
コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■LEDディスプレイ

1日 2日 3日

LEDユニット AirULTRA-5C CreateLED ¥38,500 ¥50,050 ¥57,750

屋内、屋外兼用高精細LED（5.6ｍｍピッチ）
LED：3-in-1 Black Body SMD
モジュール寸法：250×250ｍｍ
表示領域：44ドット×44ドット
キャビネット寸法：500×500ｍｍ
表示領域：88ドット×88ドット
明るさ：5000nits　質量：10.6kg
コントラスト比：4000：1
垂直視野角：110°　水平視野角：140
消費電力280W

LEDプロセッサー MCTRL660 NOVASTAR ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

LEDディスプレイ制御ユニット
入出力解像度：2048×1152、1920×
1200、2560×960
12bitHDMI対応

LED自立スタンド 2連ベース金具 RATEC ¥16,500 ¥21,450 ¥24,750 専用スタンド

3連ベース金具 RATEC ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000 専用スタンド

FlyBar0.5ｍ CreateLED ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650 単面用吊金具、1.0ｍと接続可能

FlyBar1.0m CreateLED ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300 2連用吊金具、0.5ｍと接続可能

3Dホログラム ディスプレイ Ninja 3D ¥38,500 ¥50,050 ¥57,750

表示画面サイズ：56CMφ
輝度5000cd/㎡
視野角：全方向176°
推奨視認距離：<25m
再生フォーマット：MP4・AVI・RMVB・GIF・
JPG・PMG
接続方法：WiFi
電圧：AC100V、消費電力：10～75W
本体サイズ265×560×80、質量800g

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■プロジェクター/オプション

1日 2日 3日

DLPプロジェクター HD20K-J Christie ¥880,000 ¥1,144,000 ¥1,320,000

輝度：20000 Center lm
入力端子：RGBH＆V(5BNC)・コンポーネント
(3BNC)・S端子・コンポジット(BNC)・DVI-I・
D-Sub15ピン・SD/HD-SDI
出力解像度：1920×1080
コントラスト比：最大1,600-2,000:1 Full
Field
電圧：200V、消費電力：4000W
外形寸法：約 621×815×419mm
質量：約 72.5kg

HD14K-M Christie ¥495,000 ¥643,500 ¥742,500

輝度：13500 Center lm
入力端子：RGBH＆V(5BNC)、DVI-I、
D-Sub15ピン
出力解像度：1920×1080
コントラスト比：最大2500:1
電圧：100V、消費電力：1500W
外形寸法：約500×561×259mm
質量：約25kg

HD10K-M Christie ¥440,000 ¥572,000 ¥660,000

輝度：11000 Center lm
入力端子：RGBH＆V(5BNC)、DVI-I、
D-Sub15ピン
出力解像度：1920×1080
コントラスト比：最大10000:1
電圧：100V、消費電力：1320W
外形寸法：約500×561×259mm
質量：約25kg

PT-DZ870K Panasonic ¥198,000 ¥257,400 ¥297,000

輝度：8500lm
入力端子：SDI(BNC)・HDMI・DVI-D・
RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)
出力解像度：1920×1200
コントラスト比：10000：1
電圧：100V、消費電力：1050W
外形寸法：498×200×541mm
質量：約17.6kg

PT-D6000S Panasonic ¥121,000 ¥157,300 ¥181,500

輝度：6500lm
入力端子：DVI-D・RGB/コンポーネント
(BNC・D-Sub15ピン)・コンポジット(BNC)・
Sビデオ
出力解像度：1024×768
コントラスト比：2000：1
電圧：100V、消費電力：800W
外形寸法：498×175×440mm
質量：約16.0kg

PT-LW321 Panasonic ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

輝度：3200lm
入力端子：HDMI・D-Sub15ピン・
コンポジット(RCA)
出力解像度：1280×800
コントラスト比：7500：1
電圧：100V、消費電力：244W
外形寸法：288×100×236mm(レンズ最長時)
質量：約2.5kg

液晶プロジェクター EB-L1505UH EPSON ¥220,000 ¥286,000 ¥330,000

輝度：12000lm
入力端子：ミニ D-Sub15pin 、5BNC、
BNC(SDI)、HDMI、DVI-D 24pin、HDBaseT
出力解像度：1920×1200
コントラスト比：2,500,000:1
電圧：AC100V、消費電力：955W
外形寸法：586 × 185 × 492mm
質量：約24kg

PT-EZ770 Panasonic ¥132,000 ¥171,600 ¥198,000

輝度：6500lm
入力端子：DisplayPort・HDMI・DVI-D・RGB/
コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・コンポ
ジット(RCA)
出力解像度：1920×1200
コントラスト比：5000：1
電圧：100V、消費電力：590W
外形寸法：530×177×445mm
質量：約10.6kg

PT-VW440 Panasonic ¥55,000 ¥71,500 ¥82,500

輝度：4800lm
入力端子：HDMI・D-Sub15ピン・
コンポジット(RCA)・Sビデオ
出力解像度：1280×800
コントラスト比：3500：1
電圧：100V、消費電力：365W
外形寸法：379×107×305mm
質量：約4.8kg

EB-436WT EPSON ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

輝度：3000lm
入力端子：D-Sub15ピン・
コンポジット(RCA)・Sビデオ・HDMI
出力解像度1280×800
コントラスト比：3000：1
電圧：100V、消費電力：344W
外形寸法：345×300×105mm
質量：約4.1kg

