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デスクトップやノートパソコンに標準装備されたカメラやマイクでは、
充分なコミュニケーションは図れません。高品質な端末などが必要です。

「テレワーク」の必要性が高まり、
完全「テレワーク」に切り替えた会社もあるかもしれません。

しかし実際には、多くの企業が「テレワーク」と「オフィスワーク」を組み合わせた
「ハイブリッドワーク」へ向かっているのではないでしょうか。
「ハイブリッドワーク」にも、さまざまな課題が出てきています。
それらの課題は、プリンストンの製品群がしっかりと解決します。

ノートパソコンの縁に設置で
きるほど軽量でありながら、
高性能なWebカメラは「テレ
ワーク」に便利。

Weｂカメラ
デバイス 「オフィス」のハドルスペースで

のビデオ会議には、必要な機能
をオールインワンに集約した
端末がオススメ。

ハドルスペース

ビデオ会議をある程度の参加
人数で行う場合は、広さや発言
者の数に応じて、さらにハイ
スペックなデバイスが必要。

会議室

社長同士の会談や交渉など、エグゼクティブが
参加する場合は、簡単な操作性、かつ印象が大切
なので映像・音声品質が重要。

役員室

ビデオ/Web会議用アイテム

「テレワーク」環境ではノイズ
も問題のひとつ。小型軽量の
マイクスピーカーフォンや雑音
に悩まされないヘッドセット
が必要。

音声デバイス

オフィスと自宅などを結ぶ
コミュニケーションサービス
プリンストンなら、「テレワーク」と「オフィスワーク」を結ぶコミュニ
ケーションサービスについても用途や規模、環境に応じてさまざま
なサービスを提案しています。

パワーデリバリー対応の
ケーブル一体型軽量充電
器があれば、持ち運びに
便利で自宅でも外出先で
も急速充電が可能。

急速充電器
延長保証なども充実した液晶ディスプレイは、広視野角やスク
エアモデル、モバイルディスプレイなど、さまざまなタイプを
ラインアップ。

液晶ディスプレイ
「テレワーク」でも「オフィス
ワーク」でも、さまざまな機器
を接 続できるドッキング
ステーションを用意しておく
ことがオススメ。

ドッキングステーション

「テレワーク」と「オフィス
ワーク」でのデータの共有、
ノートパソコンのデータ容量
不足の解消に、接続が簡単な
SSDストレージ。

USB SSDストレージ

ビデオ会議に限らず「テレワーク」でも「オフィスワーク」でも、
パソコンの周辺機器のひとつひとつの品質が、業務の効率を左右します。パソコン周辺機器

「ハイブリッドワーク」
ならプリンストン。

Blue
Jeans Webex Zoom
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「コミュニケーション
 ソリューション」

マルチベンダーのプリンストンだからできる

価値観や生活環境が多様化する中、過去の業務スタイルに縛られない、新しい働き方が注目されつつあります。
プリンストンのコミュニケーションソリューションは、「ワークスタイル変革」を
サポートするとともに、生産性や効率性の高いビジネスを追求します。

ビジネスコミュニケーションの分野で20年以上もの経験と実績を有するプリンストンでは、システムの導入・運用・保守に必要なノウハウや知見を豊富に蓄積しています。
これらの資産を活かし、導入前のコンサルから機器の設置やインテグレーション、利用者向けのトレーニングや保守に至るまで、万全のサービスをトータルにご提供します。

導入コンサルティングから運用サポートまで、トータルでカバーします。
プリンストンならサービスが違う

世界的なコミュニケーションブランドを擁し、あらゆるニーズに対応します。

プリンストンなら提案力が違う

デモ＆検証 アフターサポートも充実導入コンサルティング 設置・運用支援

高品質なビデオ会議システムのほか、Web会議なども包括的に提供し、ビデオコミュニ
ケーション分野で高い世界シェアを獲得。多様なデバイスがクラウド上でシームレスにつな
がるビデオ会議/UCサービスを拡充しています。

クラウドベースのビデオ会議やUCサービスが、チームの業務を効率化

独自の優れた映像・音声技術により、高品質な音声会議/ビデオ会議をはじめ、遠隔コミュニ
ケーションやコラボレーションに必要なソリューションをワンストップで提供。Zoomや
Microsoft Teamsといったクラウドサービスとのネイティブな接続も可能です。

世界トップクラスの映像・音声品質でリアルに遠隔コミュニケーション

詳細は P.06

詳細は P.08

詳細は P.10

詳細は P.12

異なる環境、さまざまなデバイスをシームレスに包括する、シンプルかつ高品質なクラウド
サービスです。アライアンスパートナーであるPolyなどのエンドポイントの高精細な画質や
音質を、スムーズに結びます。

シンプルで高品質な音声・ビデオ会議システムが構築できるクラウドサービス

セッションボーダーコントローラー製品を開発・製造。セキュリティを確保しながらネット
ワーク内外でのビデオコミュニケーションを容易に実現するNAT/ファイアウォール
トラバーサルソリューションを提供します。

社内外とのビデオコミュニケーション環境をシンプル＆セキュアに実現

「クラウドサービス」トライアルのお問い合わせはdcs-info@princeton.co.jpへ

特に昨今「テレワーク」の需要により、注目度が高まる「クラウドサービス」。
プリンストンでは、企業のタイプやワークスタイルによって異なる環境に合わせた
「クラウドサービス」を提案しています。

プリンストンが提案する
「クラウドサービス」を、トライアルで体験

Webexについて詳しくはP08-09をご覧ください。

ZoomについてはP06-07もご覧ください。

ビジネスを変革する、
強力なコラボレーションを体験できる

Webex
パソコン&モバイル端末用のWebexアプリ。ハド
ル＆会議室向け端末Webexデバイス（Room/
Room Kitシリーズなど）。プラットフォームも
エンドポイントも「Webex」ブランドでトータル
に提供が可能です。

シンプルで高品質な
ビデオ会議を実現する

BlueJeans
シンプルで高品質なクラウド会議サービスの老
舗。用途に応じた3つのサービス「BlueJeans 
M e e t i n g s」「B l u e J e a n s  E v e n t s」
「BlueJeans Gateway for Microsoft 
Teams」を提供します。

Polyの製品群が
ネイティブサポートする

Zoom
ミーティングやセミナーをオンラインで開催可能
な「Zoom」は、世界中でユーザーが急拡大して
いるサービスです。「Zoom」とネイティブ&高品
質に接続できるPoly G7500やStudio X 
ファミリーなどPolyのビデオ会議端末との組み
合わせを提案。

BlueJeansについて詳しくはP10-11をご覧ください。

目に見える機器ではなく、あくまでもサービスなので、利用イメージの想定が難しいかもしれません。
そこでプリンストンでは、各サービスのトライアルをご用意しました。

「クラウドサービス」の導入を検討中だけど、
利用するシーンを想定しても、いまひとつ実感が持てない。

04 05

2021/冬号　Princeton　P04-05　初校



PoE対応ギガスイッチングHUBもあります。詳しくはP.29をご覧ください。     

Studio P5

高性能WEBカメラ

ZOOMライセンスの導入もプリンストンにご相談ください。
Poly Studio XファミリーやPoly G7500などの新世代のモデルは、
「Zoom」をネイティブサポートしています。

プリンストンは、個人向けヘッドセットから音声/ビデオ会議、会議インフラソリューション
まで、Polyのすべてのカテゴリーのアイテムの販売から導入・アフターサービスを提供できる、
国内でも唯一のPoly認定ディストリビューターです。

DISTRIBUTOR

Voyager シリーズ

Sync 20　 

2021年 Red Dot Award Product Design 受賞

従来のビデオ会議接続はもちろん、
ZoomやMicrosoft TeamsのWeb
会議接続にも対応した新世代のビデ
オ会議システム。ワイヤレスプレゼン
テーション機能なども搭載し、利便性
を大幅に向上しています。

G7500

1080pフルHD映像に対応で、鮮やかな
色再現で高品質な映像を実現。声をしっ
かりと拾う指向性の高い高性能マイクや
プライバシーシャッターも搭載。

Trio シリーズ　

SoundStation2 シリーズ　

新世代端末であるPoly G7500に匹
敵する高性能を、シンプル設計のコン
パクトなビデオバータイプの筐体に集
約。従来環境でもクラウドでも、小さな
スペースやハドルルームから大会議室
までを有効活用できます。

Studuo X ファミリー

コンパクトでスタイリッシュなボディ
に、業界トップクラスのビデオ会議技
術を凝縮。臨場感あふれる高品質な映
像と音声、シンプルな操作性、柔軟な
拡張性を備えています。

アナログ（PSTN）回線でも高品質な音声会議を
実現。3つの高感度マイクで360°の音声をしっか
りと集音します。

音声会議システムとしてだけでなく、ビデオ会議およ
びコンテンツ共有システムの際の、マイク、スピーカー、
タッチ操作デバイスとして利用可能。小規模から大規
模まで、多様なコミュニケーションニーズに応えます。 カラータッチスクリーンで通話や会

議など簡単に操作が可能。 声の抑
揚まで聞き逃さない、受賞歴のある
Polyのオーディオ テクノロジーを
搭載しています。
Microsoft Teamsにも対応。

高品質な音声およびビデオコミュニ
ケーションを提供し、マイクロソフトな
ど幅広いユニファイドコミュニケー
ション環境と統合が可能な高機能IP
電話機ソリューションです。

RealPresence Group
シリーズ

ビデオ会議システム 

ヘッドセット個人会議用ディスプレイ

VVX シリーズ

CCX シリーズ 

デスク向けIP電話機

音声会議システム

グループ会議向けUSBビデオソリューション

USB/Bluetoothマイクスピーカーフォン

パーソナルUSBビデオバー

Studio P15
4K高精細カメラ、パワフルなマイクとス
ピーカーが一体となった高性能なUSBビ
デオバー。エグゼクティブメンバーのオン
ライン会議にも適した、高品質な映像と音
声環境を提供します。

ハドルルームではSync 40、中規模
な会議室ではSync 60の利用が最
適。どちらもケーブル一本でUSB-A
/USB-Cの接続選択が可能で、また
Bluetoothで2台をペアリングするこ
とで、より大きな部屋での利用にも対
応します。

Sync 40 / Sync 60

この１台をUCクライアントのパソコンにUSB接続
するだけで、音声も映像も、ビジネス品質のビデオ
会議がすぐに可能。会議の参加者が設定などに煩
わされず簡単に使用できます。

ハドルルームやさまざまなサイズの会議室でも、ビデオ会議やWeb
会議、音声会議などを高品質に実施できる製品群です。また、
BlueJeansやZoom、Microsoft Teamsの会議でも、シームレス
に活用できます。

ハドルルームから
大会議室まで、ミーティングや
会議向けの製品群

テレワークなどが広がりつつある昨今、パーソナル用途だとしても、ビ
ジネス品質はもはや常識。パソコン内蔵、あるいは安価なカメラやマイ
ク、スピーカーでは、映像が暗かったり粗かったり、音声がしっかり伝わ
らなかったりノイズが大きかったりします。仕事の効率や評価を高める
ためにも、品質が約束された製品がおすすめです。

テレワーク、外出や出張時、
オフィスの自席など、
パーソナル向けの製品群

Blackwire シリーズ

Studio

Studio P21

テレワークから大会議室まで、高品質コミュニ  ケーションのグローバルカンパニー

個人向けから会議室用まで使用可能なマイクスピーカー
フォンです。USBとBluetoothで機器に接続して、簡単
に利用可能。また、モバイル機器の充電にも対応します。

スリムでバッテリー内蔵のパーソナル
タイプ。携帯ケースやストラップ付属
で、持ち運びに便利です。

4K+の超高精細カメラを2台と高性能マイクを内蔵し
た、中～大会議室に対応する新しいカメラシステム。
Poly DirectorAI技術で、優れたカメラ制御を実現。
USB接続でG7500やパソコンと接続して利用可能。

Studio E70

業界をリードする高い品質のビデオ・音声会議システムで、参加者全員が同じ空間で語り合うような一体感を生む臨場感を実現します。
安定した会議品質に加え、誰もが使いやすい操作性と一元的な運用管理ソリューションで、多くの企業や団体などからの絶大な信用を獲得。
幅広いラインアップと拡張性で、企業と顧客、組織と個人などとの生産性の高いコラボレーションを促進し、ワークスタイルの多様化に   貢献しています。

Bluetoothでパソコンやスマホなどに簡
単に接続が可能です。風切り音などの屋
外の雑音も低減できるコンパクトで軽量
な無線ヘッドセット。

周囲の雑音を削減するノイズキャンセルマ
イク搭載。長時間の使用を想定し、人間工
学に基づいたデザインで装着疲労を軽減
させる有線タイプのヘッドセットです。

高精細カメラと高音質マイク＆スピーカー
を搭載した、パソコンとUSB-Cケーブル
一本で接続して利用可能な21型オンライ
ン会議向けディスプレイ。

NEW

NEW

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 0706
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PoE対応ギガスイッチングHUBもあります。詳しくはP.31をご覧ください。     

ビジネスを変革する、強力なコラボレーションエクスペリエンス。

会議室が、アイデアに集中できるシンプルな空間に生まれ変わります。離れた場所にいる
メンバーとも資料や情報だけでなく、考えや気持ちまで共有できます。

Webex Desk シリーズ

■どんな場所でもチームの想像力を発揮できる。

専用アプリを使用して、あらゆるデバイスからビデオシステムを制御。柔軟な互換性により、
システムをオンサイトで稼働させてもクラウドに移行しても、接続を維持できます。

■デバイスとアプリを効果的に連携できる。

自動スリープ解除により、参加者が会議室に入ると、ビデオシステムの電源が自動でオン。
会議を始める際に、リモコンやボタンの操作に手間取ることはありません。

■利用と同時にデバイスを有効化する。

すべてのデバイスが高解像度を約束。会議参加者全員を、
同じ部屋にいるかのように鮮明に映し出します。

高精細かつ高品質なカメラを搭載したタッチスクリーン一体型のデスクトップ向けモ
デル。利用者の顔を追尾し、相手に見やすい映像を映し出します。AIを活用した非常に
優れたノイズキャンセル機能で、大きなノイズから紙をめくる音までしっかりカットし、
相手に聞き取りやすい音声を届けます。パソコンを利用しないので、パソコンの性能に
依存しない安定した会議接続が可能です。
パソコンとUSB接続して、Webexやさまざまなビデオアプリでも利用できるWeb
カメラもあります。

Webex Room シリーズ
小規模会議室から講堂レベルの大きな会議室まで、参加人数や部屋の広
さに合わせ豊富な製品をラインアップ。広い部屋では、適切なパン、チル
ト、ズームに対応したカメラを選べるモデルにする必要があります。また、
会議用のモニターも一緒に導入するなら、オールインワンタイプもおすす
めです。

Webex Board シリーズ
チーム コラボレーションに必要なあらゆる機能をワンタッチで使用可能。
プレゼンテーション、ホワイトボード、ビデオ会議または音声会議、さらには共
有コンテンツへの注釈付けなどをワイヤレスで実施できます。

Cisco Headset シリーズ
軽量で、優れた音響性能と強力なノイズキャンセリング機能を実現。セット
アップや管理も簡単で、有線およびワイヤレスの幅広いモデルをご用意し
ています。

■あらゆる場所からメンバーが集合できる。

Webexは、あらゆる働き方を支援し、あらゆるビジネスを前進させるコラボレーションプラットフォ     ームです。
流動的でありながら綿密なビジネスコミュニケーションを実現。より自由に、より強固に、ビジネス      コミュニケーションの最適解を提示します。

コラボレーションを促進する画期的なツール。どこから参加      しても、お互いのアイデアを明確に伝えられ、
チーム全員のアイデアをリアルタイムで発揮、Webexを最大      限に活用できます。さまざまなサイズのミーティングルームに対応するモデルをラインアップしています。

Webex

Webex Devices

シスコ プレミア認定パートナー

チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージを
やり取りできます。メッセージはすべて暗号化さ
れ、情報の機密保持の面でも安心です。また、ユー
ザー名を指定して書き込むと、相手に通知される
「メンション」機能や、任意のメッセージに付与で
きる「フラグ」機能などを標準装備。検索やフィル
タリングももちろん可能です。

書く
ビジネス メッセージング

聞く、話す
場所や端末の制限なく、Webexアプリの「通話」
ボタンを押すだけでビデオ通話を開始。もちろん
複数参加のビデオ会議も可能です。Webexアプ
リだけでなく、オフィスのハドルルームや会議室
のビデオ会議システムからもWebexのビデオ会
議に参加できるので、個人間から拠点間まで幅広
く対応します。

メールに添付できないような大きなサイズのファ
イルでも、メッセージのやり取りと同じ感覚で簡
単に形式を問わず共有できます。ファイル検索や、
誤 ってアップし た 場 合 の 削 除 も 可 能 。
Microsoft Officeのファイルや、JPEG、
PNGの画像ファイルは、Webexアプリ上で直接プ
レビューできます。

共有する

オンラインセミナー向けのWebexサービス。企業/学校の説明会
やオリエンテーションなど、中～大規模のオンラインセミナーやイ
ベント開催に最適です。

オンラインでの授業やトレーニングに最適なWebexサービス。最
大1,000名まで参加可能なオンライントレーニング向けの
サービスです。

Webex Events Webex Training

描く
Webexアプリでホワイトボード機能を使い、スマ
ートフォンやタブレット、タッチ対応パソコンで
図などをライブで共有しながら会議が可能。
Webex Boardはデジタルホワイトボードとし
て、Webexアプリでライブにホワイトボードを
共有し、Webex Boardに投影した資料をキ
ャプチャーして注釈を加えることも可能です。

ファイル共有／閲覧

ホワイトボード機能ビデオ会議／Web会議

プリンストンは、シスコのコラボレーションソリューションをお客様へ提供する上で必要な、   提案力および技術力、サポート力が保証された「プレミア認定パートナー」（Cisco Premier Certified Partner）です。
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08 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 09製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp

先進のコラボレーションツールをクラウドで提供するWebex。そして用途・シーンで選べる多彩なエンドポイントにより、ビジネスの   あり方に変革をもたらすビジネスコラボレーション環境を容易に構築できます。



高い信頼性を誇るBlueJeans。
シンプルで安価に利用できるうえに、高品質なビデオ会議、音声会議を実現するBlueJeansは、
高い実績や信頼性も得ています。

◆Polyのアライアンスパートナー
国内実績も充分なPolyとは、お互いにアライアンスパートナー関係を締結。

◆海外での実績
欧米では、SMBはもちろん、数多くのエンタープライズでの導入実績があるメジャーブランド。

◆各国のグローバル企業も認める万全のセキュリティ
通信データ暗号化基準AESをサポートし高いセキュリティを実現。
アメリカ公認会計士協会（AICPA）が定めるセキュリティ、可用性およびデータの機密性に関する内部統制保証基準SOC2 & SOC3を取得。

