） ¥5,980（税込） ¥6,980（税込）

¥6,480（税込）¥139,800（税込） ¥15,800（税込） ¥12,140（税込）

防犯カメラ＆モニターセット

100-RAC004
¥13,800（税込）スリムパソコンラック

400-BCR001

小型Bluetoothバーコードリーダー

100-FD010LM
会議用テーブル・会議デスク

200-QL008
家具転倒防止連結固定シート

400-SW012
HDMIセレクター

400-MEDI001
メディアプレーヤー

200-SL019SV
タブレット・iPadセキュリティワイヤー

100-MR103
iPad・タブレットスタンドアーム

100-SV010
19インチサーバーラック

400-MC005
WEB会議スピーカーフォン

・SDカード
・USBメモリ
・机上ラック
・シンプルワークデスク
・オフィスチェア

・純正インク
・汎用インク
・シュレッダー
・モニターアーム
　　　　etc.

その他、お問い合わせいただければ、
商品提案いたします。

机のサイズ変更の特注

各種ケーブルの特注

レーザーポインターの名入れ

縦
向き

横
向き

スタンド 壁掛け

※画像はイメージです。

10台保管でき、充電と同期もできる。10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトにパソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本のUSBケーブル1本の
簡単接続。簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内のSDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な設置や収納が簡単な
折りたたみ式。折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの7～10インチまでの
汎用タイプ。汎用タイプ。

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

直営WEBショップ

3色のレーザーを搭載。3色のレーザーを搭載。3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてます！
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名入れ・特注のご案内 様々なご要望にお応えします！
OAアクセサリへの名入れや、ファニチャー・ケーブルの特注を承っております。
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/orig_service2/index.html「企業のイメージアップに」「記念品に」「使用環境に合わせて」

