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STEX-04P

スクールタイマー5plus
STEX-05P

スズキ学習支援教材シリーズ
2202-5A-AK-ZZ-045-A

■お問い合わせ

●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷の関係で多少、実物と異なる場合があります。 ●詳しくは各地の取扱店、または営業所にお問い合わせください。
●製品価格には送料・設置費用は含まれておりません。 ●記載の内容は2022年2月1日現在のものです。

本社／〒430-0852 浜松市中区領家2-25-7
TEL.053-461-2325  FAX.053-463-5858　www.suzuki-music.co.jp
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スズキ学習支援教材シリーズ

●仕様…【STEX-04P】●表示方法：LCD可視サイズW175×H86㎜●寸法：W190×D21×H114㎜●重量：270g（乾電池除く）【STEX-05P】●表示方法：LCD可視
サイズW220×H115㎜●寸法：W235×D21×H145㎜●重量：420g（乾電池除く）【共通項目】●アラームセット単位：1秒単位・最大99分59秒●アラーム時間：約1分
間●電源：単4電池×2本（別売）●使用温度範囲：0～40℃●機能：タイマー機能（カウントダウン〈リピート機能・点滅機能付〉・ストップウォッチ）アラーム機能／時計機
能／サウンドOFF機能（操作音及びアラーム音）●音量（音圧）：72dB以上●備考：背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付き

●仕様…【SSB-1】●寸法：W150×D161×H59㎜●重量：350g（本体のみ）●効果音ボタン：
9個●コントロール：ボリューム、電源ON／OFF●電源：6.0V単3乾電池４本（別売）アルカリ
乾電池推奨・2次電池（Ni-MH）でも動作可※●材質：ABS●音量（音圧）：最大80dB以上
※一般的に2次電池の電圧はアルカリ電池よりも低いため、同様の使い方をした場合、動作時間は短くなります。

スクールタイマー4plus STEX-04P ／ スクールタイマー5plus STEX-05P スクールサウンドボックス SSB-1

収録音
ジャジャン
ピンポーン
キラリーン
テッテレー！
ダラララ・・・ジャン！（ドラムロール）
ワァァァヒューヒュー（歓声）
ファンファーレ
♪～（3分間BGM）
Happy Birthday!

スクールタイマーの主な機能

■タイマー

■ストップウォッチ
■アラーム
■時刻表示
■サウンドOFF
■3タイプの設置法
■電池駆動

最長99分59秒までセット可能。セットした時間をカウントダウン計測し、「00：00」になった時にアラーム音と共に表示点滅でお知らせします。
計測後は最後にセットした時間に戻るリピート機能付き。

スタート／ストップボタンで最長99分59秒までカウントアップ計測します。計測表示は1秒単位です。
設定した時刻にアラーム音が鳴り、同時に表示点滅します。音はON／OFFできます。
時計としての機能です。24時間表示とAM／PMの12時間表示の切り替えが可能です。
テスト中など静かな環境での使用時、操作音とアラーム音をOFFできます。タイマーセット後にサウンドOFFを解除すればアラーム音を鳴らせます。
自立スタンドで置き型、フック孔で壁掛け、背面マグネットで黒板等への貼付と、3タイプの設置ができます。
単４乾電池2個で駆動します。※電池は別売です。アルカリ電池を推奨します。

使用イメージ
出題・何かを出す・見せる・注目を集める 等
正解・クイズの回答権 等
ひらめいた・場面転換・いいね 等
秘密道具を出す・成功した 等
順位発表・重大発表・結果発表 等
盛り上げる・賞賛する 等
讃える・開始の合図・達成した 等
シンキングタイム・瞑想・BGM 等
誕生日のお祝い

Make the class more enjoyable!

New!



テストや発表、スポーツから実験まで様々なシーンでご活用
いただけるタイマーです。設定した時間をカウントダウン
計測します。視認性の良い大型液晶ながら、軽量で薄型、
電池駆動で持ち運べる上、背面マグネットで黒板に貼付可能。
設置の手間がかからず、いつでもどこでも使用できます。

学校生活の様々なシーンで活用できる
効果音を９種類収録したサウンドボック
スです。盛り上げたい時、メリハリをつ
けたい時、集中させたい時など、シーン
毎に使いやすい効果音を厳選しました。
スクールサウンドボックスが授業やイベ
ントをより効果的に演出します。

●大きくて押しやすい、視認性の高いボタン

●ボタンを押す毎に再生／停止する簡単操作

●教室の奥まで届く豊かな音量（調節可能）

●握りやすさを考えた底面デザイン

●電池駆動でどこでも使用可能

●落下防止に市販のネックストラップ装着可能

スクールサウンドボックス

タイマー ストップウォッチアラーム 時刻表示

写真は実物大です

スクールタイマー 4plus & 5plus

スクールタイマー4plus STEX-04P 税込価格 ¥7,480（本体¥6,800）

スクールタイマー5plus STEX-05P 税込価格 ¥9,680（本体¥8,800）
スクールサウンドボックス SSB-1 税込価格 ¥7,480（本体¥6,800）
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