
W1386・D506・
H1800 W1200・H900 17.0 片面

無地
CLB-1209EM-GR

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕様 品番

W1386・D506・
H1800 W1200・H900 17.0 片面

無地
CLB-1209EM-BE

注文
コード

グリーン 428-490 ¥52,300

本体価格
(税抜)カラー

ベージュ 428-491 ¥52,300

インクを使わないから
消しカスが出ない！
オフィスもあなたも、よごさない。

磁性シートでエコを追求したPLUSの

クリーンボードクレア (CREA)

クリーンボードクレア（CREA）
ダストフリーでメンテナンスもフリー
いくら書いても消耗品ゼロ※の次世代ボード。 ※手動イレーザーの場合

手動タイプは、電池を使わずに回転
機構を組み込んだアイデア設計。
電池を使った電動タイプは、広い
範囲を素早く消したい方におすすめ
です。また、先端の突起部を使って
ピンポイント消しもできます。

軽量で移動もラク。
薄型・軽量設計なので、少ない力で動かすことができ、
オフィスのあらゆる場所へ簡単に移動することができます。

スマートな脚形状と
フレームデザイン。

ホワイトボードと違い、
消耗品がなく環境にも優しい。
消耗品がゼロなので、ランニングコストもゼロ。

仮に、1ヶ月でマーカー黒2本、赤1本、青1本を
消費した場合の年間の消耗品コストは…
130円x4本x12ヶ月=6,240円

手動・電動から選べる
回転イレーザー。

Ⓒ 2020, PLUS Stationary Company

●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。
●表示されている価格は税抜のメーカー希望小売価格です。ISO14001 認証取得 プラス（株）ステーショナリーカンパニー

本製品に関するお問い合わせ TEL：0120-944-086 平日9：00～12：00、13：00～17：30（土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。受付時間

www.plus-vision.com/jp/
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電動イレーザー付属タイプ

付属品：回転式電動イレーザー（単4形乾電池2本使用）・中字用専用ペン1本

W1200・H900 17.0 片面
無地

CLB-1209HM-GR

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕様 品番

W1200・H900 17.0 片面
無地

CLB-1209HM-BE

注文
コード

グリーン 428-486 ¥49,800

本体価格
(税抜)カラー

ベージュ 428-487 ¥49,800
付属品：回転式手動イレーザー・中字用専用ペン1本

W1386・D506・
H1800

製品サイズ
mm

W1386・D506・
H1800

手動イレーザー付属タイプ

［共通仕様］●脚：スチール、アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：磁性シート（無地）＝PET●芯材：発泡

W1386・D90・
H906 W1200・H900 5.0 無地

壁掛 CLBK-1209EM-GR

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕様 品番 注文

コード
グリーン 428-482 ¥39,800

本体価格
(税抜)カラー

電動イレーザー付属タイプ

付属品：回転式電動イレーザー（単4形乾電池2本使用）・中字用専用ペン1本・固定金具(2個)

W1386・D90・
H906 W1200・H900 5.0 無地

壁掛 CLBK-1209EM-BE ベージュ 428-483 ¥39,800
W1086・D90・

H606 W900・H600 3.0 無地
壁掛 CLBK-0906EM-OR オレンジ 428-484 ¥24,800

W1086・D90・
H606 W900・H600 3.0 無地

壁掛 CLBK-0906EM-BE ベージュ 428-485 ¥24,800

W1386・D90・
H906 W1200・H900 5.0 無地

壁掛 CLBK-1209HM-GR

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕様 品番 注文

コード
グリーン 428-478 ¥37,300

本体価格
(税抜)カラー

手動イレーザー付属タイプ

W1386・D90・
H906 W1200・H900 5.0 無地

壁掛 CLBK-1209HM-BE ベージュ 428-479 ¥37,300
W1086・D90・

H606 W900・H600 3.0 無地
壁掛 CLBK-0906HM-OR オレンジ 428-480 ¥22,300

W1086・D90・
H606 W900・H600 3.0 無地

壁掛 CLBK-0906HM-BE ベージュ 428-481 ¥22,300
付属品：回転式手動イレーザー・中字用専用ペン1本・固定金具(2個)