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

20
周年

創立

株式会社式会社グローブグローブ

さんわ大学

株式
会社

 三
和シ

ステ
ム商

事

株式会社  三和
シス

テム
商事

株株式
会社

三和
シス

テム
商事

株式会社 三和
シス

テム
商事

株式会社 三和シス
テム商事

株式会社 
三和システム商事

お見積もりシートにご記入 ご注文お見積もりご連絡 納品日程調整(最短1週間) 納品日時の連絡

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

USBメモリ

■ タブレットケース

■ ご依頼から納品までの流れ

ファ二チャー ケーブル ■ フィルター・フィルム ■ 盗難防止ワイヤー

レーザーポインター

■ タブレットケース■ GRID-ITシリーズ■ マウス

●名入れ・特注についてのお悩み、ご質問は、お気軽にご相談ください。お問合わせ

■ モバイルバッテリー ■ バッグ■ マウスパッド

電話番号 ： 086-223-5840
ご利用時間 ： 営業日 月～金 9時～12時・13時～18時

販促品やイベントの記念品に、企業アピールに…サンワダイレクトでは様々なご要望にお応えします！

最小ロットは基本30個～、上記以外にも名入れ可能な製品はございます。

名入れ・特注サービス・組立納品サービスでこんなことができます。

あなただけのオリジナル商品を作りませんか？

1台・1本からオーダーメイドできます！

手続き完了後から手続き完了後から

最短2週間！最短2週間！

メーカー直販メーカー直販

だから安心だから安心！

お客様にも好評お客様にも好評

満足度大満足度大！

使用環境、ご利用用途に合わせてサイズ・形状・・部材などを選んであなたにピッタリの商品が作成できます！

組み立てる時間がない、組み立ては苦手、すぐに使いたい…そんなご要望にお答えします！

名入れ
で

特注で

組み立てしてお届けできます！
組立納品
サービス
で

   MAIL ： original@sanwa.co.jp

会社の販促品として

ご利用環境に応じて仕様変更ができます！

台数が多くて時間が掛かる！人手が足りない！そんな時にどうぞ

イベントでの配布に！ 学校行事などの記念品に！

お
客
様

弊
社
担
当

1～2色で印刷。
赤・緑レーザーの
2タイプから選択。

1色印刷、30個から発注可能。 1～2色またはフルカラー印刷。

1～2色または
フルカラー印刷。

＜一例＞
・サイズの変更
・素材の変更
・本体色の変更
・オプションの追加
・一からの作成

機器に合わせて
結線も自由設計！

実用性が高く、長期間使えるのでアピール度も高い！

1色印刷。 1色印刷。
印刷範囲最大
140×200mm。

資料配布用として、
画像データなどを
USBメモリに
入れることも可能。

○○企画書

本体表面に印刷。 1～2色印刷。
印刷範囲25×10mm。

施設の広さ・レイアウトなどに
合わせた製品を1台から作ります。

お持ちの機種のサイズ・用途に
合わせた専用ケースに。最短20cmから、5cm単位で

1本から注文できます。

仕様環境・画面サイズに
ぴったりの製品を1枚から。

用途にぴったりな鍵の種類や
ケーブルの長さに。

http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/kumitate/index.html

!!1000

詳しくは右上のQRコードへ！

詳しくは右上のQRコードへ！

詳しくはこちら！

特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

パッド（ゴム版）印刷

レーザー刻印
1本から発注可能

30本から発注可能

レーザーポインターへの
印刷方法は2種類No.1111

実 績

No.2222
実 績

No.22222
実 績

No.111
実 績

直営WEBショップ

3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてます！
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サンワダイレクトご利用ガイド まとめ買い特価見積受付中！
パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯でチェックできます！
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/mitsumori/index.htmlご利用前に、ご確認ください。お得情報もあります！

http://direct.sanwa.co.jp/
のご案内 お問合せ（法人専用）

TEL：086-223-5840
FAX：086-235-2381
MAIL：customer@sanwadirect.jp

BF/AF/HM

サンワダイレクトのご案内
PDF150518_17

ここでしか買えない
オリジナル商品満載

￥

手続き完了後から

最短2週間！

メーカー直販

だから安心

お客様にも好評

満足度大

電話注文 ： 03-5763-0053

http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/friend/index.html

会社概要

5,000円以上お買い上げで500円OFF！

会員登録 商品発送
初回

ご注文手続き
弊社にて
審査

必要に応じて
ご連絡・ご相談

個人・法人のお客様共通ガイド

法人のお客様専用ガイド

会員登録をして商品を申し込む。

■ 締め日・支払日について

複数のお支払い方法に対応。 配送会社が、商品をお届け。 ご購入後も安心サポート。

●クレジットカード
●代引き
●コンビニ決済
●Pay-easy
●ネットバンキング
●Edy
●銀行振り込み（請求書払い）※法人会員様のみ
●NP後払い決済

・ 商品が初期不良の場合
・ 修理が必要な場合
・ 返品・キャンセル
・ 製品保証　など

サポートについては
WEBサイトをご確認ください。

時間帯指定可能！
※ご要望に添えない場合は別途ご案内となります。
※メール便の場合はご指定いただけません。

2,000円以上のお買い物で送料無料

1  商品を申し込む 3  商品をお届け 4  商品専用サポート2  選べるお支払い方法

■ 会員登録から商品到着までの流れ

以下の締め日・支払日よりお選びいただけます。
■ 審査について
初回ご注文時に弊社規定の与信審査を行わせていただきますので、予めご了承ください。
（審査は会員登録完了後ではなく、初回のご注文手続き完了後に行っております）

① 10日締め・当月未支払い
② 10日締め・翌月10日支払い
③ 20日締め・当月未支払い
④ 20日締め・翌月20日支払い
⑤ 月末締め・翌月未支払い

※銀行振込（請求書払い）の場合、振込
手数料はお客様のご負担となります。

※お支払いは現金でのみお願いしてい
ます。手形はご利用いただけませんの
でご注意ください。

※登録後、他のお支払い方法・お支払日
への変更をご希望の場合は、弊社まで
ご連絡ください。

※銀行振込（請求書払い）でのご注文は、
土・日・祝日の出荷を行っておりません。
通常営業日（平日）のご注文確認や
出荷とさせて頂きます。 審査結果やご注文金額によっては先入金をお願いする場合があります。

法人会員様必見!銀行振込（請求書払い）がご利用できます！

法人専用窓口

電話番号 ： 086-223-5840
FAX番号 ： 086-235-2381
   MAIL ： customer@sanwadirect.jp
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サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY INC.