さまざまなデバイスをシームレスにつなげるBlueJeans。

※シスコやマイクロソフトなど、多様な会議システムとの接続も可能です。

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp

and more

10 11

BlueJeansがシンプルで高品質なビデオ会 議を実現する。
クラウドサービスで構成がシンプルなので接続も簡単です。エンドポイントの種類によらず、
３～４ステップでビデオ会議を開始可能。管理や分析も、Webベースでシンプルに行えます。

BlueJeans のテクノロジーパートナーであるPoly製品なら接続認証済
みです。新たにPoly Studio X ファミリーは、BlueJeans用のルーム端
末として動作するモードを搭載。これによりStudio X ファミリーは、
BlueJeansにネイティブに統合されたルーム端末※として、さらに簡単か
つ便利にBlueJeansの会議に接続できるようになります。

※BlueJeansサービスへStudio X ファミリーを登録するために、BlueJeans 
Rooms ライセンスが必要です。

新規のデバイスだけではなく、すでにお持ちのどんなデバイスでも、対応が可能です。

規模や環境など、クラウドサービスのさまざまな利用方法を網羅する、3タイプをご用意しています。

BlueJeans Meetings

BlueJeans Events

1会議あたり最大200端末の接続可能。
高額なサーバーは不要。異なる機種、異なる環境でも、
最大200端末までの大規模なビデオ会議を可能に。

さまざまなデバイスで会議に参加。
専用のパソコンやモバイルアプリ、Webブラウザー（Web-RTC）からの会議
参加はもちろん、Polyやドルビーなどの大手メーカーのビデオ会議のエンドポ
イント（ルーム端末）も、BlueJeansのクラウド会議に簡単に接続できます。

高精細な画面共有、臨場感あふれる音声再現。
高品質な画像（720pのHD映像）や音声を共有すること
が可能です。推奨エンドポイントであるPolyやドルビー
製品の臨場感あふれる画質と音質のポテンシャルを余す
ところなく再現できます。

1つのイベントでの参加人数が最大50,000名まで拡大。
セミナーや展示会などのオンライン向けのイベントライセンス。一斉
に最大50,000端末への配信が可能となりました。

BlueJeans Gateway for Microsoft Teams

Microsoft Teams認証取得サービス。
Office 365のサービスとして提供されているコミュニケーションツール
であるMicrosoft Teamsの認証を取得していますので、安心して利用
できます。

ニーズに合わせた導入プランを
1年間のサブスクリプション契約で提供。

H.323/SIP端末をMicrosoft Teams会議に
シームレスに接続可能。
Microsoft Teamsと、PolyなどのH.323/SIP準拠のビデオ会議端末をシー
ムレスに相互接続するためのクラウド接続ゲートウェイサービスです。

高精細な画面共有、臨場感あふれる音声再現。
高品質な画像（720pのHD映像）や音声を共有すること
が可能です。パソコンやモバイル端末はもちろん、Poly
などのルーム端末からでも、高品質なオンラインイベン
トに参加可能です。プレゼンターも最大150名参加可能に。

イベント中の講師などを担当するプレゼンターも150名まで参加可
能に拡大。複数のプレゼンターが同時参加するパネルディスカッ
ションも可能です。

サポート機能も充実。
資料画面の共有、参加者からの発言、テキストでの質問や
回答、参加者へのアンケート、イベント録画や録画配信、
Facebook LiveなどのSNS連携など、さまざまな機能も
活用が可能です。

ニーズに合わせた導入プランを
1年間のサブスクリプション契約で提供。
会議主催者とライセンスが紐づいた「Named Hostプラン」（1ライセ
ンスから契約可能に）や、同時に会議接続するユーザー数で契約可能
な「Concurrent Connectionsプラン」（4ライセンス～）など、会議
の運用方法やユーザー数に合わせた導入プランをご用意しています。

BlueJeansのサービスは、
導入しやいプラン、導入しやすい価格に刷新されました！

STEP1

STEP2

STEP3

会議開始！STEP4

サポート機能も充実。
会議中のチャット、資料画面の共有、会議録画や録画配
信、OutlookやGoogleカレンダーとのスケジュール連
携、Facebook LiveなどのSNS連携、Command 
CenterによるWebベース管理など、さまざまな機能も
活用が可能です。

ユーザーの所有するH.323/SIP端末全数に接続ライセン
スを付与する「Microsoft Teams Roomプラン」、利用中
のMicrosoft Teamsアカウント全数にライセンスを付
与する「Enterprise Licenseプラン」、Teams会議に同
時に接続するH .323/S I P端末数分の契約プラン
「Concurrent Connections （Ports） プラン」（4ライセン
ス～）の中から、Teams会議接続の運用方法に合わせた
導入プランを選択できます。

招待メールで会議接続情報を受け取る

  Poly端末で、
接続する会議のアドレスを入力してコール

会議IDとパスワードを入力

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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プリンストンが支える、
GIGAスクール構想。

カメラとマイク、スピーカーが一体となったUSBカメラデバイス。専用のネット
ワーク不要でパソコンにUSB接続して、すぐに使用できます。また、さまざまな
Web会議サービスのソフトウェアと組み合わせて利用が可能です。

教師と児童生徒たちが離れた場所から授業に参加したり、別の学校と共同
で課題に取り組んだり、過疎化や教師不足なども考慮したGIGAスクール
構想の要であるオンライン環境は不可欠。それらを実現するには、簡単で
安全なWeb会議サービスが必要です。

「GIGAスクール構想」とは、多様な児童生徒たちを誰も取り残すことなく、
1人1人に最適化されたICT環境を実現するための国を挙げて取り組む教育改革のこと。
「1人1台の学習用端末の準備」「高速大容量の校内通信ネットワークの整備」「学習ツールなどのクラウド化」
などとされていますが、その先のことを見据えれば、実際には、よりきめ細かい準備が必要です。
プリンストンは、そうした教育改革を支える製品を数多く取りそろえています。

Poly Studio
Web会議用USBカメラデバイス

Web会議サービス

P.8
BlueJeans

P.10
Webex

P.7
Zoom

タブレットなどに手書きで入力するため
のタッチペンは便利なだけでなく、書き
取りや情報の整理など、ICT環境下の学習
には欠かせないツールです。
iPad用アクティブスタイラスやGIGA
スクール構想向け汎用アクティブスタイラス
ペンなどがあります。

タッチペン PSA-TPR05-BK

PSA-TPR04/GG

PPS-PD65CP.27

P.35
P36、37

急速充電器

パワーデリバリー対応のケーブル一体型
軽量充電器。家庭に持ち帰った端末を使用
する際にも、学校で急速充電が必要な際
の予備充電器としても
活用できます。

P.26

手元の資料や被写体を大画面モニ
ターやプロジェクターに見やすく
高画質表示。4Kの素材も対応モニ
ターなどへHDMI出力が可能です。

PDP-4K13

ドキュメントカメラ

複数の端末やコンテンツを4分割/2分割
で同時に表示可能。また4KのHDMI出力
にも対応しています。 P.25

P.7

EZCast Pro BOX2

ワイヤレス
プレゼンテーション

タブレットなど耐衝撃ケース

タブレット用の耐衝撃ケースをはじめ、ノートパソコン用スリーブやバック
パックなどをラインアップするUAG。高さ122cm、26方向（8角、12稜、
6面）の製品落下試験と、規定された米軍採用品の選定に用いられる
「MIL（ミル）規格」をクリアし、耐衝撃性に優れています。
iPadの各シリーズに対応したケースや各社のタブレットを持ち運ぶ際に
便利で安心なスリーブケースをご用意しています。

SLEEVE

For iPad

お手持ちのタブレット端末とkubiをつなぎ、 WebexやZoomといったテレビ会議アプリケーションを使用することで、通話先の相手
が目の前にいるかのような新しい感覚のビデオコミュニケーションが可能になります。
kubiは、本体に装着したタブレット端末を左右300°/上下90°の範囲で自在にリモート操作できる、新感覚のテレプレゼンスロボットで
す。まるで自分の分身のように、会話に合わせてうなずいたり、発言者の方向を見たり、室内を見回したりと、インタラクティブな動作が可能
で、その動きにはきっと"体温"を感じるはず。

授業のリモート参加などでも体温を感じられる
新感覚のテレプレゼンスロボット「kubi」。

H.460ファイアウォールトラバーサルに対応

H.323ゲートキーパーを内蔵
EdgeProtectシリーズは、企業ネットワークのセキュリティを確保しながら、ネットワーク内外
のビデオ会議端末とのシームレスな接続を実現するセッションボーダーコントローラー。H.323
ゲートキーパーやH.323およびH.460NAT/ファイアウォールトラバーサル、アクセスプロキシ
機能などを搭載し、外部からでも簡単につながるビデオ会議接続環境を構築できます。

同時制御通話数（ビデオ通話）

端末レジストレーション

外部ネットワークとの接続

H.323ゲートキーパー内蔵

H.460NATサポート

ポリコムソフトウェア端末の
プロビジョニング

外部端末に対する
プロキシサーバー

○

○

1000端末

25セッション

×

×

×

プロビジョニング機能を省いた
シンプルなH.323ゲートキーパーモデル

EdgeProtect 7301 LITE

○

○

1000端末

５～100セッション※

○

○

○

EdgeProtect 7301
最大100セッションのビデオ通話を
制御可能な大規模対応モデル

ビデオ会議環境を改善。
外部からの接続やモバイル端末での
参加が容易になります。
ビデオ会議端末内蔵の多地点接続機能と組み合わせれば、モバイル端末やパソコ
ンを利用した小規模（4～8拠点）の多地点接続環境を省コストに構築できます。

InternetLAN

EdgeProtect

3G/4G/Wi-Fi

会議室

社員
個人端末

パートナー

遠隔授業やテレワークなどで利用するビデオ会議。離れた場所にいることを忘れられるほど、機器や環境は高品質になりつつ
あります。さらに「kubi」を活用すれば、親しみや温もりまで感じられて、心が通い合うコミュニケーションを実現できます。

ネットワーク内外での
ビデオコミュニケーションを
簡単かつセキュアに。
ビデオ会議用セッションボーダーコントローラー
「EdgeProtect」の導入で、ネットワーク内外での
シームレスなビデオ会議接続が可能です。

※ビデオ通話200セッションまでの制御はカスタム対応となりますので、事前に弊社までご相談ください。

ミーティング
デスク

kubiセットアップからmeetingまで
①「kubi」にお手持ちのタブレット端末をセット ②タブレット端末に

KUBI connect
をインストール ③各種ビデオ

会議システムを
使って運用
スタート!

kubi classic kubi plus

標準サイズの
タブレットに
対応する
スタンダードモデル

7～10.5インチの
タブレット端末に対応 

大画面タブレット
対応モデル

8～13インチの
タブレット端末に対応

型番
サイズ
質量
タブレット画面サイズ
消費電力

対応端末

W:6.1cm × L:6.1cm × H:28.4cm（ベース非装着時）
本体重量　340g、ベース装着時重量　680g
7～10.5 インチ
10W

iPad3/4/5/6、Air 2、iPad Pro、iPad Miniに接続可能　※iPad Proはkubi plusのみ対応可
タブレット厚さ0.4センチ（10mm）　iOS 6.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touch対応　タブレット厚さ 最大 0.4インチ（10mm）　Android 要件　4.3 以上

W:6.1cm × L:6.1cm × H:28.4cm（ベース非装着時）
本体重量　340g、ベース装着時重量　680g
8～13 インチ
10W

KU-CLAX-01 KU-PLUX-01

12 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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育

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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提案力
社内に「ATEN認定技術者」が常駐
し、15年以上のATEN販売経験
と、国内販売の全製品を取り扱える
高い技術力を有し、カテゴリーの
異なる製品を複雑に組み合わせた
ソリューションプランも提案します。

ATENの導入は、豊富な実績と提案力のプリンストン。
綿密なヒアリングを通じお客様の課題を的確に抽出します。課題解決に向けたプランニングや構成提案、製品の運用支援までを一貫体制でご提供。
ニーズに合った質の高いサービスを徹底しています。プリンストンは「提案力」「構築力」「サービス力」「サポート力」が違います。

構築力
ニーズに合致した構築サービスで、
プリンストンは他の追随を許しま
せん。ATEN製品だけでなく他社製
品群も含めた詳細な画面設計・カス
タマイズを実現。お客様が意識して
いない要望までカタチにします。

サービス力
ATEN製品に関する不満や疑問点
を事前に解消できるよう、プリンス
トンではお客様ファーストの小回り
が利くサービスを実行。主要製品は
在庫を保有、お急ぎの場合でも迅
速なデリバリーが可能です。

サポート力
独自のコールセンターで、ご相談・ご
質問にいつでも応えるほか、ATEN認
定技術者、営業担当者、メーカー技術
者の連携で高度なテクニカルサポー
トが可能。内容によっては実地でのト
ラブル解決にあたります。

■ 不具合が発生した場合に交換品（良品）をお届けしますので、システム運用のダウンタイムを最小限に抑えられます。
■ 不具合品の撤去や交換品（良品）の設置はフィールドエンジニアが行いますので、社内に専門家がいなくても安心です。
■ 製品や状況に応じて、最大5年間までのプランを選べます。

サポートをさらに強化するオンサイト保守もご用意。
プリンストンは、ご購入のATEN社製品を安心して使用してもらうためのオンサイト保守サービスをご用意しています。
万一の不具合発生時には、フィールドエンジニアが設置場所へ訪問して対応します。

●対象製品は、ドロワー、KVMスイッチ、CPUモジュールです。※一部対象外製品があります。
●KVMドロワー+CPUモジュール、KVMスイッチ+CPUモジュールでのサービスには割
引設定があります。

　※組み合わせなど条件があります。

対象製品などについて
●オンサイト保守サービスご利用のためには、ATEN社の「先出しセンドバック保守」に
　併せて加入が必要です。
●製品導入時にご加入ください。機器ご購入30日経過後は加入できない場合があります。
●オンサイト保守サービスは更新できません。
 製品・サービス詳細情報はこちら → www.princeton.co.jp/aten/

注 意事項

柔軟な統合ソリューションで力を発揮するAV分野とKVM関連で
リーディングカンパニーとして知られるIT分野をともに有し、それぞれ
の分野で高品質な製品やサービスを提供。さらにATENは、これら
2分野の強みの相乗効果を実現し、4K解像度や圧縮技術、セキュリ
ティや信頼性・互換性の向上、簡単な操作性など、あらゆる面でAV
とITを高水準で融合しています。

AVとITの融合で
高い品質を提供するATEN。

限られたスペースの運用効率を
最大化する、ATENのドロワー。
限られ たスペースで運用効率を最大化する必要のあるテレコム、
放送、および監視サーバールームなど、サーバーラックを利用する
シーンに特化して設計されているATENのドロワー。サーバーラック
内の空間を最適化するソリューションです。

ドロワーのラインアップ
さまざまな環境や接続するサーバーに応じた、ドロワーの種類やインターフェースをご用意しています。

要件やシーンに合わせた推奨モデル
具体的な要件を想定した推奨モデルは以下の通りです。

ATENのドロワーが選ばれる理由
ATENのドロワーは、長年の実績による豊富な機能や特長を備えています。

■ オールインワン設計
LCDパネル、キーボード、およびタッチパッドを、
1Uサイズの筐体にすべて組み込んだオールインワン設計。

■ 接続サーバーを制御
接続されたサーバーの制御を容易にし、
複数サーバーの一括管理・操作を可能とします。

■ マルチOSに対応
PC※1/およびSunに対応。

■ 手元を照らすLEDライト
キーボードとタッチパッドを照らすためのLEDライトを搭載。
サーバールームなど、低照度条件下での視認性と作業性を向上させます。

■ 簡単な設置方法
「イージーセットアップラックマウントキット」の使用で、
本来は２人以上必要な設置作業を、１人で行うことが可能。

■ マルチビューディスプレイ
クワッドビュー、ピクチャ・イン・ピクチャ（PiP）、
ピクチャ・バイ・ピクチャ（PbP）、ピクチャ・オン・ピクチャ（PoP）の表示
モードで、1つの画面上で最大4つのビデオソースを表示、制御が可能。

■ マルチインターフェース
DP※2/HDMI/DVI/VGAの豊富なインターフェースに接続可能。

KLシリーズまたは KH15xxと
LCDコンソールドロワーの組合せ

※1  PCキーボードでMacおよびSunファンクションキーをエミュレート。　※2  SPHDモデルには、 CV190で対応可。　※3  各インターフェース専用のKVMモジュールを使用します。　
※4  シリアルは、 KVM over IPモデルのみ使用できます。

VGA VGA　　　  DVI            HDMI VGA　　　  DVI　　　　 HDMI

DP    　　　 シリアル※4　　Sun

コンソールドロワー

KVM接続用のインターフェース

KVMドロワー IP-KVMドロワー

SPHD
（Special High Density connector） 標準ビデオコネクター RJ-45 ※3

キーボード、マウス、モ二ターを統合したシングルポー
トKVMコンソール。ユーザーは拡張用に互換性のある 
KVM スイッチを選択可能。

キーボード、マウス、モニター、および4/8/16ポート 
KVM スイッチを統合したオールインワン設計

リモートアクセス機能を備えたKVMドロワー

KVMスイッチまたは１台のサーバーに接続

SPHDは、ATEN独自開発のコネクターです。

4/8/16台のサーバーに接続 Over IPで8/16台のサーバーに接続

DP

「自社のサーバーには、VGA・DP・HDMIな
ど、複数のビデオインターフェースがあるが、
1台のLCD KVMドロワーで管理したい」

要件①

「自社のLCDドロワーには、ワイドスク
リーンとFHD解像度のパネルが必要」

要件②

「セキュリティ上の理由で、ユーザー操作も
記録でき、自社のサーバーにリモートアク
セスできるLCD KVMドロワーが必要」

要件③

CL3800NW、CL3884NW、
CL6700MW、CL6708MW

CL5708iM、CL5716iM、CL5708iN、CL5716iN、
KL1108VN、KL1116VN、KL1508AiM、
KL1516AiM、KL1508AiN、KL1516AiN

接続対象・
接続数

接続対象・
接続数

接続対象・
接続数

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp14
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大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

モデルと特長 ディスプレイポートモデル
DisplayPort端子採用で最新のオフィス用PCに対応。

マルチポートモデル
DisplayPort、HDMI含む4端子

採用で
使用PCを選ばない高い汎用性。

マルチアングルスタンドモデル
柔軟なスタンド調整機能で、作業環境に適した

画面位置のセッティングが自由自在。

スクエアモデル
改正RoHS指令（RoHS2）に準拠し、その他各種規格・
基準にも対応した省エネかつ環境配慮型のスクエアモデル。

    