［共通仕様］●板面：磁性シート（無地）＝PET●芯材：発泡PVC●フレーム：アルミ押し出し材（アルマイト）

品名
クリーンボード用電動イレーザー

クリーンボード用手動イレーザー
クリーンボード用ペン 中字用
クリーンボード用ペン 太字用

クリーンボード用ツインペン

品番
CLB-500EE

CLB-500EH
CLB-600PM
CLB-600PB

CLB-600PT

仕様
回転式(電動)

回転式(手動)
部分消し用キャップ付き
部分消し用キャップ付き

部分消し用キャップ付き

注文コード
428-495

428-494
428-496
428-497

428-498

本体価格(税抜)

¥4,700
¥2,200
¥1,500
¥1,500
¥2,500

クリーンボードクレア 付属品・オプション

●材質：電動イレーザー=ABS、マグネット、フェルト 手動イレーザー=ABS、マグネット、フェルト、
熱可塑性エラストマー ペン＝アルミ、ABS、マグネット

脚付タイプ 壁掛けタイプ

［電動イレーザー］●使用電池：単４形乾電池２本

CLBK-1209EM-GR CLBK-1209EM-BE CLBK-0906EM-OR CLBK-0906EM-BE

CLB-1209EM-GR CLB-1209EM-BE

CLB-500EE CLB-500EH CLB-600PM CLB-600PB CLB-600PT

●フレーム：アルミ押し出し材（アルマイト）●パネル：ABS●コーナー：ABS●ペントレイ：ABS●イレーザートレイ
●パネル：ABS●コーナー：ABS●ペントレイ：ABS●イレーザートレイ：ABS●固定金具：スチール：ABS●キャスター：ストッパー付（全個）＝ナイロン

（手動イレーザーの場合）
経費削減にもつながり、環境にも優しい仕様です。



太く・濃く書ける！
視認性を高めた新開発のクリーンボード用ペン。

独自開発の回転式で消せる
クリーンボード用イレーザー。
クリーンボードクレアには広い範囲を素早く
消せる回転式イレーザーが付属しています。

シート

ペン先

ディスクタイプ
どの角度で持っても、ペン
先が必ず垂直になる形状 手動タイプ 電動タイプ

手軽に書けて高精細、環境にやさしく経済的
通常使用なら何度でも繰り返し使用できる手軽さと、
書かれる線の存在感にこだわった高精細な磁性シートを採用しています。

インクを使わず「書ける」 マイクロカプセル
（Φ100～300µm)

微細なマイクロカプセルに入った鉄粉がペン先の磁石に
引き付けられ、鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

Clean Paper
Technology

コントラストを高めた新開発のシートで
視認性アップ！

お客様の声にお応えし、従来よりコントラスト
を高めたシートを新開発。より見やすく書ける
ようになりました。

医療施設や工場などオフィス以外の
さまざまなシーンでも活躍します。

医療施設
消しカスがなくクリーン。イヤなニオイもなく、
患者さんへの説明も快適

飲食店
消しカスゼロで衛生的。狭い場所でもインクが
衣服に付着しないから安心。

教育施設
インク切れの心配がなく、イレーザー交換も
不要だから授業がスムーズ。

工場
ダストフリーだから、精密機器がある空間や
食品工場の現場でも重宝。

アパレル
インクによる汚れの心配がないから、服飾
デザインルームにも最適

貸し会議室
消耗品の確認や補充の手間＆コストが軽減でき
るから、効率的かつ経済的

Clean board

クリーンボードに書いてスマートフォン
で撮影するだけ。無料の専用アプリが筆
記面の輪郭を検出し、斜めの角度も自動
補正して見やすく保存、共有できます。

※画面はハメコミ合成です。※App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。※ iOSの商標は、Cisco
の米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※Android、Google playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

インクを使わない。
消しカスが出ない。
メンテナンス不要。

だから、これからのオフィスには、こんなボードがよく似合う！

手も衣服もキレイ 消耗品がゼロ
インクも電池※も使わないからインクを使わないから

※電動タイプを除く

クリーンボードは！

独自技術により表面からの消去、
一文字消しなどの部分消去を実現！

一般的な裏から消す方式と違い、プラスで独
自に開発した専用イレーザーを使って消した
いところを表から自由に消せるので、思いの
ままに書いたり消したりできます。

専用イレーザー
キャップイレーザー

書く 消す

撮るだけ簡単、見やすく保存！
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