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

1日 2日 3日

HD10K-M/HD14K-
M/HD20K-J用レンズ

Lens ILS 0.73:1 SX+ /
0.67:1 HD

CHRISTIE ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 固定焦点レンズ

Lens ILS 1.2:1 SX+ /
1.1:1 HD

CHRISTIE ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 固定焦点レンズ

Lens ILS 1.25-1.6:1
SX+ / 1.16-1.49:1 HD

CHRISTIE ¥44,000 ¥57,200 ¥66,000 ズームレンズ

Lens ILS 1.5-2.0:1 SX+
/ 1.4-1.8:1 HD

CHRISTIE ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 ズームレンズ

Lens ILS 2.0-2.8:1 SX+
/ 1.8-2.6:1 HD

CHRISTIE ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 ズームレンズ

Lens ILS 2.8-4.5:1 SX+
/ 2.6-4.1:1 HD

CHRISTIE ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 ズームレンズ

Lens ILS 4.5-7.5:1 SX+
/ 4.1-6.9:1 HD

CHRISTIE ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 ズームレンズ

PT-DZ870K/PT-D6000S用レンズ ET-DLE030 Panasonic ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 超短焦点固定レンズ

ET-DLE150 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 短焦点ズームレンズ

ET-DLE250 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 中焦点ズームレンズ

ET-DLE350 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 長焦点ズームレンズ

ET-DLE450 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 超長焦点ズームレンズ

EB-L1505UH用レンズ ELPLU04 EPSON ¥13,200 ¥17,160 ¥19,800 超短焦点レンズ

ELPLM15 EPSON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 中焦点レンズ

ELPLM10 EPSON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 中焦点レンズ

ELPLM11 EPSON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 中焦点レンズ

ELPLL08 EPSON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 長焦点レンズ 

PT-EZ770用レンズ ET-ELW20 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 短ズームレンズ

ET-ELT20 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 中ズームレンズ

ET-ELT21 Panasonic ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 長ズームレンズ

品　　　名 型　　　番 メーカー
価　格（税　込）

備　　　考

2022/6/1



コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■スクリーン/映写台

1日 2日 3日

スクリーン
（16:9）

MBF-183HD Stumpfl ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500

スクリーンサイズ：183インチ(フロント)
内寸：W4050×H2290mm
外寸：W4260×H2500mm
質量：25.0kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBR-183HD Stumpfl ¥44,000 ¥57,200 ¥66,000

スクリーンサイズ：183インチ(リア)
内寸：W4050×H2290mm
外寸：W4260×H2500mm
質量：25.0kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBF-147HD Stumpfl ¥17,600 ¥22,880 ¥26,400

スクリーンサイズ：147インチ(フロント)
内寸：W3250×H1830mm
外寸：W3460×H2040mm
質量：15.5kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

スクリーン
（4:3）

MBF-210 Stumpfl ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500

スクリーンサイズ：210インチ(フロント)
内寸：W4270×H3200mm
外寸：W4480×H3410mm
質量：27.6kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBR-210 Stumpfl ¥36,300 ¥47,190 ¥54,450

スクリーンサイズ：210インチ(リア)
内寸：W4270×H3200mm
外寸：W4480×H3410mm
質量：27.6kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBF-180 Stumpfl ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

スクリーンサイズ：180インチ(フロント)
内寸：W3660×H2740mm
外寸：WW3870×H2950mm
質量：25.3kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBR-180 Stumpfl ¥24,200 ¥31,460 ¥36,300

スクリーンサイズ：180インチ(リア)
内寸：W3660×H2740mm
外寸：WW3870×H2950mm
質量：25.3kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBF-150 Stumpfl ¥19,800 ¥25,740 ¥29,700

スクリーンサイズ：150インチ(フロント)
内寸：W3050×H2290mm
外寸：W3260×H2500mm
質量：22.5kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBR-150 Stumpfl ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

スクリーンサイズ：150インチ(リア)
内寸：W3050×H2290mm
外寸：W3260×H2500mm
質量：22.5kg
足高：160～1990mm(ピッチ：152.5mm)

MBF-100 Stumpfl ¥13,200 ¥17,160 ¥19,800

スクリーンサイズ：100インチ(フロント)
内寸：W2000×H1500mm
外寸：W2210×H1710mm
質量：12.3kg
足高：160～1075mm(ピッチ：152.5mm)

MBR-100 Stumpfl ¥13,200 ¥17,160 ¥19,800

スクリーンサイズ：100インチ(リア)
内寸：W2000×H1500mm
外寸：W2210×H1710mm
質量：12.3kg
足高：160～1075mm(ピッチ：152.5mm)

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

1日 2日 3日

Stumpfl製スクリーン用
ハイスタンド

AT-64L-P Stumpfl ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

100インチ～300インチ用スタンド
16:9/4:3対応
外形寸法：1340×370×380mm
質量：34kg

三脚スクリーン VPS-80RW AURORA ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

スクリーンサイズ：三脚式80インチ(4：3)
内寸：W1626×H1219mm
高さ調整：525〜1520mm
質量 : 10kg

VPS-60PB AURORA ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950
スクリーンサイズ：三脚式60インチ(4：3)
内寸：Ｗ1219×Ｈ914mm
高さ調整：425～1260mm

GUP-80W キクチ科学 ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

スクリーンサイズ：ロールアップ式80インチ(4：3)
内寸：W1219 ×H 914
最大外形寸法(立ち上げ時)：W1785×H2100mm
質量：6.2kg

GUP-60W キクチ科学 ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

スクリーンサイズ：ロールアップ式60インチ(4：3)
内寸：W1219×H914mm
最大外形寸法(立ち上げ時)：W1380×H1790mm
質量：4.8kg

AVテーブル LEL-DUO LUXOR ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 ｈ=1500まで