画面サイズ 27型 23.8型 21.5型 21.5型 23.8型 27型 23.8型 19型 17型

型番 PTFBLD-27W
PTFWLD-27W

PTFBLD-24W
PTFWLD-24W

PTFBLD-22W
PTFWLD-22W

PTFBLE-22W
PTFWLE-22W

PTFBFE-24W
PTFWFE-24W PTFBLD-27S PTFBLD-24S PTFBLT-19

PTFWLT-19
PTFBLT-17
PTFWLT-17

カラー ブラック・ホワイト ブラック・ホワイト ブラック ブラック・ホワイト

縦横比 16:9 16:9 16:9 5:4

パネルタイプ ノングレア ノングレア ノングレア ノングレア

最大表示面積（mm） （W）597.888×（H）336.312 （W）527.04×（H）296.46 （W）476.64×（H）267.786 （W）527.04×（H）296.46 （W）597.888×（H）336.312 （W）527.04×（H）296.46 （W）374.784×（H）299.8272 （W）337.92×（H）270.34

画素ピッチ（mm） （W）0.3114×（H）0.3114 （W）0.2745×（H）0.2745 （W）0.248×（H）0.248 （W）0.2745×（H）0.2745 （W）0.3114×（H）0.3114 （W）0.2745×（H）0.2745 （W）0.2928×（H）0.2928 （W）0.264×（H）0.264

最大表示解像度 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1280×1024

最大表示色 約1677万色 約1677万色 約1677万色 約1677万色

視野角 水平方向178度、垂直方向178度 水平方向178度、垂直方向178度 水平方向178度、垂直方向178度 水平方向178度、垂直方向178度 水平方向170度、垂直方向160度

コントラスト比 1,000:1 1,000:1 1,000:1 1,000:1

ダイナミックコントラスト比 5,000,000:1 1,000,000:1 1,000,000:1 5,000,000:1 8,000,000:1 5,000,000:1 1,000,000:1 1,000,000:1

最大輝度 250cd/m2 250cd/m2 250cd/m2 250cd/m2

応答速度 14ms （中間色）、オーバードライブ5.6ms 
（中間色）

14ms （中間色）、オーバードライブ5ms 
（中間色）

14ms （中間色）、オーバードライブ5.8ms 
（中間色）

14ms （中間色）、オーバードライブ
5.6ms （中間色）

15ms （中間色）、オーバードライブ1: 
7.3ms （中間色）、オーバードライブ2: 
4.2ms （中間色）

14ms （中間色）、オーバードライブ5.6ms 
（中間色）

14ms （中間色）、オーバードライブ5ms 
(中間色）

14ms（中間色）、オーバードライブ約5ms
（中間色） 5ms

入力信号コネクター ビデオ：VGA（D-SUBミニ15ピン）×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1
ビデオ：VGA（D-SUBミニ15ピン）×1、
DVI-D×1、DisplayPort×1、HDMI×1、
サウンド：3.5mmステレオミニジャック×1

ビデオ：VGA（D-SUBミニ15ピン）×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド：
3.5mmステレオミニジャック×1

ビデオ：VGA（D-subミニ15ピン）×1、DVI-D24ピン（HDCP対応）×1、サウンド：3.5mm
ステレオミニジャック×1

出力信号コネクター 3.5mmステレオミニジャック×1 - - 3.5mmステレオミニジャック×1 -

スピーカー ステレオスピーカー 1W×2 ステレオスピーカー 2W×2 ステレオスピーカー 1W×2 ステレオスピーカー 2W×2 ステレオスピーカー 1W×2 ステレオスピーカー 2W×2 ステレオスピーカー 1.5W×2 

メニュー言語 日本語（初期設定）、英語

日本語（初期設定）、英語、フランス語、ド
イツ語、中国語（簡体中文）、イタリア語、
スペイン語、 ポルトガル語、トルコ語、
ポーランド語、オランダ語、ロシア語

日本語（初期設定）、英語 日本語（初期設定）、英語 

色温度設定 クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定 暖色、冷色、ユーザー設定 クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定 sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザーカラー設定

ブルーライト削減機能 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

フリッカー削減機能 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

チルト角 約-4～20度 約-5～18度 約-4～18度 約-3～17度 約-3～18度 約-5 ～ 20度 約0 ～ 20度 

スイベル角 - - 左160度、 右160度 -

回転 - - 右90度 -

高さ調整 - - 130mm -

電源 本体内蔵AC100V 50/60Hz 本体内蔵AC100V 50/60Hz 本体内蔵AC100V 50/60Hz 本体内蔵AC100V 50/60Hz 

消費電力 最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリープ
モード: 0.11W、オフモード: 0.09W

最大: 25W、通常使用時: 13.4W、スリープ
モード: 0.15W、オフモード: 0.14W

最大: 20W、通常使用時: 13.3W、スリープ
モード: 0.2W、オフモード: 0.2W

最大: 20W、通常使用時:9.4W、スリープ
モード: 0.11W、オフモード: 0.09W

最大: 25W、通常使用時: 14W、スリー
プモード: 0.24W、オフモード: 0.25W

最大: 27W、通常使用時: 13.9W、スリー
プモード: 0.11W、オフモード: 0.09W

最大: 25 W、通常使用時: 13.4W、スリー
プモード: 0.15W、オフモード: 0.14W

最大: 22W、通常使用時: 11.5W、スリープ
モード: 0.2W、オフモード: 0.2W

最大: 18W、通常使用時: 9.1W、スリープ
モード: 0.2W、オフモード: 0.2W

質量 スタンド部含む: 約4.5kg
パネル部のみ: 約4.2kg

スタンド部含む: 約3.5kg
パネル部のみ: 約3.2kg

スタンド部含む: 約3.1kg
パネル部のみ: 約2.8kg

スタンド部含む: 約2.8kg
パネル部のみ: 約2.5kg

スタンド部含む: 約3.5kg
パネル部のみ: 約3.0kg

スタンド部含む: 約6.2kg
パネル部のみ: 約4.2kg

スタンド部含む: 約5.3kg
パネル部のみ: 約3.2kg

スタンド部含む: 約3.1kg
パネル部のみ: 約3.0kg

スタンド部含む: 約2.8kg
パネル部のみ: 約2.6kg

ユニット外形寸法（mm） （W）612×（H）478×（D）236 （W）539×（H）392×（D）210 （W）499.2×（H）363.1×（D）169.4 （W）489×（H）372×（D）210 （W）540×（H）409×（D）195 （W）612×（H）406～ 536×（D）225 （W）540×（H）372～ 502×（D）225 （W）407×（H）406×（D）180 （W）370×（H）381×（D）180
対応アーム（VESA規格） 対応（100ｍｍピッチ） 対応（100ｍｍピッチ） 対応（100ｍｍピッチ）※VESAマウントはスタンドで使用されています。 対応（100ｍｍピッチ）

付属品

ユーザーズガイド（製品保証書含む）×1、
VGAケーブル（D-subミニ15ピン 1.5m）
×1、DisplayPortケーブル（1.5m）×
1、HDMIケーブル（1.5m）×1、オー
ディオケーブル（1.5m）×1、電源ケーブル
（1.8m）×1、スタンド台座×1

ユーザーズガイド（製品保証書含む）×1、VGAケーブル（D-subミニ15ピン 1.5m）×1、DisplayPortケーブル（1.5m）×1、HDMIケー
ブル（1.5m）×1、オーディオケーブル（1.5m）×1、電源ケーブル（1.8m）×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1

ユーザーズガイド（製品保証書含む）×
1、VGAケーブル（D-subミニ15ピ
ン 1.5m）×1、DisplayPortケーブル
（1.5m）×1、HDMIケーブル（1.5m）
×1、オーディオケーブル（1.5m）×1、
電源ケーブル（1.5m）×1、スタンド支柱
×1、スタンド台座×1

ユーザーズガイド（製品保証書含む）×1、VGAケーブル（D-subミニ15ピン 1.5m）×
1、DisplayPortケーブル（1.5m）×1、HDMIケーブル（1.5m）×1、オーディオケーブル
（1.5m）×1、電源ケーブル（1.8m）×1、スタンド台座（手回しネジ付き）×1、ケーブルホ
ルダー×1

ユーザーズガイド（製品保証書含む）×1、VGAケーブル
（D-subミニ15ピン 1.5m）×1、DVI-Dケーブル（DVI-D19ピン1.5m）×1、オーディオ
ケーブル（1.5m）×1、電源ケーブル（1.8m）×1、スタンド台座×1

HDMIケーブル ● ● ● ● ● ● － －

J-MOSS Green ※1 ● ● ● ● ● ● ● ●

グリーン購入法 ※1 ● ● ● ● ● ● ● ●

RoHS2 ※1 ● ● ● ● ● ● ● ●

VCCI-B ※1 ● ● ● ● ● ● ● ●

国際エネルギー
スタープログラム ※1 ● ● ● ● ● ● ● ●

学校環境衛生基準 ※1 ● ● ● ● ● ● ● ●

Compatible with 
Windowsロゴ Windows10 Windows10 Windows10 -

PSE（ディスプレイ本体） ● ● ● ● ● ● - -

保証期間 5年間（ただし、使用時間は30,000時間以
内に限る）

3年間（液晶ユニットおよびバックライトの故
障含む）※4

3年間（液晶ユニットおよびバックライトの故
障含む）

5年間（ただし、使用時間は30,000時間以
内に限る）

5年間（ただし、使用時間は30,000時
間以内に限る） 5年間（ただし、使用時間は30,000時間以内に限る） 3年間（液晶ユニットおよびバックライトの故障含む）

延長保証サービス加入対象 ※2 - - タイプ2 - - - タイプ2

オフィス向け ● ● ● ● ● ● ● ●

価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
 

※ 1 認証、適合および取得規格の詳細はP18をご覧ください。※2 延長保証サービスについてはP18をご覧ください。※３ 2020年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。※４ 23.8 型のみ　　2020年 9月1日以降のご購入分は保証期間が5年間（液晶ユニットおよびバックライトの故障含む、ただし使用時間が30,000 時間以内に限る）とし、延長保証サービスは非対象となります。
●液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して製造されていますが、ごく一部に非点灯・常時点灯・画素欠け等の表示が存在することがあります。これらの場合は、有料・無料問わず修理交換いたしかねます。 ●モニター分配器　　およびデュアル VGA（RGB）に対応していない場合があります。 ●一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されることがあります。●保証適応範囲外 : 本製品を運用したことにより生じた、データの消去および破損につ
いて弊社は一切責任を負いません。本製品を運用したことにより生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

16
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液晶ディスプレイ ラインアップ

17製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンなどに接続でき、
デュアルディスプレイにしたり、ミラーリングしたり、
業務効率やプレゼンの効果アップを実現します。

PTF-M156T / PTF-M133T　タッチ機能付きモバイル液晶ディスプレイ

RoHS
指令準拠

文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した液晶ディスプレイです。シックハウス症候
群の原因になるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放散量の指針値が定められてお
り、実環境を想定した検査によってこの指針値を下回っていることを確認しています。

学校環境衛生基準

電子機器から発せられた電磁妨害波がもたらす電波妨害や障害を自主的に規制す
る、―般財団法人VCCI協会によって設けられた技術基準に適合した製品であること
を表します。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）として施行さ
れ、環境負荷低減に配慮した製品の調達を推進し、循環型社会の形成を目指した法律
です。本製品はグリーン購入法の基準に適合する環境配慮型の製品です。

グリーン購入法

国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。機器の消
費電力等に設定された省エネ基準を満たす製品には「国際エネルギースターロゴ」の表示が
認められ、省エネ性能に優れた製品であることを表します。

国際エネルギースタープログラム

J-Mossグリーンマーク

VCCI

資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた6物質が、制限基
準値以下の含有率である製品であることを示すマークです。詳細は下記URLをご参照くだ
さい。
https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html

（注）一般のモデルの液晶パネルおよびバックライトは１年間保証です。

プリンストンの液晶ディスプレイは、全モデルが3年間の長期保証付きです（注）。また資源有効利
用促進法に基づき、使わなくなった液晶ディスプレイを無料で回収し再資源化を実施。導入から
回収までトータルなサービスを提供しています。

長期保証に加え、使用済み液晶の回収・
再資源化（リサイクル）を始めています。

地球環境に配慮した
プリンストンの液晶ディスプレイ。
─真に環境にやさしい製品づくりを目指して─

PCリサイクル・サポート

タイプ1：パネル及びバックライト1年保証モデル
延長保証期間は2年延長、3年延長、4年延長から選べます。

株式会社プリンストンでは、法人のお客様を対象に、液晶ディスプレイ製
品をより長く安心して使用してもらうための延長保証サービスを実施し
ています。
対象製品により異なる2種類のラインアップをご用意しています。対象製
品の保証期間を1年延長、2年延長、3年延長、4年延長から選ぶことで、
メーカー保証と合わせ最長5年まで延長できる保証サービスです。

法人のお客様対象液晶ディスプレイ 
延長保証サービス

ご購入日 1年 2年 3年
（2年延長保証）

4年
（3年延長保証）

5年
（4年延長保証）

パネル及び
バックライトの
故障

パネル及び
バックライト以外の
故障

メーカー保証 延長保証

メーカー保証 延長保証

タイプ2：パネル及びバックライト3年保証モデル
延長保証期間は1年延長、2年延長から選べます。

ご購入日 1年 2年 3年 4年
（1年延長保証）

5年
（2年延長保証）

パネル及び
バックライトの
故障

パネル及び
バックライト以外の
故障

メーカー保証 延長保証

メーカー保証 延長保証

延長保証サービスの保証内容や価格、
お申し込みについてはホームページをご覧ください。 
www.princeton.co.jp/support/warranty.html

EUにて2015年6月4日に公布された(EU)2015/863 改正RoHS指令(RoHS2)に準
拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウ
ム・ポリ臭化ビフェニル（PBB）・ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）・フタル酸ジ-2-エチ
ルへキシル（DEHP）・フタル酸ブチルベンジル（BBP）・フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）・フタ
ル酸ジイソブチル（DIBP）

改正RoHS指令(RoHS2)

■USB Type-C映像入力(DP Alt Mode)に加え、Mini HDMI入力も
　備え一般的なHDMI機器との接続が可能※1。
■広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
■10点タッチパネルで直感的な操作が可能。
■薄型・軽量・スリムベゼルで持ち運びや設置もスマートに。
■スタンドにもなるマグネット式カバーを付属。
■接続に必要なケーブル類を付属。
※1 USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

■モニターのベゼルに引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能。
■3段階（電球色、白色、昼光色）の光色に対応。
■電源/色温度変更/調光は本体前面のタッチセンサーで操作が可能。

画面サイズ 15.6型 13.3型
型番 PTF-M156T PTF-M133T

画面解像度 1920x1080（Full HD） 1920x1080（Full HD）

リフレッシュレート 60Hz 60Hz

アスペクト比 16：9 16：9

コントラスト比 800:1 800:1

輝度 230cd/m2 250cd/m2

パネルタイプ IPS IPS

視野角 水平方向170度、垂直方向170度 水平方向170度、垂直方向170度

タッチ方式 静電容量方式（10点対応） 静電容量方式（10点対応）

スピーカー ステレオスピーカー 1W×2 ステレオスピーカー 1W×2

インターフェース M㏌ i HDMI×1、USB Type-C×2
Micro USB×1、ステレオミニジャック×1

M㏌ i HDMI×1、USB Type-C×2
Micro USB×1、ステレオミニジャック×1

本体寸法（mm） （W）356.2×（H）227.1×（D）9.5 （W）305×（H）193.5×（D）9

重量 792g 530g

電源 12W 7W

価格 オープン価格 オープン価格

RJ45 ストレート より線 8芯 FTTH LANポート接続タイプ 1000BASE-TADSL CATV ISDN

鍵の付いたLANケーブルをHUBやパソコンに接続＆ロックすることで、
ポートの不正使用による個人情報漏えいなどを物理的に防止。

PTC-LP シリーズ　鍵付き L A N ケーブル

［オープン価格］

USBポートから引き抜くとロック画面を表示し
操作を無効化。データ流出を防ぐパソコンの「鍵」。

PUS-UCL5　U S B 接続  セキュリティキー

PMA-SCBAR　　  スクリーンバーライト

自動ログオン機能 パスワード自動認証USB接続タイプ USB2.0 合鍵機能

RoHS対応製品テープやネジ不要 「光出力フリッカー」「ブルーライト光損害」対策製品 Samsung製LED採用

Win10 Win7 ○外形寸法（mm）：（W）17×（D）54×（H）9　○質量：約12gWin8.1/8

LANポート接続タイプ

PTC-LPL
［オープン価格］

PTC-LCL
［オープン価格］

LANケーブル接続タイプ

LANケーブルのコネクターやHUBのLANポート※に
特殊な鍵をかけ、無断接続や不正アクセスを防止。

PTC-LCL / PTC-LPL　 L A N ケーブル・ポートロック

※接続する機器によってはキーユニット部が干渉し、挿すことができない場合があります。

USB接続タイプ

特殊な専用コネクターを差し込んでUSBポートをふさぎ、 
重要データの無断での抜き取り・持ち出しを防止。

PUS-PLS シリーズ　U S B ポートロック

○外形寸法（mm）：（W）72×（D）24×（H）12　○質量：約14g
※本製品は簡易的な製品です。本製品の使用時において情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。

解除キー+専用コネクター４個セット 専用コネクター5個セット

［オープン価格］

PUS-PLC5LB
ライトブルー

［オープン価格］

PUS-PLC5PK
ピンク

［オープン価格］
PUS-PLSPK ピンク

PUS-PLSLB ライトブルー
［オープン価格］

エンハンスドカテゴリー5 対応

③PTC-LPBU3 ブルー（3m）
④PTC-LPBU5 ブルー（5m）
⑤PTC-LPGR3 グリーン（3m）
⑥PTC-LPLG3 ライトグレー（3m） 
［オープン価格］

カテゴリー6 対応

①PTC-LP6BU3 ブルー（3m） 
②PTC-LP6BU5 ブルー（5m）
［オープン価格］

カテゴリー6 対応
専用キーユニット

単品販売

※取り付けには圧着工具が
　必要です。

PTC-LPLP
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）45×（D）15×（H）17
○質量：約12g

○外形寸法（mm）：（W）35×（D）13×（H）14　
○質量：約9g

○質量： ①約130g（鍵2個込：約140ｇ）　②約200ｇ（鍵2個込：約210ｇ）　③⑤⑥約135g　④約200ｇ
鍵部分、ケーブル長については需要に合わせて特注が可能です。※詳しくは取扱販売店様までお問い合わせください。
●すべて同じ鍵で。（50個単位）●すべて別の鍵で。（50個単位）※接続する製品によっては、キーユニット部が干渉して挿すことができないポートがあります。

