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新型コロナウイルスが爆発的に感染拡大し、緊急事態宣

言が全国へ向け発令されました。政府は事業者に対し、テレ

ワークを原則とし、やむをえず必要な場合でも出勤者を最低

７割減らすよう求める方針を出しています。

現在テレワーク導入に向けて準備を急がれている企業や、

既に導入済みでも、従業員の生産性やセキュリティについて

不安視されている企業が多いかと思います。今回は３月号に

引き続き、テレワークでおすすめの商品をご紹介いたします。

自宅に限らず、今後オフィスや出張先でもご使用いただけます。

尚、中小企業事業主の方は助成金も利用いだけますので

ご活用下さい。(下記ご参照)

新型コロナウイルス感染症の情報をいち早くキャッチ

毎日ニュースや新聞で新型コロナウイルスの感染情報や政府
の動きなど最新情報が発信されていますが、内閣官房の新型
コロナウイルス感染症対策サイトでも情報が確認できます。
最新情報や地域別の感染者数の推移、感染予防策など様
々な情報がデイリーに更新されています。下記ポスターも無料
ダウンロードできるので、
職場やご家庭で貼って
みてはいかがでしょうか。

▼内閣官房のサイトはこちら
https://corona.go.jp/

(中小企業向け)助成金のご案内

流水（50℃以下）で丸洗いでき
いつでも清潔に保つことが可能！

キー構造：メンブレン
キー数：109キー
接続：USB TypeA
ケーブル長さ：1.5m

商品番号 1142890
標準価格 4,130円

円ご提供価格

商品番号 1604377
標準価格 2,500円

円ご提供価格

静かな場所でも気にせず使える
レシーバーも収納できて持ち運びに便利

ワイヤレス方式：2.4GHz
サイズ：W58×D104×H38mm
重量：約58g（電池含まず）

入力機器 ・・・ちょっといい機器で作業効率UPへ

洗えるキーボード（有線） 静音ワイヤレスマウス

キータッチ音が静かで
電話・会議中でも気にせず使える

静音ワイヤレスキーボード

キー構造：メンブレン
キー数：109キー
接続：USB TypeA

商品番号 1164034
標準価格 5,800円

円ご提供価格

※掲載価格は全て税抜価格になります。※価格は2020年4月現在のものです。

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

■対象事業主：新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
（※試行的に導入している事業主も対象）

≪対象となる中小企業事業主≫
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

■助成限度額：上限100万円 助成率1/2
■申請期限 ：交付申請)令和2年5月29日 支給申請)令和2年7月15日
■実施期間 ：令和2年2月17日～5月31日
■対象機器 ：テレワーク用通信機器（シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外）
■主な要件 ：事業実施期間中に①助成対象の取組を行うこと②テレワークを実施した労働者が１人以上いること

※詳細は下記URLよりご覧ください 厚生労働省「働き方改革推進助成金（テレワークコース）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html



※掲載価格は全て税抜価格になります。※価格は2020年4月現在のものです。

ネットワーク環境 ・・・会社と変わらないネット環境で

最大登録可能台数：8台
充電時間：約2時間
サイズ：15.5×11.5×57.4mm

商品番号 1251451
標準価格 OPEN 円ご提供価格

商品番号 1132283
標準価格 OPEN

円ご提供価格

サイズ：W173×D65×H180mm
重量：約190g
コード長さ：180cm
動作環境：Windows、Mac

Web会議用機器

Bluetoothヘッドセット

USBヘッドセットBluetoothヘッドホン

商品番号 1253396
標準価格 OPEN

円ご提供価格

通話・音楽・動画の音声も聴ける
両耳対応のヘワイヤレスヘッドセット

連続通話最大６時間

首掛けタイプだから安心して使える
普段の音楽再生から通話まで！
連続通話最大6.5時間

最大登録可能台数：1台
充電時間：約2時間
コード長さ：約65m

歪みを最小限に抑えたクリアな
音質と快適なフィット感
ミーティングやチャットに最適

キキNaviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と
管理者をつなぐ、バッファローのリモート管理サービスです。
キキNaviをご利用頂くことで、遠隔地からの機器の監視・メンテナンス用の
簡単操作が可能となり、危機管理者の負担を大きく軽減致します。

