
JAPAN SHOP  2018
出展カタログ

www.kic-corp.co.jp/
■本社
〒160-0022　東京都新宿区新宿１-２８-１１ 小杉ビル
TEL.03-3357-4839（代）　FAX.03-5357-7455

KIC製品のご用命は下記の営業所へお問い合せください

■東京支店
〒160-0022　東京都新宿区新宿１-２８-１１ 小杉ビル
TEL.03-3357-7195（代）　FAX.03-3357-9365

■東京配送センター
〒160-0022　東京都新宿区新宿１-２８-3 川辺第２ビル
TEL.03-3357-7195　　　 FAX.03-3357-9365

■大阪支店
〒５５０-００１４　大阪市西区北堀江 2-２-１７　ビジネスゾーン北堀江
TEL.０６-６５３６-４１１４（代）　FAX.０６-６５３６-４１１８

■名古屋営業所
〒４６０-０００８　愛知県名古屋市中区栄１-２５-１７
TEL.０５２-２３１-１４４７（代）　FAX.０５２-２３１-１４４８

国土交通大臣許可（般ー28）第16870号

■中四国営業所
〒７６１-８００２　香川県高松市生島町緑ヶ丘６０７-９
TEL.０８７-８３２-８７７２　　　FAX.０８７-８３２-８７７３

■仙台テクニカルセンター
〒９８１-３３５２　宮城県富谷市富ケ丘２-１６-９
TEL.０２２-３5８-3091　　　FAX.０２２-３４８-7291

■九州地区代理店
（株）システムワークス
〒813-0034　福岡県福岡市東区多の津 4-9-15
TEL.０92-621-7188　　　FAX.０92-621-6701