昭和26年

3,000万円

代表取締役社長 山田哲也

300名

業 務 内 容

売 上 高

本 社

電 話 番 号

F A X 番号

各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売、

パソコン・周辺機器の取扱い

243億円（平成25年6月 決算実績）

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1

086-223-3311（代）

086-223-5123

電話注文について

必要事項を伝える。 2つのお支払い方法に対応。 配送会社が、商品をお届け。 ご購入後も安心サポート。

●代引き
※別途手数料として324円（税込み）がかかります。

●コンビニ決済
※一部大型商品やまとまった数量のご注文は、
　コンビニ決済のみとなります。

2,000円以上のお買い物で送料無料 

当日出荷対応！
代引決済 ： 
営業日15時までの受付（在庫がある場合）
コンビニ決済 ： 
13時までの受付、14時までのご入金

1  商品を申し込む 3  商品をお届け 4  商品専用サポート2  選べるお支払い方法

お手軽で便利な、電話でも注文を承っております。※会員登録の有無に関わらずご注文いただけます。

・ 商品が初期不良の場合
・ 修理が必要な場合
・ 返品・キャンセル
・ 製品保証　など
サポートについては
WEBサイトをご確認ください。

まだサンワダイレクトでお買物をしたことがない方や、
他部署・他支店・お取引き先様を是非ご紹介ください！

ご紹介方法は、サンワダイレクトWEBサイトから「お友達ご紹介」バナーをクリック！

●まとめ買いお見積もり
●名入れ・オリジナルサービス
●特注サービス
お気軽にお問い合わせください！

※ポイント付与のタイミングは月末締め後、翌月10営業日以内となります。
※紹介された月から向こう3ヶ月以内のご注文がポイント付与の有効期限となります。

ご紹介先様がサンワダイレクトで ご紹介者様+ご紹介先様

法人会員登録＆
お買い物5,000円以上で

1000ポイント
プレゼント！

お友達紹介で ポイントポイントポイント
!!GET!!

から「お友達ご紹介」バナーをクリッ

で
ポポポ
GGG10001000

詳しくはこちら！

有効期限 - ありません！！
●お一人様1回限りのご利用です。
●クーポンご利用には、サンワダイレクト会員登録が必要です。
※本クーポンは予告なく内容変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。

kata-2015hou特注も承ります！！

No.3

No.2

No.1

10台保管でき、充電と同期もできる。 折りたたみ椅子を収納・整理・移動できる。

立ったままタブレットを持たずに操作できる。折りたたみできるメモ台付き。レイアウトの変更が簡単なキャスター付き。

ワイヤレス接続可能。
防水なので屋外にも設置できる。

パソコン・周辺機器をコンパクトに
しっかり収納。

離れていてもJANの読み込みができる。

棚板・スライド棚を標準装備。 USBケーブル1本の
簡単接続。

2台のモニタにそれぞれ出力。 SDカードやUSBメモリ内の
動画や写真を、テレビで楽しめる。

家具同士を連結して固定。設置や収納が簡単な
折りたたみ式。

スタンド&壁掛けできる。7～10インチまでの
汎用タイプ。

カタログ
を

見ていた
だいた

方のみ！
お 得 なクーポン

プレゼント！プレゼント！

直営WEBショップ

3色のレーザーを搭載。

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！

売れてます！ 売れてます！