Security

回してガード。
キャップ紛失の
心配がありません。Win10 Win7

○外形寸法（mm）：（W）54.6×（D）17.1×（H）10.6（コネクター収納時）　○質量：約8g

Win8.1/8 macOS 10.9~10.14

○外形寸法（mm）：（W）460×（D）105×（H）53　○質量：約390g

PFU-XLK/16G［オープン価格］ PFU-XLK/32G［オープン価格］ PFU-XLK/64G［オープン価格］ 

USB接続タイプ USB3.0

PFU-XLK シリーズ　パスワードロック機能付きセキュリティ U S B メモリー

間違ったパスワードを6回連続で入力すると初期化。紛失した場合でもリスクは最小限に抑えられる。

テレワークやリモート授業など、自宅で液晶モニターを
見続ける場合に最適な液晶モニター取付型LEDライト。

■インストールが制限されている環境でも使用できる。
■分解されても安全。
■キャップ紛失の心配なし。

■外出先のパソコンでも使用可能。
■USB3.0対応で大容量データでも快適。
■WindowsとMacの相互やりとり可能。

大切なデータを流失などから守るセキュリティアイテム。

NEW

［オープン価格］

18 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 19製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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PTF-M156T / PTF-M133Tと接続可能な
ケーブル一体型急速充電器についてはP27をご覧ください。



耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き 高耐久

信頼性の高いプロ仕様のpSLC技術を採用し
ドライブレコーダーや監視カメラなどに最適。

PMSDR シリーズ ドライブレコーダー向け高耐久 m i c r o S D カード

PMSDR-32G
PMSDR-64G
PMSDR-128G
［オープン価格］

32GB

64GB

128GB

デジカメやパソコンでの利用に適した
UHS-I U1対応モデル。

PSDU シリーズ　 SDHC/XC カード

PFU-XJF/8GBK
PFU-XJF/16GBK
PFU-XJF/32GBK
PFU-XJF/64GBK
PFU-XJF/128GBK
ブラック［オープン価格］

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

PFU-XJF/8GWH
PFU-XJF/16GWH
PFU-XJF/32GWH 
PFU-XJF/64GWH 
PFU-XJF/128GWH 
ホワイト［オープン価格］

PFU-XTF/8GOR 
PFU-XTF/16GOR
PFU-XTF/32GOR
PFU-XTF/64GOR
PFU-XTF/128GOR
オレンジ［オープン価格］

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

PFU-XTF/8GSV 
PFU-XTF/16GSV 
PFU-XTF/32GSV
PFU-XTF/64GSV  
PFU-XTF/128GSV  
シルバー［オープン価格］

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

PFU-XTF/8GBL
PFU-XTF/16GBL 
PFU-XTF/32GBL 
PFU-XTF/64GBL
PFU-XTF/128GBL
ブルー［オープン価格］

Win10 Win8.1 Win7 macOS

○外形寸法（mm）：（W）59.0×（D）18.0×（H）8.5（キャップ含む） ○質量：約8g（キャップ含む）

UHS-I対応

PMSDU-16G
PMSDU-32G
PMSDU-64G
PMSDU-128G
［オープン価格］

16GB

32GB

64GB

128GB

PSDU-16G
PSDU-32G
PSDU-64G
PSDU-128G
［オープン価格］

16GB

32GB

64GB

128GB

フィーチャーフォンなどに適した
小容量モデル。 

PMSD シリーズ　microSD カード

スマホやデジタルオーディオ
プレーヤーでの利用に適した
UHS-I U1対応モデル。

PMSDU シリーズ　microSDHC/XC カード

PMSDA-32G
PMSDA-64G
PMSDA-128G
PMSDA-256G
［オープン価格］

32GB

64GB

128GB

256GB

当ページ掲載商品は  名入れサービス 対応商品  です。詳しくはP29をご覧ください。

UHS-I対応 SD変換アダプター付き

CLASS4対応 SD変換アダプター付き

PMSD-1G
PMSD-2G
［オープン価格］

1GB

2GB

ゲーム機やAndroid端末の
データ保存に最適な
「A1」規格対応タイプ。 

PMSDA シリーズ　microSDHC/XC カード

SD変換アダプター付きCLASS10対応 A1対応

U3対応V30対応

外したキャップをボディ反対側に取り付けでき、紛失を防止。 
軽量・コンパクトなスタンダードモデル。 

PFU-XJF シリーズ

回転タイプ 高速USB3.0 キャップタイプ 高速USB3.0

カバーを回転させるとUSBコネクターがスライド収納される、
キャップレス構造を採用した回転タイプモデル。

PFU-XTF シリーズ U S B 3 . 0 対応フラッシュメモリー U S B 3 . 0 対応フラッシュメモリー

Win10 Win8.1 Win7 macOS

○外形寸法（mm）：（W）55.0～67.2×（D）19.0×（H）11.2（コネクター収納時～展開時） ○質量：約10g

ビデオスピードクラスV30に対応し
高画質4Kビデオ録画に最適な高速モデル。

PSDV シリーズ ビデオ録画向け S D / m i c r o S D カード

耐温度、耐衝撃、耐X線、防水 SD変換アダプター付き（microSDのみ）

PSDV-64G
PSDV-128G
［オープン価格］

64GB

128GB

PMSDV-64G
PMSDV-128G
［オープン価格］

64GB

128GB

USB Type-Aコネクター（C to A）とType-Cコネクター（C to C）2種類のケーブルを付属。
SSDだから、大容量ファイルも高速に転送し保存可能。

○外形寸法（mm）：（W）103×（D）32×（H）11　
○質量：約45g（本体のみ） 

Win10 Win8.1 Win7 MacOS X10.9~10.14     

Wi-F i接続＆モバイルサイズで、外出時の使用も快適。 
スマホやタブレットと一緒に持ち出せる外部ストレージ。 

PTW-SDISK1　ワイヤレスモバイルストレージ

iPhoneやiPad、Android端末とのワイヤレス接続に対応。本機に接続したHDD（最大2TB）や
USBメモリーへのデータ保存や呼び出しが容易に実現。 

［オープン価格］

USB3.1 Gen2 (UASP対応) USB Type-C対応 USBバスパワー 外付けHDD対応

無線アクセスポイント機能

Wi-Fiリピーター機能USBフラッシュメモリー対応

Win10iOS Android Win8.1 Win7
○外形寸法（mm）：（W）51×（D）56×（H）18　○質量：約30g

   ※インターネット接続環境に本製品を設置する場合は、必ずルーター（ブロードバンドルーター／無線LANルーター）を接続した環境でご使用くだ
さい。また、ご家庭内のLAN環境以外に設置される場合やセキュリティに不安がある環境に接続する場合は、必ず本製品にパスワード（admin
パスワード）を設定してご使用ください。

［オープン価格］

PHD-PS960GU（960GB）

PHD-PS480GU（480GB）

PHD-PS240GU（240GB）

超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen 2接続に対応。
アルミ製筐体で効率的に熱を逃すポータブルSSD。

PHD-PSU シリーズ　USB3 .1  Gen2 対応ポータブル SSD

オフィス向け
モデル

カスタマイズ可能

SDカード/microSDカード/USB/CF/CFast/
SATA SSD/PATA SSD/mSATA/M.2(SATA, PCIe)

フラッシュメモリーモジュールラインアップ

産業用途に最適
厳しい環境でも安定して動作するように設計されたプリンストンの産業機器用フラッ
シュメモリーは、振動、低高温などの耐環境性能に優れ、民生品では対応できない動作環
境でも安心して利用できます。お客様のご使用用途により、疑似SLC（pSLC,ULTRA 
MLC）もご提案します。

同一部材（仕様固定）を使用した製品を安定供給

故障診断・解析サポート

寿命診断

産業用途
フラッシュ製品
詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

USBメモリーバンドルモデル PTW-SDISK1S16（オープン価格）

産業用途として要求される性能、信頼性を実現し、利用環境に応じた

カスタマイズにも対応します。

サンプル評価にて認定くださったお客様専用の産業機器用フラッシュメモリーを、

同一部材（コントローラー、フラッシュ）にて安定供給します。

品質保証で欠かせない故障診断、解析をサポートします。納入仕様書、信頼性試験、

環境資料（AISデータ、RoHS）などの書類の提供も可能です。

各製品の寿命診断をお引き受けします。
製品により、SMARTツールの提供も可能です。

こだわりの品質と信頼を一枚に。

高速データ転送スピード＆優れた省電力性能を両立し、
パソコン/Macのより快適で安定した動作をサポート。

プリンストン型番のメモリーには全製品永久保証がついています。

PRINCETON 
MEMORY MODULE

「メーカー名」「パソコンタイプ」「キーワード」からカンタンに検索できます。
www.princeton.co.jp/search/

PDN4/2666-4G
PDN4/2666-8G
PDN4/2666-16G ［オープン価格］［オープン価格］

N O T E  P C

4GB

8GB

16GB

PDD4/2666-4G
PDD4/2666-8G
PDD4/2666-16G

D E S K T O P

8GB

16GB

4GB

16GB

32GB

8GB

16GB

32GB

8GB

DDR4-2666

プリンストン・メモリーモジュールの特長
● Apple Macintosh用、Windows DOS/V用をご用意。
● いつまでも安心してご愛用いただける、信頼の永久保証。
● JEDEC（英・半導体技術協会）の厳格な製品規格に準拠。
● 特定有害物質の使用を制限する、RoHS指令に対応。

［オープン価格］［オープン価格］

N O T E  P C

PDD4/3200-8G
PDD4/3200-16G
PDD4/3200-32G

PDN4/3200-8G
PDN4/3200-16G
PDN4/3200-32G

D E S K T O P
DDR4-3200

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 2120
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Kingston社製品の詳細はこちらへ。 www.kingston.com/jp

プリンストンはキングストン社の正規輸入販売代理店です。
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● 最大周波数： 4600MHz
● 単体モジュール容量： 8GB、16GB、32GB

● 最大周波数： 4800MHz
● 単体モジュール容量： 8GB、16GB、32GB

KF430C15RBAK2/16
KF432C16RBAK2/16 
KF436C16RBAK2/16
KF440C19RBAK2/16 
KF442C19RBAK2/16

1.35V
1.35V
1.35V
1.35V
1.35V

DDR4-3000
DDR4-3200
DDR4-3600
DDR4-4000
DDR4-4266

［オープン価格］

8GB×2

8GB×2

8GB×2

8GB×2

8GB×2

KF430C15RBK2/16 
KF432C16RBK2/16
KF436C16RBK2/16
KF440C19RBK2/16
KF442C19RBK2/16 
KF446C19RBK2/16

1.35V
1.35V
1.35V
1.35V
1.4V
1.5V

DDR4-3000
DDR4-3200
DDR4-3600
DDR4-4000
DDR4-4266
DDR4-4600

［オープン価格］

8GB×2

8GB×2

8GB×2

8GB×2

8GB×2

8GB×2

Fury メモリー  さまざまなニーズに最高のパフォーマンスを提供

最先端のパフォーマンスと輝くRGBスタイル。
● Funy赤外線同期テクノロジー(特許出願中)
● 滑らかなRGB効果にマッチしたブラックアルミ製ヒートスプレッダー
● 高速、低レイテンシーを誇るDDR4パフォーマンス
● Intelの最新チップセットに最適化されたIntel XMP認定プロファイル

Fury Renegade DDR4 RGB

頂点に立ち続けるためのパフォーマンス。
● 比類なきパフォーマンスを発揮する高速性と低レイテンシー
● Intelの最新チップセットに最適化されたIntel XMPプロファイル
● 黒いアルミニウム製の強力なヒートスプレッダー

Fury Renegade DDR4

● 最大周波数： 3733MHz
● 単体モジュール容量： 4GB、8GB、16GB、32GB

KF426C16BBK2/16 
KF426C16BB1K2/32 
KF432C16BBK2/16 
KF432C16BB1K2/32

1.2V
1.2V
1.35V
1.35V

DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-3200
DDR4-3200

［オープン価格］

  8GB×2

16GB×2

  8GB×2

16GB×2
コストパフォーマンスに優れたアップグレード。
● 最新の薄型ヒートスプレッダー設計
● Intelの最新チップセットに最適化されたIntel XMP認定プロファイル
● 2666MHzでのPlug N Play機能

Fury Beast DDR4

「DataTraveler」名入れプログラム
「DataTravelerシリーズ」には、ロゴや会社名などの名入れができます。宣伝・販促のツールとしてご活用ください。 www.kingston.com/jp/usb/customization詳細はこちら

DataTraveler microDuo 3C
USB A型ポートとUSB Ｃ型ポート用の
デュアルインターフェース。

32GB

128GB

64GB

DTDOU3C/32GB
DTDOU3C/64GB
DTDOU3C/128GB

［オープン価格］

USB 3.1
Type-C

SSD  スピード・信頼性・耐久性の全域で、HDDを遙かに超えるパフォーマンス

USBドライブ  大切なデータの保存・持ち運びに便利なUSBフラッシュドライブ キングストンのUSBドライブは5年保証です。

DataTraveler Kyson

キャップレス金属製ケース付きの
高速USBメモリー

32GB

64GB

128GB

256GB

DTKN/32GB
DTKN/64GB
DTKN/128GB
DTKN/256GB

［オープン価格］

USB 3.2
Gen 1

DataTraveler Exodia

簡単アクセス、すばやく転送 
－毎日使える便利な機能性

32GB

64GB

128GB

256GB

DTX/32GB
DTX/64GB
DTX/128GB
DTX/256GB

［オープン価格］

USB 3.2
Gen 1

DataTraveler Duo

Type-C ＆ Type-A デュアルコネクタで
便利性を高めます

32GB

64GB

DTDE/32GB
DTDE/64GB

［オープン価格］

USB 3.2
Gen 1

DataTraveler80

業界最高の読み取り速度 200MB/秒を実現した
高性能USBメモリー

32GB

64GB

128GB

256GB

DT80/32GB
DT80/64GB
DT80/128GB
DT80/256GB

［オープン価格］

USB 3.2
Gen 1

DataTraveler70

コスパに優れた軽量な
USB-Cフラッシュドライブ

32GB

64GB

128GB

DT70/32GB
DT70/64GB
DT70/128GB

［オープン価格］

USB 3.2
Gen 1

Canvas Go! Plus microSDXC UHS-I U3 V30 A2カード 

Flashカード  写真・映像の撮影、モバイル端末の容量拡張などにも便利な一枚

Canvas React Plus microSDXC UHS-II U3 V90 A1カード 

Canvas Go! Plus SDXC UHS-I U3 V30カードCanvas Select Plus SD クラス10 UHS-1カード Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90カード

64GB

32GB

128GB

256GB

MLPR2/32GB
MLPR2/64GB
MLPR2/128GB
MLPR2/256GB

高速連写、 8K/4K録画に最適
UHS-IIカードリーダー付き
読み取り300MB/秒　書き込み260MB/秒 

［オープン価格］

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード

SDCS2/32GB
SDCS2/32GB-2P1A
SDCS2/32GB-3P1A
SDCS2/64GB
SDCS2/64GB-2P1A
SDCS2/64GB-3P1A

UHS-I速度と優れた耐久性のスマートなカード。
読み取り (32GB～128GB)100MB/秒
読み取り/書き込み (256GB～512GB)100MB/85MB/秒

［オープン価格］

64GB

128GB

32GBSDS2/32GB
SDS2/64GB
SDS2/128GB

SDS2/256GB
SDS2/512GB 512GB

256GB

映画のようなフル HDビデオと4K UHDビデオを撮影できます。
読み取り (32GB～64GB)100MB/秒
読み取り/書き込み (128GB～512GB)100/85MB/秒 

［オープン価格］ 128GB

64GBSDG3/64GB
SDG3/128GB 512GB

256GBSDG3/256GB
SDG3/512GB

超高速グレードのSDカード、コンテンツをより速く転送、
キャプチャできます。
読み取り (64GB)170MB/秒　書き込み70MB/秒 
読み取り (128GB～256GB)170MB/秒　書き込み90MB/秒 

256GB

128GB

512GB

64GBSDCG3/64GB
SDCG3/128GB
SDCG3/256GB
SDCG3/512GB

超高速グレードのmicroSDカード、
コンテンツをより速く転送、キャプチャできます。
読み取り (64GB)170MB/秒　書き込み45MB/秒
読み取り （128GB～256GB）170MB/秒　書き込み90MB/秒

［オープン価格］

128GB

64GB

256GB

MLPMR2/64GB
MLPMR2/128GB
MLPMR2/256GB

高速連写、 8K/4K録画に最適 　
UHS-IIカードリーダー付き
読み取り285MB/秒　書き込み165MB/秒

［オープン価格］

デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。
● JEDEC業界標準に適合する設計と試験
● 優れた信頼性

サーバープレミアムメモリー。      
● 部品リスト（BOM）の完全管理
● 製品の変更通知（PCN）
● プラットフォームの検証
● メーカー認定

● 周波数： 2400MHz～3200MHz
● 単体モジュール容量： 8GB、16GB、32GB、64GB

● 最大周波数： 3200MHz
● 単体モジュール容量： 2GB、4GB、8GB、16GB、32GB

DDR4 Server Premier KSM 1.2V
1.2V
1.2V
1.2V
1.2V
1.2V

［オープン価格］

  8GB

16GB

32GB

  8GB

16GB

32GB

KSM24RS8/8HDI
KSM24RS4/16MEI
KSM24RD4/32MEI
KSM26RS8/8HDI
KSM26RS4/16MEI
KSM26RD4/32MEI

DDR4-2400
DDR4-2400
DDR4-2400
DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-2666

