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ドライブレコーダー

1カメラ・前方録画タイプ

AMEX-A07

■HDR / ナイトビジョン機能搭載
■駐車録画標準搭載
■フォーマットフリー
走行時画素：FullHD200万画素
液晶ディスプレイ：3.5 インチ/タッチパネル
付属メモリー：microSDカード16GB
サイズ：W100 × H61 × D33(mm)
JANコード：4950329400707

1カメラ・前方録画タイプ

AMEX-A07TR

■HDR / ナイトビジョン機能搭載
■駐車録画標準搭載
■フォーマットフリー
走行時画素：FullHD200万画素
液晶ディスプレイ：3.5 インチ/タッチパネル
付属メモリー：microSDカード16GB
サイズ：W100 × H61 × D33(mm)
JANコード：4950329400721

2カメラ・前方後方録画タイプ

AMEX-A07W

■HDR / ナイトビジョン機能搭載
■駐車録画標準搭載
■フォーマットフリー
走行時画素：前後 FullHD200万画素
液晶ディスプレイ：3.5 インチ/タッチパネル
付属メモリー：microSDカード16GB
サイズ：W100 × H61 × D33(mm)
JANコード：4950329400714

2カメラ・前方後方録画タイプ

AMEX-A06GfW

■既存のバックカメラとの連動が可能※

■GPS / Wi-Fi 内蔵
■WDR（逆光補正機能）
走行時画素：前方 200万画素、後方 30万画素
液晶ディスプレイ：1.5 インチ
付属メモリー：microSDカード16GB
サイズ：W47 × H49 × D42(mm)
JANコード：4950329400622
※オプション品の使用及び RCA 出力仕様の映像に限る

1カメラ・前方録画タイプ

AMEX-A06

■ピンポン玉と同等サイズのコンパクトボディ
■コンパクトながらに基本スペックをフル装備
■WDR（逆光補正機能）
走行時画素：前方 200万画素
液晶ディスプレイ：1.5 インチ
付属メモリー：microSDカード8GB
サイズ：W45 × H48 × D42(mm)
JANコード：4950329400608

貨物自動車用ドラレコ「簡易型」助成対象

1カメラ・前方録画タイプ

AMEX-A06Gf

■ピンポン玉と同等サイズのコンパクトボディ
■GPS / Wi-Fi 内蔵
■WDR（逆光補正機能）
走行時画素：前方 200万画素
液晶ディスプレイ：1.5 インチ
付属メモリー：microSDカード8GB
サイズ：W45 × H48 × D42(mm)
JANコード：4950329400615

■   01カー用品

エントリー機



スマホランチャー

安全用品

フォークリフト向け

LEDラインライト

7 型ディスプレイオーディオ

AMEX-SL01a

■常に最新の地図や交通情報を確認
■HDMI不要でYouTubeが楽しめる※

■Play Store から自由にアプリを取り込める
モニター：7インチ（2DIN / 180mm）
解像度：1024 × 600
システムOS：Android 10
サイズ：W178 × H100 × D133(mm)
JANコード：4950329401025
※一部の接続条件は除く

LEDラインライト / ブルー

AMEX-FL01B

■業界初の日本品質のLEDラインライト
■防水 / 防塵 IP68対応
■最低動作温度－40℃で冷凍倉庫での使用可能
対応電圧：9-110V DC
耐振性：7G
重量：320g（ブラケットを含む）
サイズ：W88 × H79 × D70(mm)
JANコード：設定なし

※ライト色は合成イメージです

LEDラインライト / レッド

AMEX-FL01R

■業界初の日本品質のLEDラインライト
■防水 / 防塵 IP68対応
■最低動作温度－40℃で冷凍倉庫での使用可能
対応電圧：9-110V DC
耐振性：7G
重量：320g（ブラケットを含む）
サイズ：W88 × H79 × D70(mm)
JANコード：設定なし