http://kic-corp.co.jp/

D
R

A
M

A
T

I
C

 
S

C
R

E
E

N

迫
力
の
大
画
面
・
驚
き
の
映
像
美
を



ハイコントラスト
スクリーン
P2 〜 4

ウィンドウ
ディスプレイ
スクリーン
P7〜 8

LED パネル
ディスプレイ

P5 〜 6

ディスプレイ
サポート

P9
電動昇降装置

P10

本日は＂ JAPAN SHOP 2018”株式会社ケイアイシーの展示ブースにお立ち寄りいただき誠に

ありがとうございます。

弊社は創業以来、大学等の講義室、企業のカンファレンスルーム、イベントなどのパブリックスペース、

等々に映像・音響システムを提案してまいりました。それらの経験を活かしその映像再生テクノロジー

を「デジタルサイネージ・ソリューション」として提案いたします。

先ずは「dnp SupernovaTM」シリーズに代表されるハイコントラストスクリーン、明暗様々な店舗演出

のシーンにおいて常にハイコントラストで視認しやすくキレの良い映像をお届けいたします。次に現在

のデジタルサイネージシーンには欠かせない「LED ディスプレイ」、高精細でありながらも手間のかか

る設置工事を必要としない前面フルメンテナンスの「BIM II P2.6」、ショーウィンドウなど既存ガラス

面に貼付け可能な「貼る LED フィルム」、そして様々な情報データーとディスプレイ商品実体を効率よ

く同時情報発信が可能な「ウインドウスクリーン」各種、またそれらをサポートするハンガー・スタン

ド類や電動装置など、＂ JAPAN SHOP 2018”ケイアイシーブースにて展示しております。この機会

にぜひご体感ください。

JAPAN SHOP 2018にご来場のみなさまへ

写真：dnp LaserPanelTM 100 インチ×２台



dnp Supernova™ の
鮮やかなコントラスト「外光吸収構造」

ホワイトスクリーン dnp Supernova™

dnp Supernova™ スクリーンは独自の「外光吸収構造」により明るい室内で
高品質映像を実現するハイコントラストスクリーンです。

ホワイトスクリーンのような室内環境光による画質低下がなく、高コ

ントラスト映像を大画面で提供します。（最大導入事例：600 インチ）

スクリーン生地は高い画像色再現性とゲイン半値角 85 度の広視野角

を持つノーマルゲインタイプ（P.G. 0.8）と、ホワイトスクリーンの２

倍以上のゲインを実現したハイゲインタイプ（P.G. 2.3）の２種類※１

から選べます。

レイアウトやニーズに応じてパネル型、張込み型、電動巻上型をライ

ンナップ※２。ショップディスプレイ、エントランス、ホール、コントロー

ルルーム、サイネージなど様々なシーンで dnp Supernova™ スクリー

ンの高画質・大画面映像をお楽しみください。
※１　ノーマルゲイン：PG0.8 水平視野角 85 度。ハイゲイン：PG2.3 水平視野角 23 度
※ 2　ハイゲインタイプはパネル型、張込み型の規格サイズのみ対応。

イメージサイズ Supernova08-85 外形サイズ
W × H（mm）

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 SNB-HD100 2214×1245 13
110 2435×1370 SNB-HD110 2435×1370 15
120 2657×1494 SNB-HD120 2657×1494 18

イメージサイズ Supernova23-23 外形サイズ
W × H（mm）

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 SNB-HD100H 2214×1245 13
110 2435×1370 SNB-HD110H 2435×1370 15
120 2657×1494 SNB-HD120H 2657×1494 18

SNB  16：9サイズ（ノーマルゲイン） SNB  16：9サイズ（ハイゲイン）

HIGH CONTRAST SCREEN ハイコントラストスクリーン

dnp スーパーノヴァ スクリーン

ディスプレイの高画質を大画面で実現
dnp Supernova™ Screen

dnp Supernova™ Blade
dnp Supernova™ フレームレスボードスクリーン

スーパーノヴァ ブレード

Supernova™Bladeは会議室やショップ・ホーム
シアターなど、あらゆるユーザーのニーズにお応え
するフレームレスタイプのボードスクリーンです。

写真：住宅展示場使用例写真：住宅展示場使用例



写真：dnp Supernova™  Infinity 123 インチ（カスタムメイド）
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HIGH CONTRAST SCREEN

（参考出品）STS-CJⅡ / STW-CJⅡ
超短焦点プロジェクター対応 STS/STW スクリーンスタンド

dnp Supernova™ STW　 dnp Supernova™ STS　
スーパーノヴァ STW スーパーノヴァ STS

イメージサイズ STL 0.5 外形サイズ
W × H（mm）

重量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

92 2037×1146 STW-HD92 2057×1166 11
100 2214×1245 STW-HD100 2234×1265 12
110 2435×1370 STW-HD110 2455×1390 14
120 2657×1494 STW-HD120 2677×1514 15

イメージサイズ STL 0.5 外形サイズ
W × H（mm）

重量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

92 1982×1239 STW-WX92 2002×1259 12
100 2154×1346 STW-WX100 2174×1366 13

STW  16：９サイズ

STW  16：10サイズ

イメージサイズ STF0.9 外形サイズ
W × H（mm）

重量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 STS-HD100C 2254×1285 22

イメージサイズ STF0.9 外形サイズ
W × H（mm）

重量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

92 1992×1245 STS-WX92C 2032×1285 20

STS  16：９サイズ

STS  16：10サイズ

教室や講堂などの広い視野角を必要とする設置環
境での使用を考え、より広い視野角での高画質を
実現します。

超短焦点プロジェクター対応
ハイコントラストスクリーン！
明るい空間でも鮮明で高画質な映像を再現します。

・省スペースで 100 インチ（16：9）の大画面を実現
・薄くて軽量だから設置が簡単
・タッチアプリケーションに適したコーティングで
  スクリーン表面を保護

・カスタムサイズでの製作も可能
　（最大サイズ：W2214×H1245mm まで）

転倒防止用アウトリガー超短焦点プロジェクター対応スライド棚

◦92インチから120インチまでのSTS/STWスクリーンに対応
◦主要メーカーのプロジェクター対応
◦プロジェクター台一体型

超短焦点プロジェクター対応 STS/STW スク
リーン専用のプロジェクター台一体型の自立ス
タンドです。
主要メーカーのプロジェクターに対応していま
すので、プロジェクターの選択肢が広がります。
スクリーンも STS、STW の各サイズがご利用
いただけます。様々な設置環境において鮮明で
臨場感の高い映像を体感することができます。