メモリー  世界的な独立系トップメモリーメーカーがお届けするアップグレードメモリー

DDR4 ValueRAM KVR

ブランドパソコンと100％互換性保証。
● JEDEC業界標準に適合する設計と試験
● 優れた信頼性

● 周波数：DDR3 1600MHz、DDR4 2666MHz～3200MHz
● 単体モジュール容量：4GB、8GB、16GB、32GB

KCP3L16SS8/4
KCP3L16SD8/8
KCP426SS6/4
KCP426SS8/8
KCP426SD8/16

1.35V
1.35V
1.2V
1.2V
1.2V

DDR3-1600
DDR3-1600
DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-2666

［オープン価格］

  4GB

  8GB

  4GB

  8GB

16GB

BrandedRAM KCP

KVR26N19S6/4
KVR26N19S8/8
KVR26N19D8/16
KVR26S19S6/4
KVR26S19S8/8
KVR26S19D8/16

1.2V
1.2V
1.2V
1.2V
1.2V
1.2V

DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-2666

［オープン価格］

※IOPS-1秒間に可能なリード／ライトの処理の回数

アプリケーション

インターフェース

耐振動性（動作時）
耐振動性（非動作時）

NV1 KC2500
一般消費者、企業向け

NVMe PCIe Gen 3.0 x 4

2.17G（ピーク時、7～800Hz）
20G（ピーク時、20～1000Hz）

A400
エントリーレベル

X

KC600
一般消費者、企業向け

2.17G ピーク（7～800Hz）
20G ピーク（10～2000Hz）

エントリーレベル NVMe PCIe SSD

100万時間

SDCS2/128GB
SDCS2/256GB
SDCS2/512GB

128GB

256GB

512GB

32GB

32GB

32GB

64GB

64GB

64GB

DataTraveler Locker+G3
USBセキュリティドライブ　重要データもしっかり保護 USBセキュリティドライブ　重要データもしっかり保護

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

DTLPG3/8GB
DTLPG3/16GB
DTLPG3/32GB
DTLPG3/64GB
DTLPG3/128GB

［オープン価格］

USB 3.1
Gen 1

ハードウェア暗号化とパスワード保護機能
によりパーソナルデータを保護。

DataTraveler 100 G3

USB 3.1 Gen1仕様に準拠し、各種ノートPC、
デスクトップPCに対応。

32GB

64GB

128GB

256GB

DT100G3/32GB 
DT100G3/64GB 
DT100G3/128GB 
DT100G3/256GB 

［オープン価格］

USB 3.1
Gen 1

DTVP30

4GB

8GB

16GB

DTVP30/4GB
DTVP30/8GB
DTVP30/16GB

32GB

64GB

128GB

DTVP30/32GB
DTVP30/64GB
DTVP30/128GB

［オープン価格］

256-bit AES XTS｠ハードウェア暗号化、FIPS 197認証済み。
法人向けメインストリームのセキュリティーUSBメモリー。 

USB 3.1
Gen 1

DataTraveler 2000

4GB

8GB

16GB

DT2000/4GB
DT2000/8GB
DT2000/16GB

32GB

64GB

128GB

DT2000/32GB
DT2000/64GB
DT2000/128GB

［オープン価格］

キーパッドを用いてドライブを簡単にロックできます。 USB 3.1
Gen 1

● 最大周波数：3733MHz
● 単体モジュール容量： 8GB、16GB、32GB

KF426C16BBAK2/16
KF426C16BB1AK2/32
KF432C16BBAK2/16
KF432C16BB1AK2/32

1.2V
1.2V
1.35V
1.35V

DDR4-2666
DDR4-2666
DDR4-3200
DDR4-3200

［オープン価格］

  8GB×2

16GB×2

  8GB×2

16GB×2
RGBライティングとアグレッシブなスタイル。
● Funy赤外線同期テクノロジー(特許出願中)
● Intelの最新チップセットに最適化されたIntel XMP認定プロファイル
● 2666MHzでのPlug N Play機能

Fury Beast DDR4 RGB

120GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:320MB/秒
240GB 読み取り:500MB/秒、書き込み:350MB/秒
480GB～1920GB   最大読み取り500MB/秒、
書き込み450MB/秒

256GB モデル  ̶最大 550/500MB/秒
512GB～2048GB 
最大読み取り550MB/秒、
書き込み520MB/秒

500GB～2TB：
2,100/1,700MB/秒

250GB ̶ 最大 3,500/1,200MB/秒
500GB ̶ 最大 3,500/2,500MB/秒
1TB ̶ 最大：3,500/2,900MB/秒
2TB ̶ 最大：3,500/2,900MB/秒

アイドル時 0.195W 、平均 0.279W 
読み取り時 0.642W（最大）、
書き込み時 1.535W（最大）

SATA Rev. 3.0（6Gb/秒）‒ 
SATA Rev. 2.0（3Gb/秒）と下位互換性あり

SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) ‒
SATA Rev 2.0 (3Gb/秒)と後方互換性あり

NVMe PCIe Gen 3.0 × 4

2.17G (7～800 Hz)
20G (20～1000Hz)

最大 90,000/80,000 IOPS ランダム4K読み取り／書き込み
250GB：最大 375,000/300,000 IOPS
500GB：最大 375,000/300,000 IOPS
1TB：最大 375,000/300,000 IOPS
2TB：最大 375,000/300,000 IOPS

2.5”モデル：アイドル時 0.06W、平均 0.2W 
読み取り時 1.3W (最大)、
書き込み時 3.2W (最大)
ｍSATA モデル：アイドル時 0.08W、平均 0.1W
読み取り時 1.2W（最大）、
書き込み時 2.4W（最大）

500GB：5mW アイドル時 205mW 平均 1.1W（最大）
読み取り 3.3W（最大）、書き込み 1000GB：5mW 
アイドル時 220mW 平均 1.1W（最大）
読み取り 3.3W（最大）、書き込み 2000GB：5mW 
アイドル時 340mW 平均 1.1W（最大）
読み取り 3.3W（最大）、書き込み

アイドル時 0.003W、 平均 0.2W
読み取り時 2.1W（最大）、
書き込み時 7W（最大）

SA400M8/120G、SA400M8/240G
SA400M8/480G、SA400S37/120G
SA400S37/240G、SA400S37/480G
SA400S37/960G、SA400S37/1920G

SKC600/256G、SKC600/512G
SKC600/1024G、SKC600/2048G
SKC600MS/256G、SKC600MS/512G
SKC600MS/1024G

SNVS/500G
SNVS/1000G
SNVS/2000G

SKC2500M8/250G
SKC2500M8/500G
SKC2500M8/1000G
SKC2500M8/2000G

120GB、240GB、480GB、
960GB、1920GB

2.5”モデル： 256GB、512GB、1,024GB、2,048GB
ｍSATA モデル： 256GB、512GB、1024GB

500GB、1TB、2TB 250GB、500GB、1TB、2TB

200万時間

DataTraveler Max
外付け SSD

USB 3.2 Gen 2

256GB～1TB:
1,000/900MB/秒

DTMAX/256GB
DTMAX/512GB
DTMAX/1TB

256GB、512GB、1TB

XS2000 
外付け SSD

USB 3.2 Gen 2 × 2

500GB～2TB:
2,000/2,000MB/秒

SXS2000/500G
SXS2000/1000G
SXS2000/2000G

500GB、1000GB、2000GB

150万時間

読み取り/
書き込み速度

IOPS（最大速度）※

消費電力（アクティブ時）/
消費電力（スリープ時）

容量

MTBF（平均故障間隔）

Kingston製品番号
（X容量）

3年 5年 3年 5年 5年 5年保証

［オープン価格］

  4GB

  8GB

16GB

  4GB

  8GB

16GB
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画像をモニターへ
ワイヤレスで表示
HDMI（Simple Cast）/USB（Simple Cast 2）で
接続するだけで、あらゆるOSのパソコンをはじめ、
インストールができないデバイスでも
ワイヤレスで画像や映像をモニターに
表示できます。

※親機×1+子機×2で1セット
［オープン価格］

タッチバックコントロール
対応のUSBポート。

保存コンテンツの
表示も可能。
専用アプリ「EZCast Pro」を使えば端末内
に保存した写真、音楽、動画など各種コンテン
ツの表示が可能です。

Wi-Fi接続で
簡単ミラーリング。※1

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの
画面を、モニターやプロジェクターへ簡単に
ミラーリング表示できます。
※1 iOS及びAndroid5.0より低い端末では、
専用アプリ「EZCast Pro」からのミラーリングはできません。

電波干渉の少ない
802．11ac/5GHz。
高速で安定した接続を実現します。
無線設定を変更することにより2.4Ghz帯へ
の切替も可能。（EZPRO-BOXB03は5Ghz
帯及び2.4Ghz帯の同時使用対応）

「EZPRO-BOX2-B10」ではタッチパネル
やUSBマウスを接続することでEZCastPro 
アプリで投影中のPCのマウスをリモート操作
できます。（Windows/macOS10.12～14 
のみ）

静止画用と動画用の
２つのモードが
選択できる。

アプリケーションを
インストールできない
デバイスでも使用可能。

Simple Cast

インストール不要なので、DVD／BDプレー
ヤーやゲーム機、ドキュメントカメラなどの
映像や画像も表示できます。またMacや
Windows、AndroidなどのOSにも依存
しません。

ボタンを押すだけで
画像や映像を
切り替えられる。
使用開始はHDMIケーブルを挿して送信機
の映像切替ボタンを押すだけです。２つの
デバイスの画像や映像の切り替えも簡単。
HDMIで接続した２台の送信機のボタンを
押すだけです。

信頼性の高い
ワイヤレスセキュリティを
実現。
Wi-Fi通信（IEEE802.11n）のセキュリティ
プロトコルWPA2に存在する脆弱性問題に
対応済みのWPA2-PSK（AES:128bit）を
採用することで信頼性の高いワイヤレスセ
キュリティを実現しています。

パソコンを操作しながら表示する場合には遅
延の少ないプレゼンテーションモード。フル
HD対応で動画をスムーズに表示したい場合
はビデオモード。切り替えスイッチで選択が
可能です。

○外形寸法（mm）：各（W）70×（D）70×（H）20 ※アンテナ部含まず
○質量：送信機/約95g（Simple Cast）、約70g（Simple Cast 2） 受信機／約115g

PTW-SPCAST/ PTW-SPCAST 2　ワイヤレス  プレゼンテーション

最大 1080p HDMI端子 HDCP対応
※1 受信機（親機）側は使用しません　※2 PTW-SPCASTの送信機（子機）のみ　※３ PTW-SPCAST2の送信機（子機）を除く

MicroSDスロット※1 ※2 MicroUSB給電※33.5mm音声入力※2

送信機
（子機）1

送信機
（子機）2

Wi-Fi通信
（IEEE802.11n）HDMI

HDMI

ドキュメントカメラ

※受信機（親機）へ接続するモニターは
　HDCPに対応する必要があります。

DVD／BDプレーヤー

※Simple CastとSimple Cast 2の子機は
　混在して使用できます。子機のみの購入も可能です。

子機とデバイスをHDMIで接続 Simple Cast 2 子機とデバイスをUSB Type-Cで接続

ワンタッチで
使用開始

ワンタッチで
切り替え

HDMI

モニター

②PTB-WPD7B
［オープン価格］

①PTB-WPD10 
［オープン価格］

USBケーブルでパソコンと接続するだけ。
初心者でも手軽にお絵かきが楽しめる、簡単ペンタブ。

描画サイズ7.5インチ 描画サイズ10.4インチバッテリーレスペン 筆圧機能4096レベル ※使用素材の特性上、色及び風合いの誤差が
生じることがあります。
※USBケーブルでパソコンと接続する必要があります。
（ワイヤレス対応製品ではありません。）

PTB-WPD10 / PTB-WPD7B　ペンタブレット

Win10 Win8.1 macOS 10.9~10.15 macos 11.0
○外形寸法（mm）：①（W）294×（D）178×（H）7.5　②（W）200×（D）170×（H）7　○質量：①約280g  ②約150g

表示

5GHz 2.4GHz 5GHz 2.4GHz 5GHz 2.4GHz

AndroidWindows
PC iOS Mac OSChromeOS※2

ワンタッチ！ 

③EZPRO-DONGLE2-D10
［オープン価格］

4K30pのHDMI出力に対応。最大32台
までパソコンやスマートフォンなどを同時
接続し切替表示が可能です。
またWindows/Mac OS用のProcast
用アプリを使用することで、最大8台の
EZPRO-DONGLE2-D10に同じ画面
信号を出力できます。

4K30pのHDMI出力に対応。
最大32台のパソコンやスマート
フォンなどを同時接続し切替表
示可能。専用アプリで最大8台の
同製品に同じ画像信号を出力で
きます。PoE対応ギガスイッチン
グHUBなどにも接続可能です。

①EZPRO-BOX2-B10N
［オープン価格］

②EZPRO-BOXB03
［オープン価格］

全画面表示に加え、4分割または2分割表示に対応

複数の端末やコンテンツを
4分割／2分割で同時表示できる。

●最初に接続したホスト端末から、表示端末（ゲスト）の選択や操作の許可が可能。adminユーザーの設定でより詳細なユーザー管理も実現。 
●Android端末からのMiracast接続、iOS端末からのAirPlay接続※5、DLNAのメディアプレーヤー機能に対応。
●最大1080pの高解像度出力対応。  
※5 iOS 12.3.1にて動作確認。

Win8.1Win10Win11iOS Win7 macOS 10.11~10.15
○外形寸法（mm）：①（W）120（D）80×（H）25（突起部を除く） ②（W）200×（D）108×（H）26（突起部を除く） ③約（W）97×（D）32×（H）11
○質量：①約150g ②約520g ③約120g 

IEEE802.11b/g/n対応 100BASE-TX対応※3 HDMI端子 VGA端子※4

※2 EZPRO-BOXB03除く　※3 EZPRO-DONGLE2-D10除く　※4 EZPRO-BOXB03のみ

IEEE802.11ac対応 

EZPRO-BOX2-B10N / EZPRO-BOXB03  / EZPRO-DONGLE2-D10　ワイヤレス  プレゼンテーション

プレゼンテーションやビジュアル
をメインにした会議で活躍する
『EZCast Pro BOX2』
『EZCast Pro BOX』
『EZCast Pro Dongle2』。
パソコンやスマートフォン、タブ
レットなど異なるOSの端末で
も、そのままワイヤレスでモニ
ターに表示させます。複数の端末
の画面に切り替えが簡単なだけ
ではなく、４分割／２分割にも対
応できます。     

EZPRO-BOX2-B10と接続可能な
PoE対応ギガスイッチングHUBについては
P29をご覧ください。

PTW-SPCAST/PTW-SPCAST 2は
貸出機をご用意しています。
お気軽にお問い合わせください。

パソコンから離れた場所から、
ペンタブレットで操作が可能。
より自由でアクティブなタブレット活用へ。

［オープン価格］

無線アダプター
付属 ○外形寸法（mm）：（W）278×（D）282×（H）20　○質量：約600g

ペン入力やアプリケーション操作を
ケーブルなしで実現。
16個のマクロキーやPageUp/Downボタン、
音量調整サークルなど、便利装備も充実。

※付属ソフトウェアのサポートは行っておりません。
※付属ソフトウェアの対応OSに関しましては、弊社HPを参照ください。

付属ソフトウェア ・ MyScript Stylus  ・ Power Presenter Ⅱ RE  ・ OfficeINK  ・ Free Notes
・ Corel DRAW Essentials3  ・ Corel Photo-PAINT Essentials3

ワイヤレス（充電）タイプ 連続使用約16時間

筆圧検知機能搭載 マクロキー搭載

PTB-W1　ワイヤレスペンタブレット ビジネスにも

Win8.1/8 Win7 macOS 10.4~10.15

Android

切り替え 切り替え

送信機
（子機）1

送信機
（子機）2

Wi-Fi通信
（IEEE802.11n）HDMI

USB

ノートパソコン

タブレット
※受信機（親機）へ接続するモニターは
　HDCPに対応する必要があります。

ワンタッチで
使用開始

ワンタッチで
切り替え

USB

モニター表示

※デバイス本体のType-C端子が“DisplayPort Alt Mode”に
　対応している必要があります。

ペ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
入
力
機
器

ペ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
入
力
機
器
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スイングプラグで
持ち運びに便利

広がるラインアップで、多彩な充給電用途に対応。
USB充電時代の高機能電源ソリューション「UniTAP」。

PPS-UTAPS1/PPS-UTAPS2/PPS-UTAPS3  火災防止 + U S B 給電機能付マルチタップ

PPS-UTAPS1
［オープン価格］

PPS-UTAPS2
［オープン価格］

PPS-UTAPS3
［オープン価格］

通電火災防止自動遮断装置（Proact ive Thermal  Advanced Protecter）搭載

○外形寸法（mm）：（W）234×（D）46×（H）26　○質量：約355g
（特許第6204541号）

○外形寸法（mm）：（W）168×（D）46×（H）26　○質量：約300g
（特許第6204541号）

○外形寸法（mm）：（W）130×（D）46×（H）27　○質量：約280g
（特許第５９５３４１５号）

●過電流防止ブレーカー付  ●180°回転スイング式プラグ
●トラッキング防止プラグ

○外形寸法（mm）：（W）329×（D）53×（H）52　○質量：約590g

2 ポート USB 給電機能付き 6 個口 OA タップ

回転機構で大型ACアダプターも差しやすい、
コンセント6個口+USB給電2ポートモデル。

PPS-UTAP6ABK

ブラック
［オープン価格］

ホワイト 
［オープン価格］

●過電流防止ブレーカー付 ●180°回転スイング式プラグ ●トラッキング防止プラグ
●独立節電スイッチ ●ほこり防止シャッター

ホワイト
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：全体（W）326×（D）49×（H）25／
 タップ側（W）256×（D）49×（H）25／
 USB側（W）68×（D）49×（H）25　
○質量：全体 約450g／タップ側 約380g／USB側 約７０g

用途に合わせて組み合わせ自由な、USB4ポートと
電源5個口をセットにしたマルチタップ。

多機能型 U S B 給電機能付きマルチタップ
PPS-UTAP8WH

ケーブル収納可能で軽量。
USB2ポート+電源タップ3口を搭載。

U S B 給電機能付きマルチタップ
PPS-UTAP10 シリーズ

2（      ）合計最大
2.4A

USB 
Type-A3（      ）合計

1400W
コンセント
プラグ 

3（      ）合計最大
5.1A

USB 
Type-A3（      ）合計

1400W
コンセント
プラグ 

2（      ）合計最大
2.1AUSB2（      ）合計

1450W
コンセント
プラグ 2（      ）合計最大

3.4AUSB6（      ）合計
1500W

コンセント
プラグ 2（      ）合計最大

2.4AUSB3（      ）合計
1400W

コンセント
プラグ 

4（      ）合計最大
3.4AUSB 5（      ）合計

1500W
コンセント
プラグ 

2（      ）合計最大
3.4A

USB 
Type-A3（      ）合計最大

1500W
コンセント
プラグ 2（      ）合計最大

3.4A
USB 
Type-A2（      ）合計最大

1500W
コンセント
プラグ 2（      ）合計最大

3.4A
USB 
Type-A4（      ）合計最大

1500W
コンセント
プラグ 

ホワイト
［オープン価格］

ホワイト
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）74×（D）74×（H）29　○質量：約170g○外形寸法（mm）：（W）56×（D）110×（H）23　○質量：約110g