※ライト色は合成イメージです

■   01カー用品

タイヤラック

タイヤラック

AMEX-C05 S/M/L

■コンパクト設計で狭い場所に設置可能
■タイヤを転がして収納できる
■屋外に置いても錆びにくい ZAM材を使用
サイズ（S）  ：W710 × H490 ×D470(mm)  
サイズ（M）  ：W410 × H490 ×D470(mm)  
サイズ（L）   ：W510 × H490 ×D470(mm)  
サイズ（LL）：W600 × H490 ×D470(mm)
JANコード：設定なし
※Sは1セット（4本収納）、M以降は2セット（各2本収納）です

※左がSサイズ、右がMサイズの製品画像です

キャスター付きタイヤラック

AMEX-C051（仮）

■車2台分、タイヤ（8本）の収納が可能
■キャスター付きで移動が簡単
■頑丈なスチール製で安定性が高い
対応サイズ(1段4本 )：幅215まで※

素材：スチール（塗装処理）
重量：約 7.5kg
サイズ：約W100 × H123 × D38(cm)
JANコード：設定なし
※ 幅215以上をご希望の場合は、別途相談



ナンバープレート

関連

ナンバープレートフレーム / シルバー

AMEX-A11S

■ナンバープレートフレーム（2枚入）です
■あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
■ドライバー１本で簡単取り付け
対応箇所：フロント、リア兼用
フレーム寸法：W340 × H170(mm)
JANコード：T4950329401100

無地ナンバープレート

BOARD-NOP11（仮）

■販売店様のステッカーなどを貼り展示車、
　中古車、新車などへ取り付けることが可能です
■軽自動車 / 普通自動車 / 中型トラックに対応
素材：アルミ複合板（デラニウム）
寸法：W340 × H170 × D3(mm)
JANコード：設定なし

ナンバープレートフレーム / ブラック

AMEX-A11B

■ナンバープレートフレーム（2枚入）です
■あらゆる乗用車に設置可能な車検対応品
■ドライバー１本で簡単取り付け
対応箇所：フロント、リア兼用
フレーム寸法：W340 × H170(mm)
JANコード：T4950329401117

リアゲートハンガー

リアゲートハンガー

AMEX-C06

■デリカD:5 専用のハンガーパイプ
■車体に穴をあけることなく取り付けできる
■ラチェットハンドルとソケットを使い取り付け可能
適応車種：デリカD：5（2017年～現行品まで対応）

長さ（パイプ）：1080mm
質量（パイプ）：約 670g
耐荷重：5kg
JANコード：設定なし

■   01カー用品

※弊社ロゴステッカーを貼った際のイメージです。

使用イメージ



設置イメージ

使用イメージ

■   02スポーツ・アウトドア

アクションカメラ

4K防水・防塵アクションカメラ

AMEX-D01

■ヘルメットやハンドルバーなど取付箇所が豊富
■オプション品として専用予備バッテリーを設定
■スマートフォンでの再生が可能
イメージセンサー：1300万画素
モニター：2.0インチIPS（タッチスクリーン）
防水等級：IP58 相当
サイズ：W63 × H45 × D36(mm)
JANコード：4950329700012

スポーツ用品

バットスタンド

AMEX-C04

■９本収納可能な折り畳み式バットスタンド
■キャスター付きなので移動が簡単
■折り畳み式なのでコンパクトに収納できる
カラー：ブラック
重量 ： 約 6kg
サイズ（展開時）： W670 × H860 × D580(mm)
サイズ（収納時）： W670 × H880 × D160(mm)
JANコード：設定なし



ノートパソコン用

PCスタンド

デスクトップ

モニタースタンド

キャスター付き

CPUスタンド

ノートパソコン用 PCスタンド

AME-NPC01S/B

■画面を見やすくキーを打ちやすくするPCスタンド
■5段階の稼動式で角度調整が可能
■メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
カラー：シルバー / ブラック
素材：スチール材、(ブラックのみ +塗装仕上げ）
サイズ：W330 × H18～135 × D280(mm)
対応インチ：15インチまで
JANコード：設定なし