型番 質量（kg）
STS-CJ Ⅱ 65.2

※スタンドのみSTW-CJ Ⅱ

STS-CJⅡ/STW-CJⅡ

内訳
◦STS/STWスクリーン
◦スクリーンスタンド
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ハイコントラストスクリーン

dnp レーザーパネルモバイルキャビネットセット

dnpレーザーパネルエグゼクティブベースセット

dnp LaserPanel™ LPM-100S
dnp LaserPanel™ LPM-100W

dnp ExecutiveBase LPC-EB100S
dnp ExecutiveBase LPC-EB100W

ビジネスシーンやサイネージにおける新提案。
大画面で高精細、ハイコントラストの映像が低価格
で実現できるスタイリッシュな dnp LaserPanel™

（dnp 超短焦点レーザープロジェクター＆ 100" dnp 

SupernovaTM  STW / STS 短焦点スクリーン）移動式
キャビネットセットです。

イメージサイズ 生地：STF0.9 外形サイズ
W × H × D（mm）

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 LPM-100S 2256×2142×700 99

イメージサイズ 生地：STL0.5 外形サイズ
W × H × D（mm）

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 LPM-100W 2234×2142×700 99

LPM-100S　16：9サイズ

LPM-100W　16：9サイズ

内訳
◦dnp LaserPanel™
（100インチSTS/STWスクリーン・dnpレーザープロジェクター）
◦キャビネット付スタンド

設置例：みのたにグリーンスポーツホテル 様

設置例：STADIUM CAFE 様

dnp LaserPanel™ モバイルキャビネット

dnp LaserPanel™ キャビネット

LPC-EB100はdnp LaserPanelTM（dnp 超短焦点レーザー
プロジェクター＆100" dnp SupernovaTM  STW/STS短焦点
スクリーン）を北欧デザイナーによる上品な木製ホワイトキャビ
ネットでパッケージ。

北欧の家具メーカーによるシンプルで洗練されたデザインは、
役員会議室、エントランススペースなどハイクオリティな空間にマッチします。

dnp ExecutiveBase

特徴：
◦プロジェクター収納キャビネットは電動で開閉、収納
◦プロジェクター投射設定は独自の３D調整機構を搭載（収納時の位置ずれ

防止機構付）
◦キャビネット両サイドに取付可能な専用シェルフ付きモデルもラインナップ
注：LPC-EB100 プロジェクターシェルフは dnp LaserPanelTM 超短焦点プロジェクター設置専用となってお

ります。

内訳
◦dnp LaserPanel™
（100インチSTS/STWスクリーン・dnpレーザープロジェクター）
◦センターキャビネット
◦ケーブルカバー

イメージサイズ 生地：STF0.9 質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 LPC-EB100S 29

イメージサイズ 生地：STL0.5 質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番

100 2214×1245 LPC-EB100W 29

LPC-EB100S　16：9サイズ LPC-EB100W　16：9サイズ



LED DISPLAY

画素ピッチ 2.604
画素数（１㎡） 147456
モジュールサイズ 250 × 250（mm）
キャビネットサイズ W1000 × H250 × D42mm、W750 × H250 × D42mm
キャビネット重量 6.0㎏（W1000mm タイプ）、4.8kg（W750mm タイプ）
輝度 800cd/㎡
最大消費電力 134W
平均消費電力 53.6W
電源電圧 110-240V
保護等級 IP20
使用環境 屋内
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BIM Ⅱ P2.6
LED ディスプレイ