「パワーデリバリー3.0」に対応した
Type-CとType-Aをそれぞれ1ポート搭載。

U S B  T y p e - C 対応 2 ポート急速充電器
PPS-UTAP9AWH

1（      ）最大
1A

USB 
Type-A1（      ）最大

60W
USB 
Type-C

○外形寸法（mm）：（W）600×（D）260×（H）85　○質量：約2.3kg

作業性を向上させるモニタースタンドに、
USB高速給電2ポート、電源タップ2個口を搭載。

ホワイト
［オープン価格］

U S B給電 /電源タップ付きモニタースタンド U S B  給電 / 電源タップ

○外形寸法（mm）：（W）94×（D）48×（H）28　○質量：約85g

軽量＆手の平サイズにUSB給電2ポートと
コンセント3個口を装備！

PPS-UTAP3Bシリーズ

PPS-UTAP3BWH  
ホワイト ［オープン価格］

PPS-UTAP3BBK
ブラック ［オープン価格］

ブラック 
［オープン価格］

PPS-UTAP7AWH

○外形寸法（mm）：（W）39×（D）26×（H）48　○質量：約62g

小型軽量（約62g）大容量（30W出力）で、
最大20V/1.5A（30W）の給電が可能。

窒化ガリウム採用 P D 3 0 W 給電タップ
PPS-PD30G

ブラック 
［オープン価格］

スイングプラグで
持ち運びに便利

1（      ）最大
30W

USB
Type-C

雷サージ機能＆マルチ保護機能搭載。
回転式コンセントだから隣接プラグに干渉しない。

パワーデリバリー対応。
小型軽量（215g）大容量（65W）充電器。

3 ポート U S B 給電機能付回転式 3 個口 O A タップ
PPS-UTAP6B シリーズ

ケーブル一体型 P D 6 5 W 対応急速充電器
PPS-PD65C

1（      ）最大
65W

USB
Type-C

1（      ）最大
30W

USB
Type-C

ホワイト 
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）235×（D）25×（H）28　○質量：約305g○外形寸法（mm）：（W）55×（D）58×（H）28　○質量：約215g

ブラック 
［オープン価格］

ブラック 
［オープン価格］

3（      ）合計最大
2.4A

USB 
Type-A3（      ）合計

1400W
コンセント
プラグ 

Type-C×１ポート、Type-A×3ポート、
電源タップ3個口を搭載。
最大出力30W※1に対応したType-Cポートで、
各接続機器の必要電流量を自動検知し
急速充電※2が可能。軽量でコンパクト、
しかもケーブル収納タイプなので持ち運びにも最適。
※1 Type-Aポート使用時は最大18Wになります。
※2 急速充電を行う場合、接続する機器が急速充電に対応している必要があります。

P D 3 0 W対応U S B給電機能付マルチタップ PPS-PD30A3C

○外形寸法（mm）：（W）58×（D）113×（H）28　○質量：約160g

手元の資料や被写体を、大画面テレビやプロジェクターに見やすく高画質表示。 
プレゼンや教育用途に役立つズームやマクロ機能、動画・静止画保存機能なども満載。 

●リアルな高解像度4K出力を手軽に実現※3

PDP-4K13、PDP-4K17では、高解像度4K画質（3,840×2,160@30Hz）でのHDMI出力を
実現。4K対応テレビやディスプレイと組み合わせれば、よりリアルで高精細な表示品質が得られます。

●被写体を大きく高画質に見せる、光学ズーム機能
詳細に見せたい部分や見えにくい部分などをリモコン操作で容易に拡大表示できる、ズーム機能を
搭載。PDP-4K17は高画質な光学17倍ズーム（PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム）に加え、デ
ジタルズーム8倍に対応しています。

●被写体の細部まで映し出せるマクロモード
被写体から最短1cm（PDP-4K13、PDP-FHD10Aは最短3cm）の距離までレンズを近づけて撮影で
きる、マクロモードを搭載。細部を確認したい被写体なども、大きくクローズアップして見やすく表示できます。

●多彩な入力・出力にフレキシブルに接続
HDMI、VGA、コンポジットビデオの3系統出力により、撮影中の映像はディスプレイやテレビ、プロ
ジェクターなどの多彩な機器で表示可能。また、パソコンの映像入力に対応するHDMI端子/VGA
映像入力端子も搭載し、アプリケーションの画面や各種映像なども、出力先の機器にパススルー表
示できます。

●パソコンレスで動画・静止画を保存可能※4

撮影中の画面は、静止画や動画として保存が可能。大容量のSD/SDHCカードを使用することで、
より多数の画像や長時間の映像を保存できます。

PDP-4K13 / PDP-4K17　4 K 対応ドキュメントカメラ   / PDP-FHD10A　フル H D 対応ドキュメントカメラ

②PDP-4K17①PDP-4K13 ③PDP-FHD10A

Win10 Win8.1/8 Win7
○外形寸法（mm）：①（W）379×（D）201×（H）120（収納時）、（W）379×（D）201×（H）630（使用時） 
　　　　　　　　 ②③（W）379×（D）201×（H）114（収納時）、（W）379×（D）201×（H）621（使用時）　
○質量：ドキュメントカメラ ①約2100g　②③約2080g、リモコン 約51g（乾電池を含まず）、ACアダプター 約140g

●表示内容を手元で確認できる、3インチ
LCD内蔵
大画面に投影する前に表示画像を手元で
チェックできる、3インチLCDを本体に搭載。
撮影範囲などを確認してから投影することが
でき、画面に表示した後で調整する時間と手
間を省けます。

約1300万画素※1 光学17倍※2/デジタル8倍ズーム HDMI端子 

リモコン付き

VGA端子 

顕微鏡用アダプター付属 

※3  PDP-FHD10AはフルHD出力対応。   ※4  動画の保存にはSD/SDHCカードが必要になります。

※1  PDP-4K17、PDP-FHD10Aは約800万画素
※2  PDP-4K13は光学13倍ズーム、PDP-FHD10Aは光学10倍ズーム

小型軽量
さまざまな充実の機能を搭載しながらも、使用頻度の高いUSBモード専
用にすることで、折り畳みの可能な「幅90×奥行243×高さ78mm」の
コンパクト設計と約630gという軽量化を実現しました。

800万画素、オートフォーカス
約800万画素で被写体を動画や静止画で撮影できます。最大
368×276mmの撮影範囲に対応し、最短100mmで接写が可能で
す。本体のボタンや付属のソフト「EZDoQ Pro」により自動でフォーカス
を合わせられます。

顕微鏡用アダプター付き
理科の実験などで、顕微鏡の観察対
象を大きなモニターで見られるよう
に、専用のアダプターを付属していま
す。接眼レンズの大きさに合わせて、
3種（33/34mm、31mm、28mm）
のアダプターを本体に取り付けて使
用可能です。

動画撮影も可能
静止画はもちろん、内蔵マイクを利用して音声付きの動画も撮影が可能で
す。実験やプレゼンテーションなど、さまざまなシーンをパソコンに記録す
ることもできます。また、暗い場所で便利なLEDライトも内蔵されています。

Windows、Macに対応
UVCに準拠していますので、WindowsでもMacでもドライバ不要で
UVCをサポートする多くのソフトウェアやアプリケーションに対応でき
ます。また、パソコンでの画像加工が可能な専用ソフト「EZDoQ Pro」
Windows/Mac版を標準添付しています。

顕微鏡用
アダプター

コンパクトに
折り畳める

機能充実の小型軽量ドキュメントカメラ。
USBモード専用にすることで、充分な機能を搭載しながら、小型軽量で安価なモデルを実現しました。

［オープン価格］［オープン価格］ ［オープン価格］

扱いやすい
小型サイズ

○外形寸法（mm）：（W）90×（D）243×（H）78（折畳時）、（W）90×（D）398×（H）408（最大）　○質量：約630g

PDP-U8MA　
8メガピクセル対応U S Bドキュメントカメラ

約800万画素 USBバスパワー 顕微鏡用アダプター付属 

Win8.1Win10 Win7 macOS 10.13~

Windows PC
Mac OS

USBドキュメントカメラ

USBドキュメントカメラ専用ソフト
「EZDoQ Pro」

HDMI
プロジェクター

［オープン価格］

ビデオ会議にも使用可能
パソコンに接続しビデオ会議にも使えます。また、本体ボタンにて出力画像
の回転/反転表示が可能ですのでビデオ会議ソフトが回転/反転表示にて
正常に表示対応できない場合でも正しく表示可能です。

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 2726
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PUD-CDOC10  10in1 PD 対応 Type-Cドッキングステーション

小型軽量（104ｇ）、ケーブル収納機能などで持ち運びに便利。
あらゆるタイプのポートを搭載し、パソコンへUSBケーブル1本で接続。

4K出力に対応 PD60W対応 マルチディスプレイUSB Type-Cポート搭載

［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）55×（D）160×（H）18　○質量：約104g

●パワーデリバリー3.0に対応
本製品を使いながら、パソコンなどの充電が可能です。

●USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張
パソコンなどにUSBケーブル1本でさまざまな機器を接続できます。
拡張用の液晶モニターはもちろん、USB 3.0×3ポート、
SDカードとMicro SDのスロットも搭載し、高速なギガネットワーク環境にも接続可能。
また、パソコンの4K画像をHDMIで4K対応の大画面に出力することも可能です。

●マルチディスプレイ機能
「拡張モード」と「ミラーモード」を選択することができます。「拡張モード」では、
検索と書類作成などモニターを見比べて作業可能。業務効率がアップします。
「ミラーモード」では同じ画面を相手に共有。プレゼンテーションなどに最適です。

パソコン周辺を充実させるアイテムや、サウンド環境を快適にするオーディオ機器など。

モジュール型
デバイス

ウェブカメラ
ACアダプター

（DC55V/1.3A）

PoEポート
4ポート最大65W

UpLinKポート
RJ45+SFP

電源（各最大30W）＋データ

EZPRO-BOX2-B10

［オープン価格］

PoEは4ポート

ポートあたり最大30W

HDMIでディスプレイに接続した際には、
表示作業面積が広がる「拡張」とプレゼンに便利な
「ミラー（複製）」より場面に合わせて使用可能。

PUD-PDC1H

PC

Nintendo
Switch Win/Mac

USB Type-C

テレビ／
PCモニター

USBマウス

ゲームコントローラー

給電

Nintendo
Switchの
動作確認済み

PUD-PDC1H　HDMI 変換アダプター

Win10 Win8.1 Win7
○外形寸法（mm）：（W）34×（D）125×（H）20　○質量：約60g

Win10
○外形寸法（mm）：（W）58×（D）51×（H）12　○質量：約40g

Type-Cケーブル1本で、USB×3ポートおよび
LANポートまたはHDMIの拡張が自在。

USB Type-C搭載のノートパソコンに接続するだけで、充実のポート類を拡張。
パソコンやUSB機器を充電しながら本機を使用できるパワーデリバリーに対応。

PUD-PDC3LBKA
ブラック［オープン価格］

PUD-PDC3LSVA
シルバー［オープン価格］

PUD-PDC3HBKA
ブラック［オープン価格］

PUD-PDC3HSVA
シルバー［オープン価格］

LANポート
対応モデル

Gigabit Ethernet（1000BASE-T）USB3.1 Type-C USBバスパワー

HDMI
対応モデル

PD専用のType-CとUSB3.0ポートにキーボードやマウス
などを接続、4K対応のHDMIで出力可能な変換アダプター。

4K出力に対応 PD60W対応USB Type-Cポート搭載

※接続機器がUSB Type-Cでの充電に対応している必要があります。　
※HDMI出力は、DisplayPortオルタネートモードに対応している必要があります。
※4K出力は最大で3840×2160＠30Hzです。

※HDMI出力時は、パソコン/Mac
の U S B  Ty p e - Cポートが
Display Port Alt  モードに対応
している必要があります。

PUD-PDC3L / PUD-PDC3H　ドッキングステーションミニ

［オープン価格］

macOS 10.13~ macOS 10.11~

4.5mm

19mm

14mm

Bluetooth Ver4.0+EDR/LE

Bluetooth Ver3.0+EDR

省電力60%OFF

国内最小・最軽量級

［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）14×（D）19×（H）4.5　○質量：約2.0g

※PTM-UBT6との比較。

Win10 Win8.1

Bluetooth 4.0搭載製品をはじめ、従来のBluetooth搭載機器との接続にも対応。消費電力
を従来比※約60％低減できるLowEnergy対応で、省電力に利用可能。

macOS 10.9~10.15

PUD-PD65G1H　PD65W 給電対応  パワードッキングステーション

高速充電とドック機能が同時に使える。
テレワークに最適なパワードッキングステーション。

PD65W対応Full HD出力対応

［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）65×（D）65×（H）30　○質量：約120g

Win10Win11

Win10 Chrome OSmacOS 10.11~Win11

Win11 Win11

Chrome OSmacOS 10.11~

USB Type-Cポート搭載

プリンストン・オリジナルの名入れサービス

Bluetooth対応アクセサリーについて ※　　　　 無線機器には、電波法に基づく技術基準適合証明（もしくは工事設計認証）を取得した表示をしています。（　技適マークがついています。） 　 　　　 は、その商標権者が所有している商標であり、株式会社プリンストンはライセンスに基づき使用しています。

プリンストンの名入れサービスに関しての詳しい情報は
ホームページをご覧ください

▶ www.princeton.co.jp/promotion/naire/index.html

※一部対応していない製品があります。

プリンストンでは、商品の名入れサービスに幅広く対応しています。
プロモーションやイベント用のノベルティ品をはじめ、記念品・贈答品、
学校やクラブなどの用度品として、ぜひお役立てください。 タッチペンUSBフラッシュメモリー タブレットスピーカー

会社案内や提案用の企画資料をUSBフ
ラッシュメモリーに保存して取引先に配布
すれば、会社の認知度アップに役立ちます。

販促／ノベルティ用として
入学式、卒業式、入社式などの記念品として。
また、プレゼント企画の景品としても最適。
いつまでも記憶に残るアイテムになります。

記念品／景品として

IEEE 802.3at準拠のPoE+対応。SFPモジュールを
使用することで、柔軟なネットワークを構築。

PNP-SWGP06E　PoE 対応ギガスイッチング HUB PTM-UBT7X   Bluetooth USB アダプター

快適＆省電力なワイヤレス接続をかなえる
Bluetooth 4.0を、パソコンに手軽にプラス。

○外形寸法（mm）：（W）193×（D）84×（H）26　○質量：約465g

1本のイーサネットケーブルで通信データと高出力な電力を供給することが可能です。PoEまた
はPoE+の受電に対応したIPカメラやワイヤレスアクセスポイント、テレホン/テレビカンファレ
ンス製品など幅広く使用できます。PoEは4ポート対応で、ポートあたり最大30W、装置あたり最
大65Wの電源供給が可能です。

防水仕様（IPX4相当）

最大出力3W

連続再生最大4時間

AUX外部端子

3.5mmステレオミニケーブル付属

Bluetooth Ver2.1+EDR

有線リモコン付属

φ66mmフルレンジスピーカー搭載

スピーカー間1.2m

最大出力5W

Bluetoothによるワイヤレス接続をはじめ、AUX外部端子での接続にも対応。
充電池内蔵でアクティブに使える防水仕様（IPX4相当）の小型スピーカー。
○外形寸法（mm）：（W）115×（D）44×（H）66　○質量：約157g

手元でのボリューム調整を可能にする有線リモコンを付属。
バックパッシブラジエーター搭載で、見た目からは想像できない迫力の重低音を再現。
○外形寸法（mm）：（W）102×（D）119×（H）104　○質量：約600g

PSP-BTS3GR
グリーン
［オープン価格］

PSP-BTS3BL
ブルー
［オープン価格］

［オープン価格］

PSP-BTS3  シリーズ　Bluetooth 対応防水ポータブルスピーカー

最大出力5Wの直径66mmフルレンジスピーカーが、
クリアで広がりのあるサウンドを実現。
スピーカー間1.2mで、大型モニターでも自由にレイアウトが可能。

PSP-BPR-RD　バックパッシブラジエーター搭載スピーカー

アウトドアやバスルーム、水辺などのシーンで、
水滴や水しぶきを気にせずに、音楽をワイヤレス再生。

有線バイパス

PTM-BTLLTR

スピーカーなどPTM-BTLLTR

［オープン価格］

PTM-BTR2

オーディオ
機器

ポータブル
スピーカーなど

PC、
ACアダプターで
給電

PC

スマートフォン／
タブレット

スマートフォン／
タブレット

○外形寸法（mm）：約（W）64×（D）22×（H）52（スタンドを除く）　○質量：約36g

既存のアンプ内蔵スピーカーやコンポに接続するだけで、スマホなどの音楽・音声がワイヤレスで
再生可能に。aptX™やS/PDIF（光角型）出力対応で高音質も追求。

既存のスピーカーやコンポで
高音質なワイヤレス再生を実現。

PTM-BTR2　Bluetooth オーディオレシーバー

For MUSIC

Bluetooth Ver3.0

Qua lcomm®aptX™

 ［オープン価格］

Bluetooth Ver5.0

For TV/GAME

PTM-BTLLTR　Bluetooth 送受信ユニット

高音質、低遅延の1台2役送受信ユニット。
Bluetooth送信機、受信機どちらにも設定可能。

Qualcomm®aptX™ 
Low Latency

ヘッドセット

○外形寸法（mm）：約（W）64×（D）22×（H）52（スタンドを除く）　○質量：約40g

送信機として、入力された音声をBluetoothでヘッドセットなど2台同時に送信可能。受信機とし
ては、2台までの音源をBluetoothで受信し、有線でスピーカーなどに本機から送信することが
できます。また、高音質で遅延が少ないaptX™ Low Latency (aptX LL) に対応しているの
で、従来のSBCに比べ、テレビ視聴やゲームの際に音と映像に時間差が少なく快適に楽しめます。

TV／オーディオ機器
オーディオ機器送信機能 受信機能

●PDポートより給電しながらパソコンを同時使用可能
●自宅やオフィスに常設しておけば、
　Type-Cケーブルを接続するだけで、
　デスクトップ並みの環境で使用可能
●GaN（窒化ガリウム）を採用し、
　持ち運びも楽な軽量コンパクトを実現
●ノートパソコンやiPad、Nintendo Switchなど、
　Type-C Altモード対応機種であれば、
　大型画面に表示可能
●コンセントがない場所でも、ドックとして使用可能
●USBポートにはキーボード/マウス/ヘッドセット/
　LANアダプターなどを接続可能

