
通信 2021 年 4 月号

全店 売上ベスト３

＜集計期間＞2021 年 3月 8日 ～ 3 月 21 日まで
※店舗売上ランキングを基にしている為、法人様（法人専用ビックカメラ .com）でお取り扱い出来ない商品が含まれる場合もございます。

　商品の在庫状況は営業担当までご連絡ください。また集計後より日数が経過してる為、商品によっては生産完了となってる場合もございます。

売れています！

人気商品

い
ま

い
ま

法人様向け買取も承り中SIM フリースマートフォン 法人モデル大好評承り中

まずはお気軽にご相談ください

Xiaomi　シャオミ

Xiaomi Redmi 9T カーボングレー

「Redmi-9T-GRAY」

Snapdragon 662 6.53 型 

SIM フリースマートフォン

Xiaomi　シャオミ

Xiaomi Redmi 9T オーシャングリーン

「Redmi-9T-GREEN」

Snapdragon 662 6.53型

SIM フリースマートフォン

格安 SIM から全キャリアまで

最適なプランをご提案

OPPO　オッポ
OPPO A5 2020 ブルー
「CPH1943BL」
Snapdragon 665 6.5 型

5000mAh バッテリー搭載、

4 眼超広角レンズ搭載カメラフォン

4,800 万画素 AI 4 眼カメラ搭載

6000mAh バッテリー搭載

4,800 万画素 AI 4 眼カメラ搭載

6000mAh バッテリー搭載

法人営業部　首都圏営業グループ
T E L : 03-5956-2531
FAX  : 03-5956-2740
office-c@biccamera.com
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問
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GoPro　ゴープロ
アクションカメラ GoPro
HERO9 Black CHDHX-901-FW

ソニー　SONY
VLOGCAM ZV-1G 
シューティンググリップキット ブラック

Insta360
アクションカメラ Insta360 GO2
Standard Edition CING2XX/A

認定番号 31103

[4K 対応 / 防水 ]

Insta360 GO 2 は

親指サイズの

アクションカメラで、

大きな機材や手間を

必要とせずに優れた性能

を発揮します。

ウェアラブルカメラ

5Kビデオと20MPの写真の撮影が可能です。

新しい前面ディスプレイ、タッチ

ズーム機能を備えた背面など

あらゆる用途で活躍できるカメラです。

「VLOGCAM ZV-1」本体、
Bluetooth 対応・三脚機能付
シューティンググリップ、
バッテリーパックを
セットにしたモデルです。

ASUS　エイスース
CM3000DVA-HT0019 
ノートパソコン Chromebook 
Detachable CM3( セパレート型 ) 

レノボジャパン　Lenovo

ZA6F0038JP ノートパソコン 

IdeaPad Duet Chromebook
アイスブルー + アイアングレー

HP　エイチピー
1W4Z4PA-AAAA ノートパソコン
Chromebook x360 12b-ca0014

ミネラルグレー

タッチパネルディスプレイと
キーボード分離できる
Chromebooｋノートパソコン、
気持ちに寄り添う使い方で

タブレットとしても

( セパレート型 ) 

用途に合わせて脱着可能な 

コンパクト 2 in 1 タブレット

利用シーンにあわせて

タブレットにもノート PC にも
( コンバーチブル型 )

タッチスクリーンに
対応したディスプレイ部分が
３６０°回転しますので、
タブレットとしても利用可能。

Chromebook（クロームブック） 除 　湿 　機 エアクリーナー

シャープ　SHARP
衣類乾燥除湿機 CV-L71-W
ホワイト系（コンプレッサー方式）

アイリスオーヤマ IRIS　OHYAMA
サーキュレーター付き除湿機 
KIJDC-L50　ホワイト 

シャープ　SHARP
空気清浄機　FU-NC01-W 
ホワイト系 

TAGlabel by amadana　
タグレーベル バイ アマダナ
空気清浄機 AT-PA11-WH ホワイト

ダイキン　DAIKIN
空気清浄機 MC55XBK-W ホワイト

コンパクトでも、しっかり除湿。

狭いスペースでの部屋干しに適した、

設置面積ほぼ A4 サイズの

コンパクトサイズ衣類乾燥除湿機です。

除湿機、サーキュレーターの

単独運転が出来るので、

1年中大活躍する除湿乾燥機

コロナ　CORONA
衣類乾燥除湿機　CD-S6320-W 
S シリーズ ホワイト

［コンプレッサー方式 ]

