
GIGAスクール構想標準仕様対応品

児童生徒の密を防ぎ短時間で
端末出入れが可能なトレー式

使いやすく便利な機能満載
で安心･安全に使える専用の
輪番充電装置
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タブレット･PC充電保管庫



■輪番充電器操作方法
① 初期設定で時間を合わせ、次に充電を開始･終了したい

時間を表示を見ながら設定します。

② 充電したい曜日のボタンを押しインジケーターが点灯
したら設定終了です。
※このボタンを押すことによりで充電を休止する曜日

や追加する曜日も設定が出来ます。

③ 手動充電ボタンを押せば、いつでも自動で輪番充電が
開始･終了できます。
誤操作による重複充電や過電流を自動的に防げます。

④充電状況を示すインジケーターで動作確認も行えます。

輪番状況が確認できる窓付

設定した充電時間
（手動強制充電中も自動で輪番）

※参考例：タイマーを使った簡易輪番充電方式
充電必要時間、グループ数からそれぞれの充電時間の配分
を計算し充電が重ならないように個別の時間を設定します。
同様の作業を各グループごと各タイマーごとに行います。

■電源の負荷を抑える4グループ自動輪番充電方式

使いやすく便利な機能満載で安心･安全に使える
専用の輪番充電装置

• ４つのグループに分けて自動で輪番充電を行います。
各グループ毎に時間設定をして輪番を行う装置とは違い
自動で輪番充電を行いますので設定のミスやタイマーの
誤差による重複充電を防げます。

• 指定の時間に充電の開始、停止の設定が可能です。
また月～日までの曜日ボタンがあり、このボタンを押す
ことで曜日ごとに設定した時間での充電を行ったり中止
を行えます。
また曜日ごとにランプが付いており設定の確認が容易に
行えます。
臨時の休校や不定期の土曜授業対応に便利な機能です。

• 昼休みなどの短時間でも一定の充電ができるように自動
で各グループ10分間ずつの輪番充電を行います。
短時間での充電が必要のない場合、30分や1時間などに
仕様変更も可能となりますので担当者にご相談ください。

• 充電設定時間以外でも充電ボタンを押せば輪番で充電が
開始されます。
緊急時もボタン一つで輪番充電が開始終了でき安全です。
また充電を止め忘れた場合でも、もとの設定時間で停止
を行えるオートオフ機能付です。

• 停電や移動時、長期休校時にコンセントプラグを抜いて
も電力が復旧した時には充電の設定は保持されます。
市販の単３電池１本で設定が保持されるので、乾電池の
定期交換（新品であれば1年以上）のみで夏休みや長期
の休校中、コンセントを抜いたまま保管が可能です。
また簡単に交換できる乾電池を使用することで内蔵電池
の消耗による本体交換がないため非常に経済的です。

• 見やすく使いやすい大型操作パネル付です。

• 輪番充電中は状況を表示するLEDランプが点灯し保管庫
の扉を施錠したままでも確認できます。

• 操作ボタンのいたずらや誤操作を防ぐロック機能が付い
ています。

• 文部科学省の標準仕様に則りブレーカーが輪番充電基盤
に取付けられた電気用品安全法準拠のPSE認定品です。
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タイマーを使った簡易輪番方式にはない多くの便利な機能･特徴を持っています

輪番充電器の操作説明動画は
こちらをご覧ください。



児童生徒や教員が教室で操作することを想定した安全設計

• 保管庫本体の角は丸く仕上げ衝突時など安全に配慮

• 排熱口は子どもの指が入らない、5ミリ幅のスリット

• 扉は振動により扉が開くのを防げるラッチ機能付。

• 壁面や床面に固定できる固定金具付

• 握りやすく移動させやすい大型ハンドル（ワゴンタイプ）

• 上下左右どの方向からでも掴めるマルチアクセスハンドル

• 端末を5台ずつトレーに入れて保管庫に出し入れします。
端末の配布回収を安全かつ短時間で行えます。

（45台収納はトレー9個、25台収納はトレー5個付です）

• 端末の傷を防ぐ樹脂製トレーには4方向に持ち手部分が
あり個別に取り出し可能な形状です。

• 標準タイプのトレー式の有効内寸: W25×D350×H280
は広報されているほとんどのGIGAスクール用端末に対応
しています。(最大13.3型※）
また本体高さを低く設定したロータイプや有効幅が広い
仕切り板式もございます。
有効内寸がそれぞれ異なりますので裏面をご確認下さい。

※キーボードや保護ケースを付けた場合、端末が入らないこともありますので事前にサイズを確認ください。

マルチアクセスハンドル

大型キャスター（ワゴンタイプ）
移動が容易で耐久性も優れて
います。(ストッパー2個付)

大型ハンドル（ワゴンタイプ）
移動時に持ちやすい形状です。

密集！

ソーシャル
ディスタンス

アダプタートレイ（ワゴンタイプ）
背面メンテナンス扉から配線を行な
えます。両面ナンバリング付。

アダプタートレイ(壁面収納タイプ)
前面から配線がしやすい開閉式です。
前面ナンバリング付。

児童生徒の密を防ぎ、短時間で端末の出し入れが可能なトレー式
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製品の概要説明動画は
こちらをご覧ください。