LE-DUO LUXOR ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300 ｈ=1200まで

MARK001 Taguchi ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 組立式コンソール台

PS-2 AURORA ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300
外形寸法：天板(W647×D444)×H785～
1395mm
質量：5.7kg

PS-1 AURORA ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300
外形寸法：天板(W492×D296)×H785～
1395mm
質量：4.3kg

品　　　名 型　　　番 メーカー
価　格（税　込）

備　　　考
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■モニター/モニター備品

1日 2日 3日

液晶テレビ LC-70X5 SHARP ¥110,000 ¥143,000 ¥165,000

70インチ
入力端子：HDMI・D-Sub15ピン・コンポジッ
ト(RCA)・D端子
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：285W
外形寸法：1636×993mm×117(最薄部70)
画面寸法：1539×866mm、質量：54kg

液晶ディスプレイ PN-R603 SHARP ¥77,000 ¥100,100 ¥115,500

60インチ
入力端子：HDMI×2、DVI-I、D-sub、
Displayport
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V
外形寸法：約1378×794×39ｍｍ
質量：32kg

TH-55LF60J Panasonic ¥55,000 ¥71,500 ¥82,500

55インチ
入力端子：コンポジット(BNC)・HDMI・
コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：150W
外形寸法：1248×718×68mm
画面寸法：1209×680mm、質量：約25.8kg

LCD-P403 NEC ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500

40インチ
入力端子：DisplayPort・DVI-D・
D-sub15ピン・HDMI
アスペクト比：16:9、
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：105W
外形寸法：920.6×532.2×66.5mm
画面寸法：885.6×498.2mm、質量：約
17.0kg

TH-42LF60J Panasonic ¥38,500 ¥50,050 ¥57,750

42インチ
入力端子：コンポジット(BNC)・HDMI・
コンポーネント(BNC)・DVI-D・D-sub15ピン
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：125W
外形寸法：967×560×68mm
画面寸法：930×523mm、質量：約14.5kg

ME40C SAMSUNG ¥27,500 ¥35,750 ¥41,250

40インチ
入力端子：D-sub15ピン・DVI-D・
Display Port・HDMI・コンポーネント/コンポジット
兼用特殊ピン
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：110W
外形寸法：922.1×539.4×29.9mm
画面寸法：885.6×498.15mm、質量：10.6kg

ME32C SAMSUNG ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

32インチ
入力端子：D-sub15ピン・DVI-D・
Display Port・HDMI・コンポーネント/
コンポジット兼用特殊ピン
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：77W
外形寸法：734.8×433.8×29.9mm
画面寸法：698.4×392.85mm、質量：6.7kg

LCD-MF275XPBR I・O DATA ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500

27インチ
入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：19.3W
外形寸法：644×174×436mm
画面寸法：597.9×336.3mm、質量：6.1kg

New! LCD-DF221EDB-A I・O DATA ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

21.5インチ
入力端子：アナログRGB、HDMI、DisplayPort
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力： 11.2W
外形寸法：約502×199×360mm
質量：約3.5kg

LCD-MF226XDB I・O DATA ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

21.5インチ
入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力： 11.8W
外形寸法：502×199×360mm
画面寸法：476.64×268.11mm、質量：
3.5kg

LCD-MF225XBR I・O DATA ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

21.5インチ
入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：17.3W
外形寸法：507×178×390mm
画面寸法：476.64×268.11mm、質量：
3.2kg

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

1日 2日 3日

液晶ディスプレイ LCD-MF224XBR I・O DATA ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

21.5インチ
入力端子：HDMI・D-sub15ピン・DVI-D
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：100V、消費電力：17.6W
外形寸法：511×164×371mm
画面寸法：476.64×268.11mm、質量：
3.7kg

SH1560S ADTECHNO ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

15.6インチ
入力端子：HDMI（HDCP非対応）・DVI-D・
ミニD-Sub15ピン（VGA）・Sビデオ・
コンポジットビデオ（BNC）
アスペクト比：16:9
入力解像度：1920×1080
電圧：AC100V、消費電力：18W
外形寸法：382.3x234.4x55mm
質量：約2.7kg

LCD-1015S ADTECHNO ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

10.1インチ
入力端子：３G SDI、HDMI、DVI-D、
D-sub、video
アスペクト比：16：9
解像度：1280×800
消費電力：約１０Ｗ
本体寸法：245×168×29.5mm
重量：約1kg

HM-TL10T
ハンファＱ

セルズジャパ
ン

¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

10.1インチ
入力端子：HDMI、DVI-D、D-sub15ピン、
コンポジット(RCA)
アスペクト比：16:9
入力解像度：1024×600
電圧：100V、消費電力：約10W
外形寸法：164×254×35mm
画面寸法：220.×416×129.15mm
質量：約1.1kg

QT-1007-AVG QUIXUN ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

10.4インチ
入力端子：D-sub15ピン、コンポジット(RCA)
アスペクト比：4:3
入力解像度：1024×768
電圧：100V、消費電力：10W
外形寸法：252×267×185mm、質量：1.6kg

QT-1004B-AVG QUIXUN ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

10.4インチ
入力端子：D-sub15ピン、コンポジット(RCA)
アスペクト比：4:3
入力解像度：1024×768
電圧：100V、消費電力：10W
外形寸法：252×267×185mm、質量：1.5kg