◦フロントメンテナンスのため、バックスペースが不要
◦キャビネットは直角タイプと45度タイプをラインナップ
◦キャビネットサイズは幅1000mmタイプと750mmタイプをラインナップ
◦１つのパネルに４枚のLEDパネルで構成（1000mmタイプ）

・すべての部品が前面より取付・取り外しできるので、施工が簡単で
メンテ性に優れています。

・奥行が42mmで、LEDのための特別な奥行が必要ありません。

BIM Ⅱ P2.6

45 度タイプを使用すると直角に継ぎ
目のない画面を構成できます。

精細画像をハイコントラストで表現する LED パネルを採用し、

前面からの施工及びメンテナンスを可能にする薄く軽量な

キャビネット構造を実現しました。

90 度タイプ

45 度タイプ

ワイヤーなどでの吊り
下げに対応できます。



LED ディスプレイ

透過型貼る LED フィルムは、透明シートに LED が配置されており、

既存のガラスなどに直接貼り付けることが可能です。

採光はもとより、動画・静止画のデジタルコンテンツや情報を表示させる

など、使用方法はアイデア次第で無限大に広がります！

発光色 白　色
パネルサイズ W480 × H480 × D0.8mm（突起物を除く）
LED ピッチ 30mm
輝度（標準値） 1,000cd/㎡
消費電力 19.2W
ライフタイム 50,000H
透過率 75% ～ 80%
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貼る LED フィルム
LED フィルム

貼るLEDフィルム

◦既存のガラス表面に貼付可能
◦最低限の工事で簡単に貼付可能
◦競争力のある価格設定
◦ショーウインドウやガラス窓の多いビルの外壁に最適
◦動画・静止画のデジタルコンテンツや情報を表示し、人目を引く演出が可能

LEDは30mmピッチで配置されており、ガラス
等に貼った際に違和感はありません。また、発
光時には高輝度LEDですので側面からでも十
分に認識が可能です。



WINDOW DISPLAY SCREEN

7

!

大型ショッピングモール
で動画を再生

大型ショッピングモール
で動画を再生

和風なエントランスで
忍者が出現！ 円柱形の駅動画広告 演出に合わせて映像面の形を

変えて表現

商業ビルの歪んだ
目立つサイネージ

水族館の動画で
変化のある水槽

!
!

! ! ! !

店舗のガラスに
案内やサービス
を動画で流し、集
客効果アップにつ
なげます。

飲食店の限られた
スペースでシズル
感のあるお料理の
映像を出し、入店
を誘います。

レストランのエ
ントランスで動
きのあるコン
テンツを映し、
臨場感を煽り
ます。

駅では、テレビ
モニターではで
きない曲面や大
型表示で宣伝が
期待できます。

画面のサイズや
形に捉われず自
由な表現で豊か
なコンテンツを
投影できます。

平らでない歪んだ面
に投影し、違和感か
ら、高いアテンション
が得られます。

水族館や美術館で
は、いままでにない
驚きの演出効果が
期待できます。

イベントや展示会、空港、結婚式、スタジアムやライブ、アミューズメントなど、多くの人の目に留まる場所で、効果的に演出することができます。

WINDOW SCREEN
ウインドウスクリーン（超短焦点プロジェクター対応  透明タイプ）

ウィンドウスクリーン

製品名 NDL-270A NDL-100A PML-C8 PML-W

タ イ プ 透明 高透明 高透明 白

ヘ イ ズ ※ 1 27% 10% 7% 98%

全 光 線 透 過 率 ※ 2 82% 90% 86% 50%

生 地 幅 1200mm 1200mm 1350mm 1350mm

※ 1 ヘイズ：JIS K7136 フィルムの透明性に関する指標で曇度を表します。数値が低いほど透明。 
※ 2 全光線透過率：JIS K7136 フィルムの透明性を表す数値。数値が高いほど透過性が高い。
　　ヘイズ・全光線透過率のデータは代表値であり保証値ではありません。 