NAS テラステーション

商品番号 1122478
標準価格 18,700円 円ご提供価格

社外からもインターネット経由で
共有フォルダにアクセス！

自宅にインターネット光回線がなくても
LTEルーターがあればテレワークが可能
SIMカードを入れて電源を入れるだけ！

サイズ：約W133×D133×H35mm
重量：約210g
機能：2.4GHz Wi-Fi microSIM対応

キャリア：NTTドコモ／KDDI／ソフトバンク

及びこれらの回線を使用するMVNO

複数部署で使える大容量ファイルサーバー

テラステーションの無料サービスが使える！

キキNaviの
詳細情はコチラ▼

https://www.buffalo.jp/biz/
service/detail/kikinavi.html

SIMフリー LTEルーター

3極プラグにマイク端子を追加したのが4極プラグ
主にスマートフォンやタブレットに対応

4極ミニプラグで接続

パソコン内部のノイズの影響を受けにくいUSB接続です

USBコネクタで接続

ここが３本線！
3極ステレオミニプラグで接続

ここが２本線！

一般的な音楽プレイヤーやパソコンで使用されている
端子の直径が3.5mmのプラグ

2.4GHzの電波を使用したワイヤレス通信
Bluetooth搭載の様々なデジタル機器と通信可能

Bluetoothで接続

コネクタの種類についての豆知識

ステレオヘッドホンマイク（有線）

商品番号 1177075
標準価格 OPEN

円ご提供価格

スマートフォンで着信応答、通話
終了、音量調整が手元でできる
高解像度高音質のハイレゾ音源

10mmダイナミックドライバー
ハンズフリー通話対応
コード長さ：1.2m（Y型）

外付けSSD

商品番号 1112475
標準価格 11,400円 円

名刺サイズで持ち運びに最適！
Type-C&Type-A両対応

ご提供
価格

ご提供
価格

Type-C ドッキングステーション

円
商品番号 1112537
標準価格 OPEN

USB Type-Cケーブル1本で
ノートPCやタブレットに周辺機器を

接続できます！

外付けHDD

商品番号 1112250
標準価格 8,300円 円

ご提供
価格

持ち運びに便利なコンパクト設計
衝撃吸収＆落下防止設計

容量：500GB
サイズ：75×11.5×117mm
重量：約145g（本体のみ）

故障予測をLEDでお知らせ
みまもり合図forポータブル搭載サイズ：125×17×48

ケーブル長さ：約30cm
（コネクター部分除く）

拡張機器 ・・・PCの足りない機能を外付けで増設

USB Power delivery3.0対応で
ノートPCを充電しながらディスプレイ出力や
USB機器などのデータ通信が可能です

容量：480GB
サイズ：50×10.9×95mm
重量：約52g（本体のみ）

故障予測をLEDでお知らせ
みまもり合図forポータブル搭載

外付けドライブ

4G(LTE)

ドライブがない薄型PCに
再生・書き込みが両方できる！

商品番号 タイプ 標準価格 ご提供価格

1112448 DVD 4,800円 3,930円

1112119 Blu-ray 14,300円 11,710円

USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
※DVD：DVD/CD対応
※Blu-ray：BD/DVD/CD対応