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができる
お得なスリムタイプ
速乾モードでカラッと衣類乾燥

空気の汚れやニオイが気になる
いろんな場所でスマートに使える
小型円柱空気清浄機。
シャープ独自の空気浄化技術
高濃度プラズマクラスター７０００搭載

ホコリを感知し自動で
「静音」、「弱」、「強」の
運転モードを切り替える
デザイン性の高い
空気清浄機

充実の空気清浄能力を備えた、
圧迫感のないコンパクトタイプ。
ビックオリジナル機能
・ホコリセンサー感度高め設定
・エコ梱包
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お勤め先のすぐそばに！

店舗内に

法人営業部 開設致しました

渋谷営業所

  池袋本店 池袋営業所

新宿営業所

有楽町営業所

  新宿西口店

　 渋谷東口店

　 有楽町店

　 赤坂見附店 赤坂支店

　　アミュプラザくまもと店

熊本営業所

おすすめ新製品 4 月 26 日 発売

ダイキン　DAIKIN

UV ストリーマ空気清浄機  

ACB50X-S　シルバー 

[ 適用畳数 ： 22 畳 /PM2.5 対応 ]

人の出入りが多く、
ウイルス ・ 菌が気になる場所に！
深紫外線 （UVC） LED 採用の
空気清浄機

おすすめ新製品

不特定多数が入れ替わり滞在する小空間に

※画像はイメージです。

本体に触れることなく、
スマートフォンでも操作が可能

専用アプリで空気状況の確認や運転の ON ／ OFF の
操作が行えます。 離れた場所からでも操作が可能なため、
本体に触れることなく操作ができて安心です。

適用床面積の目安 ： 日本電機工業会規格 JEM1467 に基づく試験方法により算出。

話題の新製品のため、

ご納品までにお時間を

いただく可能性がございます。

納期状況など詳細におきまして

は、 営業担当までお問合せ

いただきます様お願いします。

テレワーク ・ 在宅ワークの感染管理に

音波通信体温計 MC-6800B　けんおんくん　

約 15 秒のスピード検温
音波通信機能搭載で、
毎日の検温結果をスマホで管理

約 15 秒予測検温 < わき専用 >

音波通信機能搭載で、
検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送

音波通信機能を搭載し、
測定結果を健康管理アプリ
「OMRON connect
( オムロン コネクト )」 に転送して
日々の体温変化を管理できます。

ここがスゴイ！

在宅ワークの体温管理にオススメ！
オムロン

移動の多いテレワークの感染管理に

パナソニック　Panasonic 

次亜塩素酸 携帯除菌スプレー DL-SP006-W

使いたいときにどこでも生成！
次亜塩素酸の除菌力を携帯しよう！

次亜塩素酸は生成してから時間がたつと、

除菌★の効果が弱くなっていきます。

パナソニックの 「携帯除菌スプレー」 は

いつでもどこでも、 専用の塩水を

電気分解して次亜塩素酸を生成。

シンプルなスティックタイプのデザインなので、

つくりたての次亜塩素酸を

スタイリッシュに持ち歩きできます。

★すべての菌に効果があるわけではありません。

様々なシーンで使える

NEW

※画像はイメージです

3 月 25 日 発売

九州エリア

NEW
NEW

NEW

NEW

首都圏エリア

税 別

88,891円

2,619円税
別

5,973円税
別

4/21 ～

4/14 ～
3/5 ～

4/28 ～

4/7 ～
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