Win11

2928
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［オープン価格］
［オープン価格］

出力4or 2入力1

デジ像

入力 出力4or 2 1

デジ像

1台の映像機器を複数のテレビ／ディスプレイで楽しむ場合

ゲーム機

その他、デスクトップPCやメディアプレーヤー、
スマートフォン、タブレットなども接続できます。　　 テレビ プロジェクターPC

ディスプレイ

DISPLAY

PC
ディスプレイ

DISPLAY

複数の映像機器を1台のテレビ／ディスプレイで楽しむ場合

テレビ

その他、PCディスプレイや
プロジェクターなども接続できます。　　ゲーム機 メディア

プレーヤー
デスクトップ
PC

スマートフォン
タブレット

デジ造映像Live 版 デジ造ハイレゾ音楽版

Win 8.1/8 Win7

○外形寸法（mm）：（W）70×（D）29×（H）11（ケーブル部は除く）　○質量：約55g

PCA-DAV4
U S B ビデオキャプチャーユニット

ゲーム機、ビデオカメラ、VHSビデオデッキなどの映像を
デジタルデータ化。さらにゲーム映像の録画やライブ配信、
スナップショット撮影にも対応。

アナログ映像の保存からゲーム配信、
パソコンでの全画面表示まで、1台でカバー！

ビデオ→DVD
ビデオ→Blu-ray
画像編集
映像の加工

キャプション・タイトル加工
BGM、ナレーションの追加
フル画面表示しながら録画

標準添付ソフト
ファイル保存形式

○
有償でアップグレード可

○
○
○
○
○

PowerDirector 10 DE版／FullPlayROCK
MPEG2/H.264

HDMI 切替器

○外形寸法（mm）： （W）128×（D）60×（H）15　
○質量： 約85g

4ポート PHM-SW401S
［オープン価格］

懐かしい音楽・映像をデジタル化して楽しんだり。パソコンやスマート　デバイスに新機能を加えたり。多彩なデジタルニーズに応える「Digizo」ラインアップ。Digizo
デジゾウシリーズ

Digital Creation Gear

HDMIスプリッター

※弊社製品を使用して作成した複製データの著作権は、元々のデータの著作権を有する個人又は企業にあります。私的使用の範囲を超えて、無断で公衆や第三者に対して視聴させる行為、または複製の配布やインターネットでの共有を行う行為は著作権法違反となり、厳しく罰せられますのでご注意ください。
　「私的な利用であっても著作権を侵害するコンテンツのダウンロードを行う行為は著作権侵害行為とする」とされています。本カタログに掲載の製品は、コンテンツの著作権非侵害性を保証するものではありません。お客様が著作権を侵害するコンテンツからのデータ配信と思われる場合には権利侵害となる    恐れがあるため、録音や複製は行わないでください。

21W×2
実用最大出力 12W+12W

実用最大出力 

R/L（ツイーター）

32W+32WR/L（バス）

臨場感、没入感、使用感を
全方位で極めた、
EDIFIER発・ゲーミングヘッドセット

○質量：（V4）約365g、（G20）約250g

ED-V4RD レッド
ED-V4WH ホワイト
ED-V4GR グリーン
ED-G20H
［オープン価格］

ED-R12UWH ホワイト
ED-R12UBK ブラック
ED-R12URD レッド
［オープン価格］

ハイレゾを楽しむための
すべてが一体化した
88Wパワードスピーカー

2.0 デスクトップ パワードスピーカー
with ハイレゾオーディオ

ED-S880DB

○外形寸法（mm）：（W）138×（D）168×（H）230※
○質量：約7.5kg　※1台（1セット2台） の寸法

［オープン価格］

迫力と高音質のブックシェルフ型
マルチメディアスピーカー

ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー
ED-R1280T

○外形寸法（mm）：（W）145×（D）160×（H）240※
○質量：約4.3kg　※1台（1セット2台） の寸法

［オープン価格］

外部電源不要
4K 30Hz
4K 60Hz
3D
HDR

1080P 120Hz

○
○※4
○
○※1
○※5
○

解像度の異なる出力機器への接続
Xbox360

Xbox One S/X
PS3/4
PS4 Pro
PS5

○※6
○
○
○
○
○※7

外部電源不要
4K 30Hz
4K 60Hz
3D
HDR

1080P 120Hz

○
○
×
○※1
×
×

解像度の異なる出力機器への接続
Xbox360

Xbox One S/X
PS3/4
PS4 Pro
PS5

△※2
○

    非サポート
○

    非サポート
○※3

レコード→iPod/iPhone
録音スケジュール機能
標準添付ソフト
ファイル保存形式

○
○

Sound it ! 7 Basicfor Princeton
WAV、WMA、AAC、AIFF、Ogg、FLAC

PCA-HACU
ハイレゾ U S B
オーディオキャプチャーユニット

○外形寸法（mm）：（W）106×（D）63×（H）20 （突起部は除く）　
○質量：約92g

アナログ音源を高音質なハイレゾでデジタル化。
既存のオーディオやスマホで手軽に楽しめる。

レコードやカセットの音楽を、
ハイレゾで高音質に録音・再生！

PHM-SP102A

○外形寸法（mm）：（W）64×（D）50×（H）18　○質量：約37g

HDMI出力機器の映像を、2台へ同時に
出力・表示。複数画面でのゲーム、
プレゼンなど、活用の幅は多彩。

1つの映像ソースをテレビや
プロジェクターに同時出力。
3D&4Kコンテンツにも対応。

PHM-SP102S

○外形寸法（mm）：（W）64×（D）50×（H）18　○質量：約37g

4K60pやHDRに対応する最新映像機器の映像を、
2系統に同時出力が可能。4K+2Kディスプレイを
接続した場合でも解像度に合わせた出力・表示を実現。

「4K60p」や「HDR」映像を、高品位なまま
2系統に分岐。最新ゲーム機の映像配信や
キャプチャーにも応える上位モデル。

HDMI→UVC変換機

○外形寸法（mm）： ③④（W）104×（D）25×（H）124
○質量： ③④約165g

2ポート

③PHM-SW201B　④PHM-SW201
［オープン価格］

デジ像HDMI-BOX

HDMI PS3対応 3D対応 4K/2K対応 外部電源不要

テレビやディスプレイのHDMI接続ポートを拡張し、複数の機器接続を実現。
ボタンひとつで入力を切り替え、見たいコンテンツをスムーズに表示可能。

映像機器やゲーム機器の接続をワンプッシュで切り替えて、
高画質表示。

電源不要の４K HDR切替器。

②②

①

PHM-SW401B/
PHM-SW401
4 ポート  H D M I 切替器

○外形寸法（mm）： ①②（W）156×（D）25×（H）127
○質量： ①②約287g

4ポート

①PHM-SW401B　②PHM-SW401
［オープン価格］

④

③

④

スリムでも高音質な、
マルチメディアモデル

P C / マルチメディア用スピーカー
ED-M2280シリーズ

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）124×（D）125×（H）255
○質量：約950g

ED-M2280GY 
グレー
［オープン価格］

21W×2
実用最大出力 

実直に音質を追求した、
ブックシェルフモデル

ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー
ED-R1100

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）140×（D）197×（H）226
○質量：約4.2kg

［オープン価格］

2W×2
実用最大出力 

デスクトップに似合う、
コンパクトなウッドスタイル

P C 用 U S B スピーカー 2.1ch アクティブスピーカー

2W×2+4.5W×1
実用最大出力 

ED-R19U2

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）85×（D）105×（H）175
○質量：約1.26kg

［オープン価格］

［オープン価格］

2W×2
実用最大出力 

コンパクト&カラフルに、
いい音を楽しむ

P C 用 U S B 給電スピーカー
ED-R12U シリーズ

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）80×（D）70×（H）120
○質量：約570g

ED-M2280BK 
ブラック
［オープン価格］

6W×2
実用最大出力 

ヘッドホン端子搭載

プレイタイムを興奮で満たす、
ゲーミング対応モデル 

ED-M1360
Edif ier ゲーミングヘッドセット
ED-V4シリーズ   ED-G20H  

○外形寸法（mm）：
　サテライトスピーカー：片側のみ（W）64×（D）112×（H）140　
　サブウーファー：（W）158×（D）252×（H）225
○質量：約2.5kg

PHM-SW401S
4 K 6 0 p H D R 対応 4 ポート H D M I 切替器

４つの映像出力機器のいずれかを起動すれば、自動
でモニターへ表示。また自動切替と手動切替の選択
も可能。PS4 Pro、PS5の操作確認済み。

自動切替4K HDR 60p

○外形寸法（mm）： （W）49×（D）52×（H）20　
○質量： 約70g

2ポート PHM-SW201S
［オープン価格］

PHM-SW201S
4 K 6 0 p H D R 対応 2 ポート H D M I 切替器

１つの映像を２つのモニターのいずれかに切り替えて
表示、あるいは２つの映像のいずれかを１つのモニター
へ表示できる双方向切替接続が可能。Nintendo 
Switch、PS4 Proなどの操作確認済み。

双方向切替4K HDR 60p

PHM-SW201B/
PHM-SW201
2 ポート  H D M I 切替器

※1 3D映像を2台のモニターなどに同時出力する場合は、2台とも3Dに対応した同解像度の機器が必要です。　※2 どちらか一方の低い解像度に合わせて表示されます。　※3 1080P 60Hzまでの出力に限ります。　※4 解像度が異なる出力へも30Hzの信号で出力されます。　※5 HDRを2台のモニターなど
に出力する場合は、2台ともにHDRに対応した同解像度の機器が必要です。　※6 スケーリング機能は4K（2160P）と2K（1080P）ディスプレイの組み合わせのみ動作します。　※7 1080P 120Hz使用時は接続するディスプレイが2台とも1080P 120Hzに対応している必要があります。

PCA-UVC4KL
4K30ｐ
ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

最大4K30pのHDMI信号の入力に対応。UVCデバイス
ですので面倒な手動のドライバーインストールなどは
不要でパソコンに接続するだけで使用可能。人気動画
配信アプリやWeb会議アプリにも対応。

一眼レフカメラやビデオカメラなどを
Webカメラとして使用可能。

○外形寸法（mm）：（W）32×（D）8.0×（H）14　○質量：約24g

Win8.1Win10Win11 macOS 10.13~11

［オープン価格］

［オープン価格］［オープン価格］

NEW

Win 8.1/8 Win7

Win10Win11

Win10Win11

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp30 EDIFIERシリーズに関しての詳しい情報はホームページをご覧ください。  www.princeton.co.jp/edifier/index.html 31
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音の再生ではない。
音は、あなたの耳元で生まれる。

nuraは、あなたの耳の構造にぴったりと合わせたオーダーメイドの音を提供します。
科学的な見地から、音の臨場感や心地よさを追求。

耳の構造を自動的に解析し、一人一人にとって最適な音を響かせます。
これまで聞いていた音とはまったく異なる音響を体験できる、それがnuraのヘッドフォンです。

ゼロから再発明されたヘッドフォン
▪聴覚感度を自動測定　 ▪タッチボタン操作
▪ソーシャルモード搭載　▪没入型ベース

NURAPHONE

○接続性：Bluetooth、aptXTM HD、付属アナログケーブル
○バッテリー：リチウムイオン充電池
○連続動作時間：20 時間
○アイソレーション：アクティブノイズキャンセリング、デュアルパッシブアイソレーション
○通話：通話用内蔵マイク
○外形寸法（mm）：（W）190 × （D） 88 × （H）170　○質量：約329g

NR-LP
［オープン価格］

これまでにない深さとディテールを体験
▪聴覚感度を自動測定　 ▪タッチダイアル操作
▪没入型ベース　▪IPX4防滴性

NURALOOP

○接続性：Bluetooth、aptXTM HD、付属アナログケーブル
○バッテリー：リチウムイオン充電池
○連続動作時間：16 時間
○アイソレーション：アクティブノイズキャンセリング
○通話：通話用内蔵マイク
○外形寸法（mm）：（W）112 × （D）72 × （H）112　○質量：約25g

ほかとは違う、あなたのためだけの
完全分離型ワイヤレスイヤホン
▪聴覚感度を自動測定　 ▪タッチボタン操作    
▪ソーシャルモード搭載　▪IPX4防滴性

NURATRUE

○接続性：Bluetooth、aptXTM
○バッテリー：リチウムイオン充電池
○連続動作時間：合計24 時間
○アイソレーション：アクティブノイズキャンセリング
○通話：通話用内蔵マイク
○外形寸法（mm）：イヤホン／（W）24.8 ×（D） 24.8×（H）21.9　
　　　　　　　　 急速充電ケース／（W）72.4 × （D） 30.2× （H）35
○質量：イヤホン／各約7.4g　急速充電ケース／約37g

NR-TWS
［オープン価格］

スウェーデンのライフスタイルのような
ミニマリズムを体現したフォルムと機能。
大切なものを削らず、無駄を排除した美しさ。
哲学さえ感じられるJAYSのイヤホン。

Wired

○スピーカーサイズ：8.6mm　
○ケーブル長：1.17m　○質量：約17g

さまざまなデバイスの
標準的な同梱イヤホンを、
JAYSサウンドへアップグレード。

a-JAYS One

○スピーカーサイズ：8.6mm　
○ケーブル長：1.17m　○質量：約18g

a-JAYS Oneにリモコンを追加した、
より快適に使用できるモデル。

a-JAYS One+

JS-AJOPLS-BK ブラック　 ［オープン価格］JS-AJO-BK ブラック　 ［オープン価格］

○スピーカーサイズ：40mm　○質量：約215g

※1 ANCモード使用時は20時間

アクティブノイズキャンセリング
機能を搭載。連続使用30時間※1の
オーバーイヤーデザインの
ヘッドセット。

q-Seven Wireless

JS-QSEW-BK ブラック　
［オープン価格］

○スピーカーサイズ：6mm　○ケーブル長：27cm　○質量：約13g

スポーツにも対応する設計と、
IPX4レベルの防滴性能を実現。

m-Six Wireless

JS-MSW-SD サンド
JS-MSW-M/G モスグリーン

JS-MSW-B/B ブラック・ブラック

JS-MSW-D/R ダスティローズ　　
［オープン価格］

○スピーカーサイズ：10mm　○ケーブル長：43cm　○質量：約16g

手頃に安定したサウンドを得られ、
ワイヤレスビギナーにオススメ。
連続使用10時間。

t-Four Wireless

JS-TFW-B/B2 ブラック・ブラック
JS-TFW-GY2 グレー
JS-TFW-M/G2 モスグリーン　　
［オープン価格］

○スピーカーサイズ：40mm　○質量：約185g

連続使用25時間、
連続待受840時間。
軽量でタフなアルミニウム製
ヘッドセット。

a-Seven Wireless

JS-ASEW-GY2 グレー
JS-ASEW-GR2 グリーン

JS-ASEW-BK2 ブラック

JS-ASEW-RO2 ダスティローズ　　
［オープン価格］

○スピーカーサイズ：6mm　○ケーブル長：46cm　○質量：約14g

小型で軽量なハウジングから、
迫力あるサウンドを提供。
12時間の連続使用。

a-Six Wireless

JS-ASW-G/S2 グレー・シルバー
JS-ASW-B/G2 ブラック・ゴールド
JS-ASW-B/B2 ブラック・ブラック　　
［オープン価格］

［オープン価格］

○スピーカーサイズ：6mm　○質量：充電ケース／約42.6g  イヤフォン／約5.9g

JS-MFTW-GY グレーJS-MFTW-BK ブラック

専用充電ケース利用で最大使用18時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

m-Five True Wireless

t-Seven True Wireless

［オープン価格］

○スピーカーサイズ：6mm　○質量：充電ケース／約33.6g  イヤフォン／約8.7g

JS-FFTW-BK ブラック　

快適な音声通話を強化したモデル。
専用充電ケース利用で最大使用16時間。

f-Five True Wireless

○スピーカーサイズ：6mm　○質量：充電ケース／約43g  イヤフォン／約12g

専用充電ケース利用で最大使用38時間。
タッチコントロールで操作もストレスフリー。

m-Seven True Wireless

JS-MSTW-GY グレー
JS-MSTW-B/B ブラック・ブラック　 JS-MSTW-GR グリーン

JS-MSTW-BK ブラック
［オープン価格］

［オープン価格］

○スピーカーサイズ：10mm　○質量：充電ケース／約45g  イヤフォン／約12g

JS-TSTW-BK ブラック 
JS-TSTW-WH ホワイト

アクティブノイズキャンセリングと高性能マイクでヒアリングも
通話もより快適に。専用充電ケース利用で最大25時間使用可能。

NR-PHNG2
［オープン価格］
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多くの
デバイスに対応
汎用モードとiPadモー
ドの�種類で、多くの
デバイスに対応が可
能です。

ペアリング
不要
面倒なペアリングは不要。
ペン上部に設置されたタッ
チセンサーで、電源オンオ
フなどの操作を行えます。

6色から選べる
カラーラインアップ
�色の中から
好みの色を選択できます。
あか、きいろ、あお、みどり、
ももいろ、だいだいいろ

厳しい信頼性試験を
クリアしています

クロスカットテスト（塗膜強度）、塩水噴霧試験（ペンチューブのみ）、アルコール拭き取り試験、
ペン先摩耗テストなどの信頼性試験を行い、すべてをクリアしています。

クーピーペンシルと
そっくりなデザイン
クーピーペンシルを模したデザインはどこか親
近感を湧き立たせる形。どなたでも違和感なく
使い始められ、ワクワクやドキドキを思い出すよ
うなデザインです。

狙ったところに
タッチできる細いペン先
細いペン先は狙ったところにタッチしやすく、思い通りに描い
たり、タッチすることが可能。ペン先は摩耗しても交換できる
ので長い間使えます。ペン先の強度は約��kmのランニング
テスト済み。替え芯は�pcs同梱しています。

同梱品

※静電容量タッチパネルを使用したものに対応していますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。

※クーピーペンシル、COUPY-PENCIL は株式会社サクラクレパスの商標です。本商品は、株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。 本商品のデザインは株式会社サクラクレパスより正規の使用許諾を受けてます。

○外形寸法（mm）：約φ9（先端2.0）×（H）166　○質量：約11g
○対応機種：iPadモード　iPad 第8/7/6世代、iPad Air 第4/3世代、iPad mini 第5世代、
iPad Pro 11インチ  第3/2/1世代、iPad Pro 12.9インチ 第5/4/3世代
汎用モード　スマートフォン、タブレット※

PSA-TPRCP シリーズ　アクティブスタイラスペン

細いペン先2.0mm 充電タイプ

①PSA-TPRCP-RD あか FY-19　
②PSA-TPRCP-YL きいろ FY-3　
③PSA-TPRCP-BL あお FY-36
④PSA-TPRCP-GR みどり FY-29
⑤PSA-TPRCP-PK ももいろ FY-20
⑥PSA-TPRCP-OR だいだいいろ FY-5
［オープン価格］① ④② ⑤③ ⑥

あっ、クーピーペンシル！
と思ったら、実はアクティブスタイラス。
持っていた人も、いま使っている人も、なんだか懐かしい「クーピーペンシル」。
そんなクーピーペンシルが、アクティブスタイラスになりました。
しかしデザインが楽しいだけではありません。機能や特長がギッシリと詰まったスタイラスです。