ナノ技術を用いた透過型スクリーンフィルムです。
透明のガラスやアクリルに貼ることでプロジェクターか
らの映像を鮮やかに映し出します。
短焦点プロジェクターにも対応しているのでプロジェクター
の機種選びに悩むこともありません。

特徴
●透過性が高く、鮮明な映像を実現
スクリーンの構造にナノテクノロジーを用いることにより、高い屈折率
と光の拡散性といった特徴を持ったスクリーンですから、透過型であり
ながら鮮明な映像を映し出すという、相反する技術を実現しました。
●広視野角と高い色再現性
リア投影・フロント投影の両方が可能で 360°どこから見ても鮮明な
映像を見ることができます。
●大画面、曲面への投影が可能。
ガラス曲面に貼り付けて投影スクリーンとして活用できます。また複数枚
のフィルムを組合せて貼ることにより大画面のスクリーンとしてもご利用
いただけます。
●簡単施工で様々な空間演出が可能
ガラスフィルムと同じように施工が簡単ですから博物館、ライブ・イベント
会場・空港、駅、結婚式場、カフェ・レストラン、店舗のショーウィンドウ
など多くの人の目に留まる場所でサイネージとして効果的に演出するこ
とができます。

WINDOW SCREEN



ウィンドウ ディスプレイ スクリーン

貼る LCD ブラインドフィルムスクリーンは、オフィスや商業施設

はもちろん、工場のクリーンルーム、新生児室、診療室や

ICU などさまざまな場所で、すでにお使いの平面ガラスや曲

面ガラスに貼り付けることができます。電源の ON/OFF に

よって透明と不透明を瞬時に切り替え可能。

外部からの目隠しとしてプライバシーの保護を一瞬で可能に

します。さらにプロジェクタースクリーンとしても高精細な画像

をお楽しみいただけます。
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貼る LCD ブラインドフィルムスクリーン
液晶ブラインドフィルム

図１ 図２

◦瞬時に調光切り替え（外部からの目隠し）ができます。
◦紫外線・赤外線（色によって）ともにカットすることが、可能です。
　（紫外線を99%カット、赤外線を最大70%カット）
◦ガラスが割れても、飛散防止になります。
◦消費電力は、わずか7Wと低消費電力です。（1㎡あたり）
◦電源オフ時には、プロジェクタースクリーンにもなります。
◦色は全3色です。（ホワイト、ライトグレー、ダークグレー）

特徴
● PDLC フィルムの構造
高分子分散型液晶（PDLC）は、ネマティック液晶
のドロップレットが透明なポリマーマトリックス中
に分散した構造をしています。
ネマティック液晶は、電気的光学特性を持つ棒状の
液晶分子をドロップレットの中の界面に沿って配向
されています。
● PDLC フィルムの透過散乱
　外部から電界が印加されない場合
　（電源 OFF 時：図１の状態）
入射光はポリマーと液晶の屈折率差や液晶の複屈折に
よってドロップレット表面や内部で屈折し、光が散乱
します。これにより液晶は乳白色になります。
　電極間に電界が印加されると
　（電源 ON 時：図２の状態）
液晶は長軸方向を電界と平行にして並ぶため液晶とポ
リマーの屈折率差はなくなり、入射光は直進し液晶が
透明になります。

フィルムの厚さ 0.5 mm ※1
フィルムサイズ 最大 1,200 × 3,400mm
UV ブロック > 99% カット
動作モード ［ON時］透明　［OFF時］乳白色、ライトグレイ、ダークグレイ （選択可能）
動作温度 −10℃ ～ 60℃
平行光線透過率（@650nm） ［ON］80 ± 2 % ［OFF］   1 ± 0.5 % ※2
全光線透過率 ［ON］81 ± 2 % ［OFF］73 ± 2 % ※2
ヘイズ ［ON］   5 ± 1 % ［OFF］92 ± 2 % ※2
動作電圧 AC 100 ～ 110V
周波数範囲 50Hz, 60Hz
消費電力 ～ 7W/m²
ON-OFF の切替スピード ON→OFF ／ OFF→ON : 共に1秒以内（常温時）

