
300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット内蔵
サイレン付き防滴スーパーメガホン
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メガホンメガホン

Ⓟ 2020.08

「それでも…」と、購入に迷われているお客様には…
令和２年１２月末日までの期間限定。

在庫に限りがありますので、お申し込みはお早めに。

自治会の必須アイテムまさに「七つ道具」のひとつでしょう。自主防災訓練／ラジオ体操／季節のお祭り
／盆踊り／交通安全指導などあらゆる場面で！必ずお役に立ちます !!

多目的 レンタル販売大出力大出力ワイヤレス

防　　滴

持ち運び自由自在！ハンドキャリータイプ。
スタンドに取り付けも可能。 雨の日も防滴対応で
貴方の自治会活動を徹底サポートします。

ネット価格より ･ とにかくどこよりも
安い メーカー希望小売価格より

最大
即　　納 配送料サービス メーカー１年保証

防滴形

ホイッスル付

防　滴　形

サイレン付

設営簡単！／運用便利！　スピーカーコードの引き廻し不要

300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット内蔵
ホイッスル付き防滴スーパーメガホン

300MHz帯ハンド型(防滴タイプ)
ワイヤレスマイク

防　滴　形

TWB-300

TWB-300S

WM-3400

定価 85,000 円

定価 36,000 円

定価 85,000 円 販売
特価

販売
特価

販売
特価

21,600円

51,000円

51,000円

(送料込・消費税別)

(送料込・消費税別)

(送料込・消費税別)

72,600 円
(送料込・消費税別)

販　売
セット特価

80,700 円
(送料込・消費税別)

販　売
セット特価

メガホン本体 
＋ワイヤレスマイクWM-3400 
とのセットで

メガホン本体
+ ワイヤレスマイクWM-3400 
+ スタンド ST-110 とのセットで

セット購入がお得です！

→

とにかく試しに一度使ってください！とにかく試しに一度使ってください！ 

ご相談 ・ お見積りは無料。 メールやホームページ
の問い合わせフォームからでも大歓迎！
お気軽にお問い合わせください。

http://e-shop.u-rent.co.jp/ 
メールアドレスhanbai@u-rent.co.jp

期間限定 ・特別料金で期間限定 ・特別料金で
レンタルをご利用いただけます！レンタルをご利用いただけます！

用途は防災だけでなく、 自治会のお祭りやレク活動
の司会進行 ・呼び出し放送にも使えます。

別売の接続コードを使って、 音楽プレーヤーと 
接続 ・ BGMの送り出しもできます。

便利な外部入力端子付

自治体補助金申請のお手伝いも承ります！自治体補助金申請のお手伝いも承ります！ 
自治会 ・町内会などで防災用品のご購入をされたとき、 市役所 ・町村役場への申請により、 補助金がおりる制度があります。

( 取り扱いは各自治体によって異なります )
当社では、 お客様お住まい地域の制度をお調べして、 補助金申請のお手伝いもさせていただきます。

※ただし行政書士関連の法令に基づき、 直接当社が役所等に出向いて申請代行をおこなうはできません。

《お申込み ・ お問い合わせは》

〒 338-0013　埼玉県さいたま市中央区鈴谷４ー５ー１１

営業時間９:００～１８:００　毎週水曜日定休

アーバンレント株式会社

TEL 048-854-8888 / FAX 048-854-8787
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メガホンメガホン

Ⓟ 2020.09

防災 ・ 誘導用 ネット価格より ･ とにかくどこよりも
安いメーカー希望小売価格より

最大
即　　納 配送料サービス メーカー１年保証

ご相談 ・ お見積りは無料。 メールやホームページ
の問い合わせフォームからでも大歓迎！
お気軽にお問い合わせください。

http://e-shop.u-rent.co.jp/ 
メールアドレスhanbai@u-rent.co.jp

《お申込み ・ お問い合わせは》

〒 338-0013　埼玉県さいたま市中央区鈴谷４ー５ー１１

営業時間９:００～１８:００　毎週水曜日定休

アーバンレント株式会社

TEL 048-854-8888 / FAX 048-854-8787

イベント ・ 催事用

用途 ・ご予算に合わせて
最適機種をご提案いたします。
町会様・自治会様向け自治体補助金・助成金申請の

お手伝いもいたします。 ご相談ください。

上記のほかにも多数機種ご用意できます。お問い合わせください
｢定価｣はメーカー希望小売価格です。送料は一部商品を除き税別 15,000 円以上のお買い上げで無料です。レンタルの場合はご注文金額にかかわらず往復送料が別途かかります。

37,500円
( 送料込・消費税別 )

販売価格
TWB-300N

定価 62,500 円

ワイヤレスなし ( 後付け増設可能 )
ホイッスル付 
防滴スーパーメガホン

優れた拡張性が

あり防滴で安心な

大型メガホン

肩掛け運用はもちろん、 カウンターや

窓口でのソーシャルディスタンスを

確保した受付業務にも使えます

小ささと操作性に優れた

ハンディタイプと

ウエストタイプ

腰ベルト装着 ・
ハンズフリーでスタイリッシュな運用ＯＫ

ホイッスル付ハンディホーン
TRC-3W

定価 10,800 円

7,020円

ホイッスル付ウエストホーン

12,020円

TRC-3WH

( 送料別・消費税別 )

( 送料別・消費税別 )

定価 18,500 円

販売価格

販売価格

( 送料別・消費税別 )( 送料別・消費税別 )

( 送料別・消費税別 )

( 送料別・消費税別 )
14,300円

17,640円

23,400円 79,700円

販売価格

販売価格

セット合計販売価格販売価格

定価 22,000 円

定価 28,000 円

定価合計 117,000 円定価 36,000 円

ハンズフリー拡声器

ワイヤレスメガホン

大型ショルダーメガホン

ER-1000A
(BK/YL/WH)

ER-2130W

大型ながら持ち運びに便利な
ベルト ・ハンドル付き

外部入力端子装備
別売スタンド

取付可能

TWB-300のメーカー違い版
アルミホーン採用の堅牢ボディ

防滴カバー付
別売スタンド

取付可能

ワイヤレス
チューナーユニット
ワイヤレスマイク

ER-2830W
WTU-1720

WM-1220

ER-604W
小型ショルダーメガホン

豪雨の中でも

使えるカラフルな

コンパクトタイプ

コンパクトで長時間の

使用でも疲れない

ハンディタイプ ・サイレン付

サイレン付モデルに

電池交換のいらない

充電式を採用

防災・防犯に最適です

クリアホーンで良好な視界を確保

防滴構造で多少の雨でも安心して

ご使用になれます

クリアホーン + 防滴構造に加え

サイレンを搭載
拡声ターゲットの

確認や伝達が
的確に行えます

中型メガホンのなかで最大出力と

電池長持ちを両立

防災備品として

人気商品です

小型防滴メガホン 小型防滴メガホン・サイレン付

《充電式》小型防滴メガホン・
サイレン付

中型防滴メガホン

中型防滴メガホン・サイレン付 中型防滴メガホン・サイレン付

TR-315S ER-1115S
TR-315

TR-215CS

TR-215SATR-215A

15,340円

定価 15,800 円

定価 25,000 円 定価 23,600 円

定価 32,000 円

定価 19,400 円

定価 21,000 円

( 送料別・消費税別 )
販売価格

( 送料込・消費税別 )

( 送料込・消費税別 )

( 送料別・消費税別 )

( 送料別・消費税別 ) ( 送料別・消費税別 )

15,500円販売価格13,020円
販売価格

19,840円
販売価格

12,020円
販売価格

9,790円
販売価格
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