QT-1003B-AVG QUIXUN ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

10.4インチ
入力端子：D-sub15ピン、コンポジット(RCA)
アスペクト比：4:3
入力解像度：1024×768
電圧：100V、消費電力：10W
外形寸法：252×185×267mm、質量：1.5kg

モニター用スタンド STD-R03改 RATEC ¥6,600 ¥8,580 ¥9,900
13インチ～32インチ用スタンド
昇降寸法：1200〜1700
昇降ピッチ50mm

STD-R02 RATEC ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200
32インチ～65インチ用スタンド
昇降寸法：1400〜1900
昇降ピッチ：50mm

SR-1031 RATEC ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200
大型モニタ用
昇降寸法：1380〜1980
昇降ピッチ50mm

TY-ST42P50 Panasonic ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300 42インチ液晶ディスプレイ用テーブル台

備　　　考品　　　名 型　　　番 メーカー
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■スイッチャー

1日 2日 3日

NeXtage 16 LiveCoreシリーズ
シームレススイッチャー NXT-1604-4K ANALOGWAY ¥275,000 ¥357,500 ¥412,500

出力毎にスケーリングされたトゥルーシームレス
レイヤー4 個 ＋ ネイティブバックグラウンドレ
イヤー1 個
入力系統：8系統
入力端子：RGB、DVI-I、DVI-D、HDMI、
DisplayPort、3G/HD/SD-SDI
出力系統：2系統
出力端子：RGB、DVI-I、DVI-D、3G/HD/SD-
SDI
出力解像度：最大4K

VRC-300 ANALOGWAY ¥110,000 ¥143,000 ¥165,000

• ユーザーフレンドリーな新型リモートコンソール
• レイヤーとプリセットの手軽な管理
• 高度なイベント機能
• コンテキストボタン
• スナップショットとコンフィギュレーションのプレビュー
に使える大型16/9 TFT カラータッチスクリーン
• LiveCore ™シリーズの全モデルに使用可能
電圧：AC100V～240V、消費電力：90W
外形寸法：740×200×510mm、質量：約15g

デジタルシームレススイッチャー QVU150-3G ANALOGWAY ¥66,000 ¥85,800 ¥99,000

入力端子：DVI-D×4、HDMI×4、
Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×2
出力端子：3G/HD/SD-SDI×1、DVI-I×1、Dsub×1
出力解像度：2048×1080
電圧：AC100V～240V
消費電力：110W
外形寸法：400×440×88mm
質量：6.3g

PDS-902 3G BARCO ¥66,000 ¥85,800 ¥99,000

入力端子：3G-SDI・DVI-I・D-sub15ピン
入力解像度：1920×1200
出力端子：G-SDI・DVI-I・D-sub15ピン
(プレビュー用DVI-I・D-sub15ピン)
出力解像度：1920×1200
電圧：100V～240V、消費電力：200W
外形寸法：432×358×44mm
質量：5.67kg

マルチフォーマットスイッチャー V-1600HD Roland ¥71,500 ¥92,950 ¥107,250

入力端子：SD/HD-SDI・DVI-D・RGB/コン
ポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・Sビデオ・
コンポジット(BNC)
入力解像度：1920×1200まで
出力端子：SD/HD-SDI・DVI-D・RGB/コン
ポーネント(BNC・D-Sub15ピン)・Sビデオ・
コンポジット(BNC)
出力解像度：1920×1200まで
電圧：100V、消費電力：90W
外形寸法：206×482×319mm、質量：8.1kg

V-800HD Roland ¥55,000 ¥71,500 ¥82,500

入力端子：3G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・
RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)
入力解像度：1920×1200まで
出力端子：G/HD/SD-SDI・DVI-D/HDMI・
RGB/コンポーネント(BNC・D-Sub15ピン)
出力解像度：1920×1200まで
電圧：100V、消費電力：75W
外形寸法：482×275×116mm、質量：5.5kg

V-60HD Roland ¥18,700 ¥24,310 ¥28,050

映像入力端子：SDI×4、HDMI×2、RGB×1、
映像出力端子：SDI×2、HDMI×3
音声入力端子：SDI×4、HDMI、コンボタイプ×
2、RCA×2
音声出力端子：SDI×2、HDMI×2、キャノン、
RCA、PHONES(ステレオ標準タイプ)
電圧：AC100V消費電力：36W
外形寸法：399×217×87、質量3kg

VR-4HD Roland ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

映像入力端子：HDMI×４、RGB×1、
コンポジット×１
映像出力端子：HDMI×１、RGB×１、USB×１
音声入力端子：コンボタイプ×４、RCA×１、
ステレオミニ×１
音声出力端子：キャノン、RCA、USB、
PHONES(ステレオ標準タイプ)、
電圧：AC100V消費電力：37W
外形寸法：356×221×96、質量2.4kg

VR-5 Roland ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

入力端子：コンポジット(BNC)・D-Sub15ピ
ン・Sビデオ、入力解像度：1600×1200まで
出力端子：コンポジット(BNC)、HDMI
出力解像度：1600×1200まで
電圧：100V、消費電力：300W
外形寸法：376×314×133mm
質量：4.3kg

HDビデオスイッチャー New! V-1HD Roland ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

入力端子：HDMI（Type-A）×4。
出力：HDMI（Type-A）×2
　　（プログラム×1、プレビュー×1）
最大出力解像度：1080/59.94p
消費電力：18W
外形寸法：Ｗ313×H59×D102mm
質量：1.2kg