ノートパソコン用 PCスタンド

AME-NPC02S/B

■角度固定タイプのノートPCスタンド
■通気性を良くするスリット入り
■メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
カラー：シルバー / ブラック
素材：スチール材、(ブラックのみ +塗装仕上げ）
サイズ：W330 × H55 × D280(mm)
対応インチ：15インチまで
JANコード：設定なし

ノートパソコン用 PCスタンド

AME-NPC03S/B

■ワークステーション級のPCにも対応
■通気性を良くするスリット入り
■メタル素材によりノートパソコンの熱を逃がす
カラー：シルバー / ブラック
素材：スチール材、(ブラックのみ +塗装仕上げ）
サイズ：W440 × H55 × D280(mm)
対応インチ：17.3インチまで
JANコード：設定なし

デスクトップモニタースタンド

AME-DPC01W/B

■デスクトップモニター用のスタンド
■机の上のスペース確保に最適
■スタンドの溝にキーボードを収納可能
カラー：ホワイト / ブラック
材質：スチール材　塗装仕上
重量：2.7kg
サイズ：W300 × H60 × D170(mm)
耐荷重：10kg
JANコード：設定なし

キャスター付きCPUスタンド

AME-DPC02

■デスクトップPC用のCPUスタンド
■機体に合わせて段階なしに幅の調節が可能※

■キャスター付きで移動が楽に行えます
適応サイズ：横幅12.5cm～22.5cmに対応
材質：スチール材、ブラック色メッキ仕上
サイズ：W12.5 ～22.5 × H16 × D55.2(cm)
JANコード：設定なし
※最大値は 22.5cmになります

※カラーがブラックの製品画像です

※カラーがブラックの製品画像です

※カラーがブラックの製品画像です ※カラーがブラックの製品画像です

■   03オフィスグッズ



車両用飛沫防止キット / 2 軸タイプ

AMEX-C08B S/M/L

■車の1、2列目及び運転席、助手席間の間仕切りに
■車両形状を選ばずヘッドレストに取り付け可能※

■専門工具が不要な簡単取り付け設計
スタンドサイズ（S）：W500 × H280(mm)
スタンドサイズ（M）：W500 × H320(mm)
スタンドサイズ（L）：W500 × H450(mm)
シートサイズ（共通）：W480 × H450(mm)
JANコード：設定なし
※ヘッドレストが脱着できない車には取り付けができません

車両用飛沫防止キット

AMEX-C08 S/M/L

■車の1、2列目や運転席、助手席間の間仕切りに
■車両形状を選ばずヘッドレストに取り付け可能※

■専門工具が不要な簡単取り付け設計
スタンドサイズ（S）：W500 × H280(mm)
スタンドサイズ（M）：W500 × H320(mm)
スタンドサイズ（L）：W500 × H450(mm)
シートサイズ（共通）：W480 × H450(mm)
JANコード：設定なし
※ヘッドレストが脱着できない車には取り付けができません

■   04コロナウイルス対策製品

アルコール消毒液用

スタンド

車両用

飛沫防止キット

伸縮式アルコールスタンド

AMEX-C07B

■５段階の高さ調節が可能
■清潔感のある白で統一されたスタンド
■組み立て作業が不要
サイズ：W300 × H875 × D300(mm)最大
　　　：W300 × H825 × D300(mm)
　　　：W300 × H775 × D300(mm)
　　　：W300 × H725 × D300(mm)
　　　：W300 × H675 × D300(mm)最小
JANコード：設定なし

アルコールスタンド

AMEX-C07

■様々な場所に馴染むシンプルなデザイン
■清潔感のある白で統一されたスタンド
■組み立て作業が不要
サイズ：W約 300 × H882 × D300(mm)
素材：スチール材
JANコード：設定なし

使用イメージ使用イメージ

1方向の
間仕切りに！

2方向の
間仕切りに！



飛沫防止キット

携帯用飛沫防止キット

AMEX-CSM400

■出張や外出の際にバッグに入れて持ち運び可能
■圧迫感を感じさせない塩化ビニール素材を使用
■専門工具が不要な簡単組み立て設計
スタンドサイズ：W460 × H420(mm)
スタンド奥行き：197(mm)
シートサイズ：W400±15 × H350±15(mm)
シート厚み：0.2(mm)
JANコード：設定なし