ユーザー：50～100人
サイズ：W170×H215×D230mm
重量：約7.0kg

商品番号 1111822
標準価格 151,000円

円ご提供価格

ユーザー：50人以下
サイズ：W170×H215×D230mm
重量：約7.0kg

商品番号 1112433
標準価格 69,000円

円ご提供価格

Type-A USBハブ

商品番号 1170077
標準価格 6,550円 円ご提供価格

マウス、ヘッドセット…とUSBの
クチが足りない方にオススメ！
消費電力の大きいUSB機器も
安心して使えます

ポート数：4
インターフェイス：USB 3.0
サイズ：W75×D37×H12mm
ケーブル長さ：約90cm

携帯やスマートフォンはもちろんPC
でも接続可能です！



覗き見防止フィルム・セキュリティUSB ・・・家族とはいえ情報漏えいに気をつけたい

シール固定タイプ

選べる貼り方は３種類
周囲を気にせずPC操作ができます

高速USB3.0メモリ

パスワード自動認証機能付きで
安心して使用可能！読込速度
180MB/sの超高速でデータ
送信ができます
インターフェイス：USB3.0／USB2.0
セキュリティ機能：PASS or PASS AES
※エレコムWebサイトからDLが必要です視野角度：60度、表面硬度：3Ｈ