RGBシームレススイッチャー ISS408 Extron ¥55,000 ¥71,500 ¥82,500

入力端子：RGB(5BNC)
入力解像度：1600×1200
出力端子：DVI-I・D-sub15ピンRGB(5BNC)・
(プレビュー用D-sub15ピン・RGB(5BNC))
出力解像度：1600×1200
電圧：100V～240V、消費電力：60W
外形寸法：483×284×133mm、質量：5.1kg

備　　　考
価　格（税　込）

AVミキサー

品　　　名 型　　　番 メーカー
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■映像周辺機器①

1日 2日 3日

RGBセレクター SW6 VGA Ars EXTRON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500

6入力1出力
入力端子：D-sub15ピン
出力端子：D-sub15ピン
電圧：AC100V～240V
消費電力：10W
外形寸法：222×241×44mm、質量：1.1kg

スキャンコンバーター Image Pro-3G BARCO ¥55,000 ¥71,500 ¥82,500

入力端子：DVI-D・RGB/コンポーネント
(BNC・D-Sub15ピン)・SDI/HD-SDI
入力解像度：VGA～UXGA
出力端子：RGB/コンポーネント(BNC・D-
Sub15ピン)・コンポジット(BNC)Sビデオ・
SDI/HD-SDI・DVI-D
出力解像度：VGA～UXGA
電圧：AC100V～240V
消費電力：約80W
外形寸法：483×38×330mm、質量：約
4.1kg

VC-1-SC Roland ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500

入力端子：SDI(BNC)・HDMI・コンポジット
(BNC)、D-sub15ピン
出力端子：SDI(BNC)・HDMI
電圧：AC100V～240V
消費電力：8W
外形寸法：150×30×130mm、質量：500g

ビデオコンバーター VC-1-DL Roland ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

入力端子：SDI(BNC)・HDMI
出力端子：SDI(BNC)・HDMI
電圧：AC100V～240V
消費電力：8W
外形寸法：150×130×30mm、質量：500g

VC-1-HS Roland ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

入力端子：HDMI
出力端子：SDI(BNC)・HDMI
電圧：AC100V～240V、消費電力：8W
外形寸法：150×130×30mm、質量：500g

VC-1-SH Roland ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

入力端子：SDI(BNC)
出力端子：SDI(BNC)・HDMI
電圧：AC100V～240V、消費電力：8W
外形寸法：150×130×30mm、質量：500g

アップコンバーター ESC3250 Eletex ¥14,300 ¥18,590 ¥21,450

入力端子：D-sub15ピン・コンポジット
(BNC)・Sビデオ・D端子
出力端子：D-sub15ピン・DVI-D
電圧：AC100V～240V
消費電力：約40W
外形寸法：215×44×330mm、質量：約3kg

ビデオキャプチャー Web Presenter  Blackmagic Design ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250

入力端子：12G-SDI、HDMI、
アナログオーディオ（XLR×1、RCA×2）、
USBウェブカメラ
ストリーミングビデオフォーマット：720p
消費電力：24W
外形寸法：W140×H44×D170mm
質量：620g

HDMIキャプチャーデバイス U-TAP-HDMI AJA ¥4,400 ¥5,720 ¥6,600

入力：HDMI Type-A、
音声：HDMIエンベデッドオーディオ。
最大解像度：1,920×1,080 @60。
対応OS：Windows、mac OS、Linux。
消費電力：3.5W
外形寸法：W83.82×H25.4×D60.96mm
質量：0.2kg

ライブ配信機器 LiveShell X CEREVO ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

最大解像度：1080@60p、H.264、H.265コーデック対応。
入力：HDMI。
最大3ストリームまで同時配信可能。
本体SDカードへの録画機能(H.264、H.265)。
バッテリー駆動最大6時間。
本体のみでロゴ、テロップ挿入・切替可。
外形寸法：W102×H42×D100mm
質量：480g(内蔵バッテリー装着時)

HD-SDI分配器 ISD-104A IMAGENICS ¥4,400 ¥5,720 ¥6,600

1入力4分配
入力/出力端子：SD/HD/3G-SD、
電圧：100V、消費電力：3W
外形寸法：130×130×44mm、質量：790g

HDMI分配器 New! CRO-UD16 IMAGENICS ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

1入力６出力
入力端子：HDMI、出力端子：HDMI
対応解像度 ：4K60p 4:4:4 24bit、4K60p
4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit　など
電圧：AC100V、消費電力：5.5 W（最大）
外形寸法：100 mm × 25 mm × 150 mm
質量：約 550 g

ZD-13 IMAGENICS ¥6,600 ¥8,580 ¥9,900

1入力3出力
入力端子：HDMI、出力端子：HDMI
対応解像度 480i@60 ～ 1080p@60
電圧：AC100V、消費電力：約8W
外形寸法：100×40×180mm、
質量：約0.8 kg

DVI分配器 DVH-14A IMAGENICS ¥6,600 ¥19,500 ¥22,500

1入力4出力
入力端子：DVI-D
出力端子：DVI-D
電圧：AC100V～240V、消費電力：12 W
外形寸法：210×44×230mm、質量：約2.1kg

DVH-14 IMAGENICS ¥6,600 ¥19,500 ¥22,500

1入力4出力
入力端子：DVI-D
出力端子：DVI-D
電圧：AC100V～240V、消費電力：12 W
外形寸法：210×44×230mm、質量：約2.1kg

品　　　名 型　　　番 メーカー
価　格（税　込）

備　　　考
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■映像周辺機器②

1日 2日 3日

RGB分配器
（5BNCタイプ）

DA6 RGBHV Extron ¥6,600 ¥8,580 ¥9,900

1入力6出力
入力端子：RGB(BNC)、出力端子RGB(BNC)
電圧：AC100V～240V、消費電力：10W
外形寸法：444×216×44mm、質量：1.8 kg