写真はワゴンタイプのイメージです。 写真はワゴンタイプです。写真はワゴンタイプです。

■トレー式 ■仕切り式

写真はワゴンタイプです。

端末収納部有効内寸
◆ ロータイプ：

ワゴンタイプ
W25×D350×H235

◆ 標準タイプ：
ワゴンタイプ
壁面収納タイプ
W25×D350×H280

端末収納部有効内寸
※Vタイプは次ページ記載

◆ ロータイプ：
壁面収納タイプ44台
W35×D350×H240

◆ ロータイプ：
壁面収納タイプ24台
W33×D350×H240

◆ 標準タイプ：
ワゴンタイプ
W35×D370×H280

◆ 標準タイプ：
壁面収納タイプ
W39×D350×H280



◆ロータイプ
ワゴンタイプ 壁面収納タイプ

クラス人数や目的によって選択できる充実したラインナップ
ワゴンタイプ（キャスター付のみ）に加え、壁面収納タイプ（キャスター選択可）もお選びいただけます。
45台収納タイプと25台収納タイプそれぞれトレー式と仕切り板式の14種類の他、Ⅴタイプも追加しました。

お問い合わせ・ご相談は下記へ

株式会社オカムラ ホームページアドレス
https://www.okamura.co.jp/
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●共通仕様
棚板：スチール焼付塗装 ／ 把手：ABS樹脂 ／ キャスター：エラストマー／ トレー：ABS樹脂 ／ 通電・充電確認用ランプ：LED
／ スイッチ：ブレーカー付 ／ 定格100V 15A 1500W（50/60Hz）／ 電気使用量：使用時約3Ｗ（待機時0.6Ｗ）

※マスターキーなど特注対応は別途、担当者にご相談ください。
※ 価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
※ 実際の製品と写真が一部異なる場合があります。ご了承ください。
※ 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

製品の概要説明動画は
こちらをご覧ください。

輪番充電器の操作説明動画は
こちらをご覧ください。

45台収納
800W×550D×1365H

25台収納
550W×550D×1365H

45台収納
900W×450D×1250H

25台収納
600W×450D×1250H

■トレー式 45台収納タイプ
品番：93HWHT ZA75
定価：313,600円（税別）

■トレー式 25台収納タイプ
品番：93HWJT ZA75
定価：272,900円（税別）

■仕切り板式 45台収納タイプ
品番：93HWHP ZA75
定価：313,600円（税別）

■仕切り板式 25台収納タイプ
品番：93HWJP ZA75
定価：272,900円（税別）

■トレー式 45台収納タイプ
品番： 93HWDT Z975
定価：352,000円（税別）

■トレー式 25台収納タイプ
品番：93HWET Z975
定価：299,200円（税別）

■仕切り板式 45台収納タイプ
品番：93HWDP Z975
定価：352,000円（税別）

■仕切り板式 25台収納タイプ
品番：93HWEP Z975
定価：299,200円（税別）

45台収納
800W×550D×1190H

25台収納
550W×550D×1190H

44台収納
900W×450D×950H

24台収納
500W×450D×950H

■仕切り板式 44台収納タイプ
品番：93HWKP ZA75
定価：308,100円（税別）

■仕切り板式 24台収納タイプ
品番：93HWLP ZA75
定価：268,500円（税別）

■トレー式 45台収納タイプ
品番： 93HWFT Z975
定価：346,500円（税別）

■トレー式 25台収納タイプ
品番：93HWGT Z975
定価：297,000円（税別）

◆標準Hタイプ
ワゴンタイプ 壁面収納タイプ

44台収納
900W×450D×1026H

24台収納
500W×450D×1026H

NEW壁面収納タイプ キャスター付（ロータイプのみ） 機能を絞った「充電保管庫ワゴンV」
（仕切り板式、ロータイプのみ）

■仕切り板式 44台収納タイプ
品番：93HWQP ZA75
定価：333,900円（税別）

■仕切り板式 24台収納タイプ
品番：93HWTP ZA75
定価：320,700円（税別）

■ハンドル（オプション）
品番：93HWPP ZA75
定価：14,900円（税別）

ハンドル付イメージ ハンドル付イメージ

■仕切り板式 42台収納タイプ
品番：93HWUP Z975
定価：229,900円（税別）

■仕切り板式 35台収納タイプ
品番：93HWVP Z975
定価：220,000円（税別）

42台収納
900W×550D×900H

35台収納
900W×550D×900H

■端末収納部有効内寸
◆ 42台収納タイプ：W30×D350×H322
◆ 35台収納タイプ：W30×D350×H322

※写真はイメージです。現物と異なります。
詳しくは担当者にお問合せください。

※「充電保管庫ワゴンV」は機能を絞っているため
端末配線の取り回しやアダプターの収納、ハンドル
が他の機種と異なります。また、端末収納部の番号
シールがオプションとなっております。詳しくは担
当者にお問合せください。

※オプション
35台用番号シール
42台用番号シール
専用大型ハンドル

：93HW4Y G975
：93HW5Y G975
：93HW6Y GD58
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