
パナソニック　ビエラ　4K 液晶テレビ （有機 EL)

49V 型　TH-49HX850　￥138,875 （税込）

〇「AIHDR リマスター」 の進化により新 4K 衛星放送がさらにキレイに！

　より明るく高コントラストな映像表現ができるようになりました。

〇迫力のある音を実現する 30W 「ダイナミックサウンドシステム」 に加え

　立体音響 「ドルビーアトモス」 に対応。

シャープ　4K 液晶テレビ BH1 ライン

50V 型 C50BH1　￥81,125 （税込）

〇高精細 4K 低反射液晶パネル採用。

　約 829 万画素の液晶パネルにより大画面でも画素の粗さが

　気にならない高精細な映像をお楽しみいただけます。

〇色彩豊かな映像を再現する広色域技術 「リッチカラーテクノロジー」 搭載。

パナソニック　ブルーレイディスクレコーダー

DMR-2W100　　￥39,325 （税込）

・ スマートフォンで楽しむ 「おうちクラウド」 機能搭載

・ 「らくらく設定」 で初期設定もかんたん ・ 安心

・ LINE アプリで番組を探して、 そのまま録画予約ができる！

他サイズ等の取り扱いもございます！

気になる方は担当営業まで

ご相談ください！！

雲南市木次町里方1100-55
TEL  (0854)42-5558
FAX (0854)42-5557

ケイツウ通信
ご注文は各担当営業または電話・FAXにてお願いします2021年7月号
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夏をひんやりすごしたい！快適商品のご紹介です！

氷点下パック GT-16℃　ハード 1200g

\2,090 （税込）

驚異の保冷力！　氷点下パック使用で

アイスクリームが約 11 時間保存可能！

〇収納は超薄型コンパクト！
〇外部の衝撃に強いシェルプロテクト構造！

ハイパー氷点下クーラー

12L(M)　￥15,180 （税込）

20L(L)　  ￥18,700 （税込）

30L(SL)　￥20,680 （税別）

40L(XL)　￥22,500 （税別）

・ ペットボトル 500ml が 12 本と
　氷点下パックが入る容量です。

・ ペットボトル 500ml が 16 本と
　氷点下パックが入る容量です。

・ ペットボトル 2L が 9 本と
　氷点下パックが入る容量です。

・ ペットボトル 2L が 6 本と
　氷点下パックが入る容量です。

サンコー　ECO 冷風機

吹き出し口温度が室外で約 10℃、

室内で約５℃下がります。

〇スポットクーラーと比べ、 わずか 15 ～ 19% の消費電力で冷却！
〇風量を３段階に調整可能！
〇オートスイング機能で広範囲をクールダウン！

プライベートタイプ　15L

25EX60

￥61,875 （税込）

寸法 W515xD357xH925mm

スタンダードタイプ　40L

35EXN60

￥94,875 （税込）

寸法 W495xD585xH1290mm

大容量タイプ　90L

70EXN60

￥165,000 （税込）

寸法 W870xD570XH1400mm

ショップジャパン　ここひえ 3

￥8,980 （税込）

気化熱現象を利用した冷却技術で優しい涼しさを体感でき、

軽量 ・ コンパクトだから持ち運びラクラクで

あらゆるシーンで大活躍！



冷感不織布マスク 50 枚入 982123

安心の不織布で涼しく過ごしたい！

〇外形寸法 約 17.5x9.5cm

〇VFE/BFE/PFE/PM2.5  99% カット

〇ロゴ表記でマスクの裏表の間違いを防止

〇水栓経由の感染を防ぐ！

〇必要な時だけ使うから、 節水対策にも！

　電源 ： USB 充電式

　　　（フル充電 ： 約 3 時間 )

　フル充電で約 6 か月間の使用可

　　　（または約 10 万回の使用可）

￥1,056( 税込）

センサー式タッチレス水栓

　　　　　　￥8,778 （税込）

工事不要！！



2021 年 6 月営業日 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

2021 年 7 月営業日 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1100-55

友だち追加は
こちらから！

コクヨ　しゅくだいやる気ペン

〈iOS･Android 対応〉 NST-YRK1

￥7,562 （税込）

いつものえんぴつに付けるだけ。

やる気ペンが日々の努力を見える化するから、 子どもは書きたくなる。

保護者には褒めるきっかけが生まれる。 褒められるから子どもはますます

かきたくなる。

このサイクルを繰り返すことで勉強する行動が自然に強化されていきます。

かきたくなる

ほめたくなる

勉強してたまったやる気パワーを

専用アプリ （無料） に注いで

やる気の木を成長させよう！

※iOS11 以上 /Android7.0 以上に対応。

※鉛筆は同梱されてません。

コンセントにさすだけで利用できる工事がいらない防犯カメラ

“VisualStage Type-S かんたんパック

〇サービス構成

　Wi-Fi 対応屋内向け防犯カメラ　2 台

　屋内向け LTE ルーター

　専用 SIM およびクラウド型録画サービス （月額利用）

カメラをポンと置くだけなので

設置場所を自由に変更できます。

録画データはクラウド上で保管され、

いつでもパソコンやスマートフォンなどで

確認することができます。