RGB分配器
（ミニD-SUB15ピンタイプ）

P/2 DA6xi Extron ¥6,600 ¥8,580 ¥9,900

1入力6出力
入力端子：D-sub15ピン
出力端子：D-sub15ピン
電圧：AC100V～240V、消費電力：約12W
外形寸法：221×41×152mm、質量：約3kg

SDI光送信/受信機 OS-1T/R IMAGENICS ¥17,600 ¥22,880 ¥26,400

入力端子：SDI、出力端子：SDI
電圧：AC100V、消費電力：2.5W
外形寸法：100×25×75mm
質量：約280g

HDMI/DVI光送信/受信機 CRO-FD24TX/RX IMAGENICS ¥17,600 ¥22,880 ¥26,400

入力端子：HDMI、出力端子：HDMI
電圧：AC100V、消費電力：4W
外形寸法：100×25×150mm
質量：約500g

DVIツイストペアケーブル送受信機 CRO-DE20TX/RX IMAGENICS ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

入力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)
出力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)
電圧：AC100V～240V、消費電力：5W
外形寸法：100×25×150mm、質量：550g

CRO-DCE4TX/RX IMAGENICS ¥8,800 ¥10,400 ¥12,000

入力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)
出力端子：DVI(HDMIのHDCPに対応)
電圧：AC100V～240V、消費電力：5W
外形寸法：100×25×150mm、質量：550g

RGBツイストペアケーブル送受信機 UTX/URX-500A IMAGENICS ¥16,500 ¥21,450 ¥24,750

入力端子：D-sub15ピン
出力端子：D-sub15ピン
電圧：AC100V～240V、消費電力：約10W
外形寸法：210×44×230mm、質量：約
1.8kg

SDIリピーター VPS-SR2 MEDIAEDGE ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300

入力端子：SDI、出力端子：SDI
電圧：AC100V～240V
消費電力：2.1W
外形寸法：70×63.6×26mm

ハムイーター HE89 ASACA ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

RF変調器 MD-450ME MASPRO ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

備　　　考品　　　名 型　　　番 メーカー
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■ビデオカメラ周辺機器①

1日 2日 3日

4Kインテグレーテッドカメラ New! AW-UE100K Panasonic ¥38,500 ¥50,050 ¥57,750

撮像素子 ：1/2.5 型 4K MOS × 1
ズーム倍率：
・光学ズーム: 24 倍
・i.ズーム: UHD 28 倍、FHD 36 倍
・デジタルエクステンダーズーム: 1.4 倍、2 倍
レンズ：
・電動24 倍光学ズームF1.8 ～ F4.0
電源：DC12V
　　　(10.8 V - 13.2 V）AC アダプター付属
消費電流：3.0 A
外形寸法：169mm×204mm×170mm
質量：約2.2kg（飾りカバー、取付金具を除く）
出力端子：HDMI、12G-SDI、3G-SDI

New! AW-UE80K Panasonic ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500

撮像素子 ：1/2.5型 4K MOS × 1
ズーム倍率：
・光学ズーム：24倍
・i.ズーム：UHD:28倍、FHD:36倍
・デジタルエクステンダーズーム：1.4倍、2倍
レンズ：
電動24倍光学ズーム　F1.8～F4.0
電源：DC12V
　　（10.8 V～13.2 V、ACアダプター付属）
消費電流：3.0 A
外形寸法：170mm×211mm×171mm
質量：約2.0kg（飾りカバー、取付金具を除く）
出力端子：HDMI、3G-SDI

リモートカメラコントローラー New! AW-RP60GJ Panasonic ¥16,500 ¥21,450 ¥24,750

電源：DC12V
　　（DC入力範囲 DC10.8 V-DC 13.2V）
カメラ接続数：200台（IP）、5台（RS422）
カメラグループ数：20個（1グループ 各10台）
質量：1.5kg
サイズ：W210×H92×D177mm

XDCAM EXカムコーダー PMW-350K SONY ¥27,500 ¥35,750 ¥41,250

電圧：DC12V 消費電力：約18W
外形寸法：約W124×H269×D332mm
質量：6.3kg
16倍ズームレンズ、バッテリーパック、
ACアダプター付

PMW-EX3 SONY ¥19,800 ¥25,740 ¥29,700

電圧：DC12V 消費電力：約13.5W
外形寸法：約W250×H210×D400mm
質量：約3.6kg
バッテリーパック、バッテリーチャージャー付

小型カメラ iVIS HF G21 CANON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500
電圧：DC8.4V、消費電力：約4.3W
外形寸法：約109×84×182mm(本体のみ)、
質量：約745g

EX3/EX1R用カムコーダーサポート VCT-SP2BP SONY ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650
ショルダー運用と三脚運用の2スタイルを実現さ
せ、小型カムコーダーの運用をサポート

EXマウントワイドズームレンズ XS8x4AS-XB8 FUJINON ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 焦点距離：4-32mm　質量：約1.7kg

S×Sメモリーカード SBP-32G1A SONY ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 容量：32GB

S×Sメモリーカード
USBリーダーライター SBAC-US10 SONY ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650

SxSメモリーカードをパソコンにUSB経由で接続
するリーダーライター

コンデンサマイクロホン ECM-673 SONY ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650
サイズ：全長約200mm
質量：約135g
消費電力：DC52V