商品番号 サイズ 標準価格 ご提供価格

1142801 12.5ワイド 6,400円 2,710円

1142802 13.3ワイド 6,600円 2,820円

シール固定タイプ

頻繁に着脱する場合はマグネット式が
オススメ！光沢・非光沢のリバーシブル

仕様でシーンによって使い分け！

付属のタブをPCのフレーム下部にとりつ
けることで、フィルター下部も固定可能

視野角度：60度、表面硬度：3Ｈ

商品番号 サイズ 標準価格 ご提供価格

1143123 12.5ワイド 6,400円 3,390円

1143124 13.3ワイド 6,600円 3,510円

※11.6ワイド～27ワイドまでサイズバリエーションございます。 ※12.5ワイド～15.6ワイドまでサイズバリエーションございます。

商品番号 容量 標準価格 ご提供価格

1176210 16GB OPEN 2,930円

1176212 32GB OPEN 3,650円

1176214 64GB OPEN 5,760円

円 円
ご提供
価格

21.5型ワイド液晶ディスプレイ

商品番号 1122029
標準価格 OPEN

目に優しいヘルスケア機能搭載！
DisplayPort搭載モデル

23.8型ワイド液晶ディスプレイ

商品番号 1122346
標準価格 OPEN

ご提供
価格

サイズ：約502×199×360mm
質量：約3.5Kg
接続：DisplayPort,HDMI

アナログRGB

マルチディスプレイ ・・・自宅でも会社と同じ環境で

パソコンの電源と連動して、無駄な
消費電力をカット。削減したいワット
数を確認して輝度も設定できる！

サイズ：約553×215×388mm
質量：約4.4Kg
接続：USB Type-C, HDMI

DisplayPort,アナログRGB
USBハブ機能内蔵

5年保証5年保証

もう手放せなくなった２画面での効率的な仕
事環境。会社でディスプレイを貸し出せば、在
宅テレワークでもマルチディスプレイが使えます。

USBポートセキュリティ

USBコネクタをふさいで、
データの抜き取りなどから守ります

USB Aコネクタ専用です
取付部品の色と本体のスイッチ部分が
同じ色のものをお求めください

商品番号 商品 標準価格 ご提供価格

1703992 ①本体＋部品 3,980円 2,460円

1703991 ②部品のみ 1,580円 972円

カラー：ブルー
①本体＋部品：本体×1、部品×4
②部品のみ：部品×5

パソコンの電源と連動して、無駄な
消費電力をカット。削減したいワット
数を確認して輝度も設定できる！

USB Type-C搭載でノートPCへの
給電が可能！USBハブ2ポート搭載

アクセサリー ・・・あったら更に快適に！

キーボードカバー

どんなキー配列のキーボードにも対応
ピッタリ貼り付けられるフリーカット

不注意からのトラブルも回避

ご提供
価格

ノートパソコンスタンド

円
商品番号 1165471
標準価格 4,800円

ノートパソコン使用時の視線を上げて
姿勢を正し、長時間使用での体の
負担を軽減する

透明両面粘着ゴム

商品番号 1515161
標準価格 1,280円 円

ご提供
価格

パソコンやディスプレイの転倒防止
子供との在宅ワークも安心！

入数：4枚
サイズ：W50×H50mm
製品寿命：約5年
（環境によって異なります）

サイズ：W244×D247×H28mm
(折りたたんだ状態）
重量：570g
材質：アルミニウム、シリコーンゴム

タブレットでも使用可能
角度を無段階で自由に調整
持ち運びに便利な折りたたみ式

方眼入りの剥離紙だから
キーボードに合わせて簡単にカット
抗菌加工で変色や劣化を抑制

優れた粘着性で震度7に耐える
水洗いで何度も繰り返し使える！
無色透明で設置後も目立ちません

商品番号 特徴 標準価格 ご提供価格

1705073 デスクトップ 1,800円 976円

1705074 ノート 1,400円 759円

1708057 ネットブック・UMPC 1,000円 542円

1678235 大型ノート 1,600円 867円

インナーバッグ

商品番号 1176936
標準価格 5,310円 円

自宅に持ち帰る頻度が高いこの時期
ノートPCと周辺機をまとめて

ご提供
価格

テレワークミーティングバッグ

商品番号 1165302
標準価格 6,500円 円

ご提供
価格

デスクまわりの道具を1つにまとめて
スマートに移動！会社・自宅でも

移動から保管までこれ1つで

カラー：グレー
対応サイズ：～15.6インチワイド
外寸：W400×D160×H260mm
内寸：W390×D150×H255mm
材質：表装/ポリエステル

対応サイズ：～13.3インチ
サイズ：355×25×270mm
ポケット数：1
材質：ナイロン

摩耗、引き裂き、すり切れに強い！
厚手で耐久性に優れた1000デニール
CORDURAナイロン生地を使用

商品番号 1142718
標準価格 OPEN

ワイヤレス方式：2.4GHz
サイズ：W58×D104×H38mm
重量：約58g（電池含まず）

Bluetoothアダプター

Bluetooth非搭載でもパソコンに
挿すだけでBlutoothが使える！

様々な機器と
ワイヤレスで接続可能

ご提供
価格

スピーカー

円
商品番号 1143115
標準価格 OPEN

オンライン授業やセミナー参加に
ノートパソコンの内蔵スピーカーで
は満足できない方に最適

CamiAPP（キャミアップ）

商品番号 J0267319
標準価格 300円 円

ご提供
価格

スマホノートで仕事効率化
スマホで撮ってデータ化できるノート
カットオフタイプで、切り離しても使える

手元で簡単に音量調整可能
ボリュームコントローラー付き

電源：USB供給
入力：ステレオミニプラグ
ケーブル長さ：1.2m
※マイク機能はありません

サイズ：Ｂ5 
罫内容：中横罫6mm
行数：35行
枚数：40ページ
紙質：上質紙
製本様式：無線とじ

ケーブルタイ

商品番号 1940867
標準価格 450円 円

持ち運びや使用時にケーブルが
邪魔にならない。両ファスナータイプ
なので脱着が簡単！

ご提供
価格

サイズ：W180×D16×H2mm
カラー：ブルー・レッド・イエロー各2本

あふれるケーブルをまとめて結束可能
カラフルな3色セットでケーブルの識別に
も利用できます

バスレフ型
HIGH POWER

重低音

※掲載価格は全て税抜価格になります。※価格は2020年4月現在のものです。

円
ご提供
価格



調達業務の一元化による支出の見える化と
業務効率化で調達の最適化へ

コストの把握はできていますか？

間接材※のコストを管理し
間接材調達の最適化を実現！
※主に経費で購入するモノ

間接材全体の支出状況がわからない
間接材調達の業務コストが把握できない
調達ルールを根付かせる仕掛けがない

「業務の診断」から
「ご導入後の継続的なコスト
削減を支える調達レポート」
まで一貫してサポート

これらのお悩みを間接材調達支援サービスで解決！

支出の見える化
調達業務の効率化
調達ルールの定着

詳しくは担当営業までご相談ください。

宇式エンジニアリング株式会社

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田一丁目６－３３

054-262-2557 054-263-6552