貼るLCDブラインドフィルム

※ 1 ホルムアルデヒド放散等級最上位規格「F ☆☆☆☆（フォースター）」取得済み。 
※ 2 乳白色（ホワイト）における代表値です。その他のカラーについてはお問い合せ下さい。 



DISPLAY SUPPORT ディスプレイサポート
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PMC-LHS60

PJH-3950i

BT8330 / BT8332

ユニバーサルタイプ  フレックスフラットディスプレイスタンド

ユニバーサルタイプ  プロジェクターマウント

メニューボード　ディスプレイマウント

使用する用途に合わせて高さや角度が自由に調節できるフレックス
ディスプレイスタンドを新発売。
昇降式支柱パイプと３つの支柱パイプの組合せで４段階で高さを調
整できます。
また、キャスターベースの脚は設置するディスプレイの大きさや設置高
さに応じて伸縮調整ができる優れた安定性を実現しました。
様々なシチュエーションに対応できる設計で組立・分解が簡単にでき
ます。

対応サイズ  50kg まで（60 型まで）

取付ピッチ  W100 〜 400mm　H max400mm

型番 質量（kg)
PMC-LHS60 36.1

最大積載量  20kg まで

質量 20kg までのプロジェクターに対応した
ユニバーサルタイプ プロジェクターマウント。
基本性能に特化したローコストタイプ。

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
PJH-3950i 30,000 4.0

コードがケース内に
すっきり収納できます。 延長パイプ装着時

延長パイプ未装着時

対応サイズ  50㎏（ディスプレイ 1 台あたり）
　　　　　  (32 〜 60 型まで）

取付ピッチ  W：200 〜 800mm
　　　　　  H：200 〜 400mm までのユニバーサル

※モニターサイズ・設置台数・設置方法により機器構成が
変わります。詳細につきましては都度ご相談下さい。

※800×400mmの場合は別売りのアダプタが必要です。

型番 質量（kg)
BT8332 24.8

型番 質量（kg)
BT8330 15.8

BT8330　壁面マウント

BT8332　天吊マウント

BT8330設置イメージ

BT8332

BT8330

●水平バー（700／1500／1750／2000mm）の組み合わせで任意の長さで設
置可能

●設置するモニター・場所によってVESAアームの種類が選択可能（固定／チルト／
マイクロアジャストタイプ）

●壁面マウントBT8330を取付ける際は使用するVESAアームに応じて壁面取付金
具を選択してください。



駆動方式 ベルト吊りパンタガイド方式
ストローク 223.5～1020mm

モーター出力 AC 100V　140W
吊下荷重 40㎏

駆動方式 ベルト吊りパンタガイド方式
ストローク 315.5～1910mm

モーター出力 AC 100V　140W
吊下荷重 40㎏

VCM100D VCM200D

超薄型デザインの電動プロジェクター昇降装置。
運転中の揺れを最大限抑制する堅牢設計のアーム構造。

ELECTRIC DRIVE 電動プロジェクター昇降装置
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KEB-L

VCM100D / VCM200D

電動昇降バトン（KIC リトルバトン）

電動プロジェクター昇降装置

KICリトルバトンは、最新の会議室やホール
の洗練された意匠に対応すべくデザイン重視
で開発された電動バトンです。
駆動部はスチール製化粧ケースに収められ
美観を損なわず、動作音も従来製品に比べ静
かになりました。
また、スチール製収納ケースと組合わせるこ
とで取付が簡単になりました。