カメラ用レンズ
HA21×7.8
BERM/BERD

FUJINON ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500

エクステンダー 2×
焦点距離
1×：7.8～164mm
2×：15.6～328mm
21倍 HD

2/3レンズ変換マウント　 ACM-21 SONY ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650
EXマウント2/3変換アダプター
取付レンズ質量：最大2kg
質量：約180g

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■ビデオカメラ周辺機器②

1日 2日 3日

三脚 VB100-CP2 Vinten ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 業務用

New! LX7 Libec ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200
三脚段数 3段
高さ 56 ～ 166cm
重量 5.5kg

New! TH-Z Libec ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250
三脚段数 3段
高さ 71.5～ 161.5cm
重量 3.5kg

スパイダーポッド TR2/SP2 SPIDER SUPPORT
SYSTEMS ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

台の広さ：60X60cm(全体)
台の高さ：58cm
最大積載重量：136kg

HDSDI無線システム BOLT-732 Teradek ¥44,000 ¥57,200 ¥66,000

入力端子(トランスミッタ)：SD/HD/3G-SDI、
入力解像度：1080p/60まで
出力端子：Dual SD/HD/3G-SDI
出力解像度：1080p/60まで
電圧：100V
消費電力：4.5W以下(トランスミッタ)・6W以下
(レシーバー)
外形寸法：58×110×22mm(トランスミッ
タ)・75×109×24mm(レシーバー)
質量：約200g(トランスミッタ)・約110g(レ
シーバー)

品　　　名 型　　　番 メーカー
価　格（税　込）

備　　　考
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■プレーヤー/レコーダー

1日 2日 3日

ビデオプレゼンター PR-810HD Roland ¥71,500 ¥92,950 ¥107,250

入力端子：SDI、HDMI、出力端子：SDI、HDMI
入出力映像信号 フォーマット：
SDI1920x1080/59.94p、
1920x1080/59.94i、
1280x720/59.94p、720x480/59.94i、
1920x1080/50p、1920x1080/50i、
1280x720/50p、720x576/50i
HDMI1920x1080/59.94p、
1920x1080/59.94i、
1280x720/59.94p、720x480/59.94p、
720x480/59.94i、1920x1080/50p、
1920x1080/50i、1280x720/50p、
720x480/50p、720x576/50i
電圧：AC100V、消費電力：800W
外形寸法：175×426×376、質量：約9kg

メディアプレーヤー XT1144 BrightSign ¥13,200 ¥17,160 ¥19,800

電圧：DC12V、消費電力：300W
対応メディア：microSDカード
外形寸法：179.9×204.2×21.9mm
質量570g

HD1023 BrightSign ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500

電圧：DC12V、消費電力：150W
対応メディア：microSDカード
外形寸法：159.9×144.2×22mm
質量：340g

BrightSign用スイッチボックス BR/PSBX-0800 BrightSign ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950
BrightSign専用の
GPIOスイッチボックス

AVCHDポータブルレコーダー AG-UMR20 Panasonic ¥16,500 ¥19,500 ¥22,500

ポータブルレコーダー
入力端子；SDI、出力端子：SDI、HDMI
電圧：DC12V、消費電力：0.7A
外形寸法：115×37×57、質量：約225g

AG-HMR10A Panasonic ¥16,500 ¥19,500 ¥22,500

ポータブルレコーダー
入力端子：HD SDI ×1、ステレオミニ
ジャック（マイクレベル）×1
出力端子：HD SDI/SD SDI×1、
HDMI×1記録規格：ＡＶＣＨＤ規格準拠
記録メディア：SD/SDHCメモリーカード
電圧：DC7.3、消費電力：6.5W

ブルーレイ/HDDレコーダー DMR-T4000R Panasonic ¥22,000 ¥28,600 ¥33,000

業務用ブルーレイ＆ハードディスクレコーダー
ハードディスク容量：1TB
入力端子：HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コ
ンポジット入力端子×1、 2chアナログ音声入力
端子×1
出力端子：HD-SDI端子×1、HDMI端子×1、コ
ンポジット出力端子×1、 2chアナログ音声出力
端子×1、 HD-SDIスルー出力端子×1
消費電力：22W、質量：2.6kg

ブルーレイ/ＨＤＤレコーダー BDZAT350S SONY ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500

ブルーレイディスク/DVDレコーダー
ハードディスク容量：500GB
アンテナ入出力
地上デジタル(UHF):75ΩF型コネクター、BS・
110度CS-IF:75ΩF型コネクター、
HDMI出力、D端子出力、コンポジット映像入力/
出力、S映像入力/出力、ステレオ音声入力/出
力、デジタル音声出力 (光/同軸)、ヘッドフォン
端子、i.LINK (HDV1080i/DV入力) 、USB端子
系統、メモリーカードスロット、LAN端子
消費電力：28W、質量：約2.8kg

ブルーレイプレーヤー BIV-WS1000 maxell ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500

民生用BDプレーヤー
入力端子：RCA
出力端子：HDMI、RCA
電圧：AC100V、消費電力26W
外形寸法：430.0×55.9×271.2mm
質量3kg

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■音響機器①

1日 2日 3日

有線マイク SM-58SE SHURE ¥1,650 ¥2,145 ¥2,475 ハンド

ワイヤレスマイク ULXD2/SM58JB SHURE ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300 800MHz、ハンド