ビニールシート ハトメ無

AMEX-CS600/1200/1800

■ハトメの付いていない飛沫感染予防シート
■圧迫感を感じさせない塩化ビニール素材を使用
■飛沫感染予防の一環として使用可能
サイズ（600）：W600±15 × H450±15(mm)
サイズ（1200）：W1200±15 × H450±15(mm)
サイズ（1800）：W1800±15 × H450±15(mm)
厚み：0.2(mm)
JANコード：設定なし

ビニールシート / スタンドセット

AMEX-CSF600/1200/1800

■ビニールシートとスタンドのパーテーションキット
■圧迫感を感じさせない塩化ビニール素材を使用
■飛沫感染予防の一環として使用可能
スタンドサイズ（600）：W600×H633×D295(mm)
スタンドサイズ（1200）：W1200×H633×D295(mm)
スタンドサイズ（1800）：W1800×H633×D295(mm)
シートサイズ：W600 / 1200 / 1800 ±15 × H450±15(mm)
JANコード：設定なし

※ビニールシートがわかりやすくなるように背景
　色と色味を変えていますが、実際は透明なシ
　ートです。

ビニールシート ハトメ有

AMEX-CS600H/1200H/1800H

■ハトメの付いた飛沫感染予防シート
■圧迫感を感じさせない塩化ビニール素材を使用
■飛沫感染予防の一環として使用可能
サイズ（600）：W600±15 × H450±15(mm)
サイズ（1200）：W1200±15 × H450±15(mm)
サイズ（1800）：W1800±15 × H450±15(mm)
ハトメ数（600 / 1200 / 1800）：3 / 4 / 5（個）
JANコード：設定なし

スタンド単体

AMEX-CF600/1200/1800

■飛沫感染予防シート用のスタンド単体
■汎用のビニールシートを取り付けることも可能※

■飛沫感染予防の一環として使用可能
サイズ（600）：W600×H633×D295(mm)
サイズ（1200）：W1200×H633×D295(mm)
サイズ（1800）：W1800×H633×D295(mm)
素材：ZAM
JANコード：設定なし
※ご自身でシートのカットや金具の取り付けなどが必要です

※1200サイズの製品画像です

※1200サイズの製品画像です ※1200サイズの製品画像です ※1200サイズの製品画像です

■   04コロナウイルス対策製品



製品詳細 PRODUCT DETAILS

ドライブレコーダー
AMEX-A07/A07W

ドライブレコーダー
AMEX-A07TR

ドライブレコーダー
AMEX-A06GfW

ドライブレコーダー
AMEX-A06/A06Gf

LEDラインライト
AMEX-FL01B/FL01R

タイヤラック
AMEX-C05/C051（仮）

リアゲートハンガー
AMEX-C06

スマホランチャー
AMEX-SL01a

アクションカメラ
AMEX-D01

バットスタンド
AMEX-C04

PC用スタンド
AME-NPC01/NPC02/DPC01



製品詳細 PRODUCT DETAILS

アルコールスタンド
AMEX-C07

伸縮式アルコールスタンド
AMEX-C07B

車両用飛沫防止キット
AMEX-C08

車両用飛沫防止キット /2軸タイプ
AMEX-C08B

飛沫防止キット 
ビニール /スタンドセット
AMEX-CSF600/1200/1800

飛沫防止シート /ハトメなし
AMEX-CS600/1200/1800

飛沫防止シート /ハトメあり
AMEX-CS600H/1200H/1800H

飛沫防止スタンド
AMEX-CF600/1200/1800

携帯用飛沫防止キット
AMEX-CSM400



〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

（代表）TEL：027 - 346 - 3838

（サポート）TEL：027 - 320 - 2677

FAX：027 - 347 - 3521

青木製作所 HP AMEX LP Facebook YouTube