バトン長さは10mまで、最大ストロークは12m（２点吊時）まで
製作可能になりました。

バトンボックス 巻上マシン

滑車

ワイヤー バトン

施工例 駆動部収納ボックスと滑車

吊下荷重 15㎏（40W）/30㎏（60W）/60㎏（90W)
バトン長さ 最大　10m

モーター出力 AC 100V　40W/60W/90W
最大昇降距離 12m（２点吊時）　8.9m（3～4点吊時）
バトンパイプ φ38　SUS

吊点数 2～4点
ワイヤー φ2.5

速度 8㎝/Sec
滑車 φ70

KEB-L

駆動部滑車は KIC アルミスクリーンボックスに簡単に
取付できます。また、既成の木製／スチール製ボック
スにも後付け可能です。
吊下げ加重は 15kg ／ 30kg ／ 60kg の中からお選
びください。
バトン長さは最大 10m まで製作可能です。

バトンの長さは延長可能

収納ケース



ISO14001 に準拠した環境マネジメント
システムの認証を本社・東京支店、 大阪支
店にて取得しました。

■本社
〒160-0022　東京都新宿区新宿１-２８-１１ 小杉ビル
TEL.03-3357-4839（代）　FAX.03-5357-7455

KIC製品のご用命は下記の営業所へお問い合せください

■東京支店
〒160-0022　東京都新宿区新宿１-２８-１１ 小杉ビル
TEL.03-3357-7195（代）　FAX.03-3357-9365

■東京配送センター
〒160-0022　東京都新宿区新宿１-２８-3 川辺第２ビル
TEL.03-3357-7195　　　 FAX.03-3357-9365

■大阪支店
〒５５０-００１４　大阪市西区北堀江 2-２-１７　ビジネスゾーン北堀江
TEL.０６-６５３６-４１１４（代）　FAX.０６-６５３６-４１１８

■名古屋営業所
〒４６０-０００８　愛知県名古屋市中区栄１-２５-１７
TEL.０５２-２３１-１４４７（代）　FAX.０５２-２３１-１４４８

国土交通大臣許可（般ー28）第16870号

■中四国営業所
〒７６１-８００２　香川県高松市生島町緑ヶ丘６０７-９
TEL.０８７-８３２-８７７２　　　FAX.０８７-８３２-８７７３

■仙台テクニカルセンター
〒９８１-３３５２　宮城県富谷市富ケ丘２-１６-９
TEL.０２２-３5８-3091　　　FAX.０２２-３４８-7291

■九州地区代理店
（株）システムワークス
〒813-0034　福岡県福岡市東区多の津 4-9-15
TEL.０92-621-7188　　　FAX.０92-621-6701

http://kic-corp.co.jp/

dnp Supernova™ はdnp denmark as 社の登録商標です。
dnp LaserPanel™ はdnp denmark as 社の登録商標です。

本資料に掲載された写真、データ及び記載事項の無断複製を禁止します。
※表示価格には消費税は含まれておりません。

内容充実�KICのホームページ

詳細はQRコードから
ホームページへGO▶
携帯電話からもアクセスできます。

■本社
〒160-0022　東京都新宿区新宿 1-28-11 小杉ビル
TEL.03-3357-4839（代）　FAX.03-5357-7455

KIC 製品のご用命は下記の営業所へお問い合せください

■東京支店
〒160-0022　東京都新宿区新宿 1-28-11 小杉ビル
TEL.03-3357-7195（代）　FAX.03-3357-9365

■大阪支店
〒 550-0014　大阪市西区北堀江 2-2-17　ビジネスゾーン北堀江
TEL.06-6536-4111（代）　FAX.06-6536-4118

■名古屋営業所
〒 460-0008　愛知県名古屋市中区栄 1-25-17
TEL.052-231-1447（代）　FAX.052-231-1448

http://www.kic-corp.co.jp/

■東京ショールーム

■大阪ショールーム

最新の機器をご覧いただけるよう東京・大阪にショールームを備えております。

最新機器を身近に