WL184 SHURE ¥4,400 ¥5,720 ¥6,600 800MHz、ピン

WH20TQG SHURE ¥4,400 ¥5,720 ¥6,600 800MHz、ヘッドセット

ワイヤレスチューナー ULXD4D SHURE ¥13,200 ¥17,160 ¥19,800 800MHz、2波

マイクスタンド DS-41K ｽｷﾞﾌﾟﾛ ¥550 ¥715 ¥825 卓上

ST210 K&M ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650 ブームマイクスタンド

スピーカー SX300 E/V ¥5,500 ¥7,150 ¥8,250 2WAYフルレンジ、許容入力600W

101MM/VM BOSE ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300 クランプ金具込み

スピーカースタンド MK-4 BOSE ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650 101用SPスタンド

パワーアンプ PX10 YAMAHA ¥4,400 ¥5,720 ¥6,600 1200W x 2（4Ω） / 1,000W x 2（8Ω）

SRA-5050 Roland ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 50w+50w（4Ω）

リニアPCMレコーダー DR-05 TASCAM ¥3,300 ¥3,900 ¥4,500 2Gメモリー付属

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■音響機器②

1日 2日 3日

ミキサー MG16/4 YAMAHA ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200

入力：8チャンネル(モノラル)+4チャンネル(ステ
レオ)
電圧：100V、消費電力：36W
外形寸法：423×418×104mm
質量：5.2kg

EPM6 SoundCraft ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300

入力：8入力（マイク6、ステレオ2）
電圧：100V、消費電力：35W
外形寸法：280×91×363ｍｍ
質量：4kg

802-VLZ3 MACKIE ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300

入力：8ch入力、電圧：100V
消費電力：18W
外形寸法：227×273×41mm
質量：2kg

Mix8 MACKIE ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300

入力：モノラル2ch/ステレオ2ch
電圧：100V、消費電力：18W
外形寸法：198×53×244mm
質量：1.1kg

402-VLZ3 MACKIE ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650
入力：4ch入力、電圧：100V、消費電力：
18W、外形寸法：146.9×185.5×40.7mm、
質量：1.1kg

CDプレーヤー CD-200 TASCAM ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

対応ディスク：CD/CD-ROM/CD-R/CD-
RW(12cm/8cm)
電圧：100V、消費電力：10W
外形寸法：481×298×94.5mm
質量：4.7kg

CD-160 MKⅡ TASCAM ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

対応ディスク：CD/CD-ROM/CD-R/CD-
RW(12cm/8cm)
電圧：100V、消費電力：10W
外形寸法：481×298×94.5mm
質量：4.2kg

ワイヤレスインカム DX200 + BS200 HME ¥55,000 ¥71,500 ¥82,500 子機4台、2.4GHz帯

有線インカム SB-440 Clear‐Com ¥33,000 ¥42,900 ¥49,500 子機5台、有線

フェーダーボックス TCC-100ST TOMOKA ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

ダイレクトBOX DI-1 Roland ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650

AR-133 BSS ¥1,100 ¥1,430 ¥1,650

音声分配器 LA12 DRAWMER ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 RCAステレオ12分配

DA6 DRAWMER ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 キャノン12分配

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）

2022/6/1



コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■会議学術機器

1日 2日 3日

リモートプレゼンシステム
（KVM切替器）

CS-1764A + CE-100 ATEN ¥11,000 ¥13,000 ¥15,000 ４入力

CS-1754 + CE-700 ATEN ¥11,000 ¥13,000 ¥15,000 ４入力

CS-1758 + CE-700 ATEN ¥11,000 ¥13,000 ¥15,000 8入力

計時回線 PRO-2000 + PSL-20V D'SAN ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200 子機２台

パーフェクトキュー PC-Micro D'san ¥4,400 ¥5,720 ¥6,600

２台のPCを同時接続可能
受信範囲：最大76m
(使用環境にて変わります)
外形寸法：114×27×34mm

クリッカー付きレーザーポインター PR11-GC CANON ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

緑色
プレゼンテーションリモコン付き
受信範囲：最大30m
(使用環境にて変わります)

レーザーポインター ELP-G10 KOKUYO ¥3,300 ¥3,900 ¥4,500 緑色

レーザーポインター ELP-R10 KOKUYO ¥3,300 ¥3,900 ¥4,500 赤色

コールベル ¥110 ¥130 ¥150

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）
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コセキ株式会社 プロモーションサービス営業グループ
TEL：022-355-8340 FAX：022-355-8380

■ＰＣ周辺機器

1日 2日 3日

ブロードバンドルーター RT58i YAMAHA ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950

ルーター WR301 BUFFALO ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300

ネットワークHUB LSW3-GT-5NS BUFFALO ¥550 ¥715 ¥825 5ポート、Giga対応

LSW4-GT-8NS BUFFALO ¥550 ¥715 ¥825 8ポート、Giga対応

インクジェットプリンター iX6830 Canon ¥3,300 ¥4,290 ¥4,950 A3対応

■その他

1日 2日 3日

卓上ライト ZM-001 山田照明 ¥550 ¥715 ¥825

ZM-002N 山田照明 ¥550 ¥715 ¥825

ZM-012 山田照明 ¥550 ¥715 ¥825 LED

LE-H222 ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ ¥550 ¥715 ¥825 LED

線材 ＬＡＮ伝送ケーブル IMAGENICS ¥2,200 ¥2,860 ¥3,300 100ｍ

光ファイバーケーブル CLS-AOCH/XL-328 KRAMER ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500
100m
光ケーブル→DVI変換コネクタ付き

DVI伝送ケーブル DDI-A100 OPHIT ¥11,000 ¥14,300 ¥16,500 100ｍ

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考

品　　　名 型　　　番 メーカー 備　　　考
価　格（税　込）

価　格（税　込）
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