再充電で
ランニングコストを削減
付属のUSB-Cケーブルを使用して
再充電が可能。約��分充電で��
時間使用できます。�分のオートオ
フにも対応。

①PSA-TPA2PROBK ブラック　
②PSA-TPA2PROGD ゴールド　
③PSA-TPA2PROSV シルバー
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：約φ12（先端2.0）×（H）135～138　
○質量：約28g（電池含む）

①PSA-TP5EBK ブラック　②PSA-TP5ESV シルバー
③PSA-TP5EGD ゴールド　④PSA-TP5EPG ピンクゴールド　
⑤PSA-TP5EDBK ダークブラック　
⑥PSA-TP5EWH ホワイト
［オープン価格］

①PSA-TP6EBK ブラック　
②PSA-TP6ESV シルバー　
③PSA-TP6EBL ブルー
［オープン価格］

透明ディスク採用

ペン先の位置が確認しやすく、
書き心地も滑らかな
透明ディスク搭載モデル。

PSA-TP6E シリーズ
透明ディスク搭載タッチペン　

鉛筆型本体に2mmのペン先。
低ストレスでデジタルへ移行。
フル充電で10時間連続動作可能な
アクティブスタイラス。

PSA-TPR04/GG
GIGA スクール端末向け汎用アクティブスタイラスペン

ペンシルルックな握りやすい
六角形で、使いやすさを実現。
ペン先は交換が可能なので、
長く使用することができます。

PSA-TPR04MB シリーズ
アクティブスタイラスペン　

○外形寸法（mm）：約φ10（先端7.0）×（H）108～142　
○質量：約14g（キャップ含む）

シリコンゴム採用ナノテク素材採用

タッチ感度、耐久性、
書き心地に優れた
「ナノテク」採用のペン先を採用。

PSA-TP5E シリーズ
スマートフォン・タブレット用タッチペン

電源を入れると静電気が発生し、
静電式タッチパネルに
反応するスタイラスペン。

PSA-TPA2PRO シリーズ
アクティブスタイラスペン　

①PSA-TP2BKB  ブラック　
②PSA-TP2WHB ホワイト
［オープン価格］

シリコン製のやわらかなペン先で、
操作感を進化させた
スタンダードタイプ。

PSA-TP2 シリーズ
スマートフォン・タブレット用タッチペン　

細いペン先2.0mm 単4電池使用

②① ③

② ③ ④ ⑤ ⑥

②①

①

②① ③

細いペン先2.0mm 充電タイプ

イラスト向き オンライン限定モデル

コーポレートモデル

①PSA-TPR01-GD ゴールド　
②PSA-TPR01-SV シルバー
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：約φ9（先端2.0）×（H）139～141　
○質量：約18g

Micro  USBコネクター
搭載で充電可能な
アクティブスタイラスペン。

PSA-TPR01 シリーズ
リチャージブルアクティブスタイラスペン　

① ②
①PSA-TPGBK ブラック　
②PSA-TPGWH ホワイト　
③PSA-TPGBL ブルー
［オープン価格］

金属繊維採用

優れた耐久性＆滑らかな
スライド操作で、
快適なゲーミングをサポート。

PSA-TPG シリーズ　
ゲーム用タッチペン

②① ③

①PSA-TPMS-BK ブラック　
②PSA-TPMS-BG バーガンディ　
③PSA-TPMS-CB コバルトブルー
④PSA-TPMS-PS プラチナシルバー
［オープン価格］

  ブラック　
［オープン価格］

  ホワイト　
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：約φ10（先端1.6）×（H）143　
○質量：約14g

○外形寸法（mm）：約φ10（先端1.7）×（H）157　
○質量：約17g

2018年以降に発売したiPad
12.9インチiPad Pro 第3/4世代
11インチ iPad Pro 第1/2世代
iPad 第6/7世代　iPad mini5
（本製品発売時点）

細いペン先2.0mm 充電タイプ

イラスト向き

細いペン先2.0mm 充電タイプ

静電容量式スマホ・タブレット向き

④① ② ③

細いペン先1.6mm 単6電池使用

Surface対応

限りなく自然な書き心地。
汎用性の高いMicrosoft 
Pen Protocol対応の
アクティブスタイラスペン。

PSA-TPMS シリーズ　
アクティブスタイラスペン

細いペン先1.7mm 充電タイプ

文字や図形制作向き

画面に手が触れていても反応
するので使用時のストレスを
大幅に軽減。すぐに始められる
iPad用アクティブスタイラス。

PSA-TPR05-BK　
i P a d 用アクティブスタイラス

当ページ掲載商品は  名入れサービス 対応商品  です。詳しくはP.29をご覧ください。ゲーミング用スタイラスはP.45もご覧ください。

○外形寸法（mm）：約φ9.6（先端6.5）×（H）114　
○質量：約10g

○外形寸法（mm）：約φ9×（H）111　
○質量：約8g

○外形寸法（mm）：約φ8.5（先端7.0）×（H）118　
○質量：約9g

 

○外形寸法（mm）：約φ10（先端2.0）×（H）129～131　
○質量：約14g

○外形寸法（mm）：約φ10（先端2.0）×（H）152　
○質量：約16g

②①

①PSA-TPR04MB-BL ブルー　
②PSA-TPR04MB-PK ピンク
［オープン価格］

①PSA-TPR06-WH ホワイト　
②PSA-TPR06-GR グリーン　
③PSA-TPR06-GY グレイ
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：約φ9（先端2.0）×（H）165　○質量：約16g

① ② ③

持ちやすい
六角形

交換可能な
ペン先

再充電可能

iPadへの
磁気吸着

正確な再現性

スマホやタブレット、特にiPadに文字やイラストを
手書きで描き込みたい人に向けた創造的なアクティブスタイラス。

PSA-TPR06 シリーズ　アクティブスタイラスペン

細いペン先2.0mm 充電タイプ

34 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 35製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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TYPE

SIZE

SIZE

TYPE

F o r  G a l a x y  B u d s 高い耐衝撃性能でGalaxy Budsを守る。

P a c k  S e r i e s UAGの思想とデザインを表現したパックシリーズ。

F o r  A i r T a g AirTagのシンプルな美しさにぴったりのUAG

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
関
連

TYPE HARDCASE_001 HARDCASE_001
Galaxy Buds Live Galaxy Buds/Buds+

UAG-GLXBDPLS
シリーズ

UAG-GLXBL
シリーズ

F o r  A p p l e  W a t c h

SIZE

TYPE
ACTIVE ACTIVE LE NATO ECO CIVILIAN SCOUT DOTLEATHER NATO

ビジネスからアウトドアまで、UAGの世界観そのままのApple Watch用アイテム。

Apple Watch 44/42mm

UAG U by UAG

UAG-UAWSD
シリーズ

ブラック（U）

ソフト
ブルー（U）

グレイ（U）

オーベルジーヌ（U）

ダスティローズ（U）

SIZE

TYPE

Apple Watch 40/38mm

UAG Case

UAG-AWSL-BR

ブラウン

UAG-AWSN-GR

グレイ

UAG-AWSS
シリーズ

ブラック

UAG-AWSNE-BK

Apple Watch 44mm

Apple Watch 40mm

U by UAG
SCOUTNATO NATO ECOLEATHER DOT

F o r  G a l a x y  W a t c h Galaxy Watchにも、Apple Watch用バンドと同様のラインアップをご用意しています。

SIZE

UAG
TYPE ACTIVE LEATHER NATO

Galaxy Watch 46mm

F o r  A i r P o d s AirPodsとともに、UAGの安心感も持ち運べる。

TYPE
SiliconeCase DOTHardCase

AirPods

UAG-GWLL-BK
UAG-GWLL-BR

UAG-GWLN-GR
UAG-GWLN-OD

UAG-GWLC-S/O UAG-GWSA-BK
UAG-GWSA-OR

UAG-GWSL-BR UAG-GWSN-GR

ACTIVE LEATHER NATOSCOUT SCOUTCIVILIAN
Galaxy Watch 42mm

UAG-GWSS-BKUAG-GWLA-BK
UAG-GWLA-MC
UAG-GWLA-OR

UAG-GWLS-BK
UAG-GWLS-OL
UAG-GWLS-OR

UAG-APSシリーズ UAG-APH-BK

ブラック

ブラック

オリーブ

ブラックブラック

ブラック

オリーブドラブ

オレンジ

ブラック

マラード

オリーブ

オレンジ

UAG-APSV2シリーズ UAG-APHV2シリーズ UAG-UAPSシリーズ

UAG-AITSシリーズ

UAG-AITS4SET

UAG-UAITDシリーズ

UAG-UAITD4SET

UAG-UAITDLシリーズ

UAG-UAITDL4SET

UAG-APMXR-OL

UAG-APMXR-BK

UAG
TYPE

U by UAG

TYPE
SiliconeCaseMETROPOLIS DOTHardCase

AirPods Pro

UAG U by UAG

オリーブドラブ

オレンジ

ブラックレザーアーマー

ブラウンレザーアーマー

ブラックファイバーアーマー

ブラック

マラード

オリーブ

オレンジ

UAG-APPROSV2シリーズ UAG-APPROHV2シリーズ UAG-UAPPROSシリーズ

ブラック

UAG-APPROSシリーズ UAG-APPROH-BKUAG-APPROMシリーズ

シルバー

エッグ
プラント

RATION PROTECTIVE CASE

AirPods Max

UAG

ブラック/グレイ

オリーブ/オレンジ

マラード/ブラック

ブラック

オリーブ

マラード

UAG-AWLL-BK

ブラック

UAG-AWLN
シリーズ

グレイ

オリーブドラブ

UAG-AWLA
シリーズ

オレンジ

ブラック

ミッドナイト
カモ

UAG-AWLS
シリーズ

UAG-AWLALE
シリーズ

ダークグレイ

ブルー/
ピンク

マラード

UAG-AWLNE-ML UAG-UAWLD
シリーズ

ブラック（U）

ソフト
ブルー（U）

グレイ（U）

オーベルジーヌ（U）

ダスティローズ（U）

UAG-AWLC
シリーズ

ブラック/
オレンジ

スレート/
オレンジ

CIVILIAN

ブラック/グレイ オリーブ/オレンジ

ブラック/オレンジマラード
ブラック（U）

グレイ（U）

ソフトブルー（U） オーベルジーヌ（U）

ダスティローズ（U）

ブラック/グレイ オリーブ/オレンジ

ブラック/オレンジマラード
ブラック（U）

グレイ（U）

ソフトブルー（U） オーベルジーヌ（U）

ダスティローズ（U）

オレンジ

オリーブ

シルバー

ビリー

TYPE
UAG

SCOUT
U by UAG

DOT LOOPDOT KEYCHAIN

ブラック

オリーブ

マラード

オレンジ

ブラック

ダスティーローズ

ソフトブルー

マシュマロ
ブラック

ダスティーローズ

ソフトブルー

マシュマロ

TYPE
UAG

SLEEVE
U by UAG
MOUVE

SIZE

TYPE

ブラック

グレイ

ブラック/
ミッドナイトカモ

ブラック

グレイ

ブラック/
ミッドナイトカモ

UAG-SLVLLT
シリーズ

12.9インチ
iPad Pro

11インチ
iPad Pro

UAG-SLVMLT
シリーズ

※3 ※3

UAG UAGU by UAG
Back Pack PackMOUVE

U by UAG
MOUVE

SIZE

ブラック/
ミッドナイトカモ
グレイ/
ミッドナイトカモ
オレンジ/
ミッドナイトカモ

UAG-BKP
シリーズ

UAG-UBKP
シリーズ

24L Back Pack Ration Hip Pack ACCESSORY
POUCH

18L

ブラック

マグマ

ブラック

マグマ

UAG-SLVL
シリーズ

UAG-SLVLWH
シリーズ

ブラック

マグマ

ブラック

マグマ

ブラック

マグマ

UAG-SLVM
シリーズ

※1 ※2UAG-SLVS
シリーズ

UAG-USLV16
シリーズ

UAG-USLV13
シリーズ

ブラック

グレイ

ミッドナイトカモ

オレンジ

オーベルジーヌ（U）

マシュマロ（U）

ダークグレイ（U）

オーベルジーヌ（U）

マシュマロ（U）

ダークグレイ（U）

オーベルジーヌ（U）

マシュマロ（U）

ダークグレイ（U）

オーベルジーヌ（U）

マシュマロ（U）

ダークグレイ（U）

UAG-BKP18L
シリーズ

UAG-SLVMWH
シリーズ

DOPP KIT

UAG-DPK-BK UAG-SLBR15
シリーズ

UAG-HIP
シリーズ

UAG-SLBR13
シリーズ

UAG-UACP
シリーズ

15” SLIM
BRIEF

13” SLIM
BRIEF

Slim Brief

ブラック

オリーブ

ブラック

オリーブ

ブラック

オリーブ
ブラック/
ミッドナイトカモ

LARGE
15" devices

MEDIUM
11"-13" devices

SLEEVE
16"

SLEEVE
13"

SMALL
8"-10" devices

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp36 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 37
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※1 12.9インチiPad Pro（第4世代）にも対応。  ※2 11インチ iPad Pro（第2世代）にも対応。　※3 アメリカ国防総省制定・MIL標準（Military Standard）対応

アメリカ国防総省
制定・MIL標準
（Military Standard）
対応

UAG-AWL
シリーズ

ブラック/オレンジ

ブラック/ブラック

UAG-AWLCC
シリーズ

マラード/シルバー

ブラック/オレンジ

オリーブ/オレンジ

UAG-AWSCC
シリーズ

CIVILIAN

マラード/シルバー

ブラック/オレンジ



UAG TYPE PC TYPE

PLASMA

TYPE

UAG TYPE
TABLET TYPE

UAG U by UAG UAG U by UAG

UAG TYPE PC TYPE

UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。F o r  A n d r o i d  s m a r t p h o n e

※このページの掲載商品はすべて［オープン価格］です。

落下高さ122cm、落下方向26方向（8角、12稜、6面）の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用い
られるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, 
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

アメリカ国防総省
制定・MIL標準
（Military Standard）対応

TYPE

Phone TYPE MONARCH PLASMA PATHFINDER/PATHFINDER SE PLYO CIVILIAN LUCENT

Motorola 
moto g7
power

SCOUT

Motorola 
moto g5

Motorola 
moto g5 
Plus

Huawei 
Mate 
20 lite

OUTBACK ※2

UAG-HM20L-BK

ブラック

UAG-MOTOG5-BK

ブラック

UAG-MOTOG7P-BK

ブラック

UAG-MOTOG5PLS-BK

ブラック

※1 　 ※2 生分解性プラスチックは使用していません。 ※3 Surface Go 2には対応しておりません。※4 Dell Chromebook 3100 2-in-1には対応しておりません。　　※ペンは付属していません。　　　　   

UAG-SFPRO4-BLK UAG-SFPROHSS-IC-1

耐衝撃性がもたらす安心感や信頼がタブレットを自由にする。F o r  T A B L E T

UAG-SFGO-BK-1

UAG-SFPROXシリーズ

UAG-SFGOHSS-IC-1 UAG-SFGOSPシリーズUAG-SFGOHS-BK

SCREEN SHIELDMETROPOLIS PLASMA SCOUT

耐衝撃性と機能性がiPadの機動力をさらに拡張。F o r  i P a d

iPad TYPE

9.7インチ iPad
（第6 / 5世代）

10.5インチ 
iPad Air
（第3世代）

iPad mini
（第5世代）

UAG-IPDPROLS4-BK

UAG-IPDF-BLKP

UAG-IPDA19シリーズ

12.9インチ 
iPad Pro
（第4世代）

SCOUT LUCENTMETROPOLIS PLYOMETROPOLIS SE

UAG-IPDM19シリーズ

UAG-IPDPROLF4シリーズ※1

10.2インチ iPad
（第8 / 7世代）

※1UAG-IPD7Fシリーズ

※1

※1 UAG-SFPROXHSS-IC

OUTBACK※2

アイス

アイス

アイス

ブラック

マグマ

コバルト

ブラック

マグマ

コバルト

ダスティローズ

アイス

ソフトブルー

ブラック

マグマ

コバルト

UAG-IPDPROLF5シリーズ UAG-UIPDPROL5LUシリーズ

UAG-UIPDPROM3LUシリーズUAG-IPDPROMF3シリーズ

ブラック

マラード

ダスティローズ

アイス

ソフトブルー

ブラック

コバルト

ブラック

マグマ

コバルト

ブラック

マグマ

コバルト

ブラック

ブラック

コバルト

ブラック

ブラック

ブラック ブラック

UAG-SFGO2SHS-BK

ブラック

UAG-IPD7SHS-BKUAG-IPD7S-BK UAG-IPD7SF-BK

ブラックブラックブラック

ブラック

Surface Pro7/Pro6/
Pro（2017） /Pro4

Surface Go/Go 2

Surface Pro X

透明

覗き見防止

UAG-UIPD8LUシリーズ

先進のプロテクション構造を備えたケースが、アクティブなコンピューティングを支援。F o r  P C

13インチ MacBook Pro

UAG-MBP13-A1706-IC-1

Surface Laptop シリーズ

Surface Laptop GO シリーズ

Surface Book シリーズ

PLYO

UAG-SFLPT-IC UAG-SFBKUNIV-IC

アイス アイス

UAG TYPE HP Elite x2 G4

UAG-HPETG4-BK

METROPOLIS
ブラックアイス

アイス

PC TYPE

MacBook Air16インチ MacBook Pro Dell Chromebook 3100

UAG-MBA13Y-IC-1 UAG-DLCRMB3100Y-IC※4

アイスアイス アイス

UAG-MBP16Y-ICUAG-SFLPTGO-IC

UAG-IPD7Y-BK/IC

11インチ 
iPad Pro
（第3世代）

NEW NEW

12.9インチ
 iPad Pro
（第5/4世代）

iPad mini
（第6世代）

ブラック/
アイス

UAG-IPDM6Y-BK/ICUAG-IPDM6FSEシリーズ

ブラック

セルリアン

UAG-UIPDM6LUシリーズUAG-IPDM6F-BK

ブラック/
アイス

UAG-GLXS21Tシリーズ UAG-GLXS21Y-IC

UAG-GLXS21PLSY-IC

Galaxy S21

Galaxy S21
ULTRA

Galaxy Note 
20 ULTRA

Galaxy S21+

UAG-GLXS21-Pシリーズ

UAG-GLXS21PLS-Pシリーズ UAG-GLXS21PLSTシリーズ

UAG-GLXS21シリーズ

UAG-GLXS21PLSシリーズ

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip3

NEWGalaxy Z Fold3

UAG-GLXS21Cシリーズ

UAG-GLXS21PLSCシリーズ

UAG-GLXZFLPC-OD

オリーブ

アイス

マラード
アイス

アイス

クリムゾン

ブラック

カーボンファイバー

マラード

クリムゾン

ブラック

カーボンファイバー

マラード

クリムゾン

ブラック

カーボンファイバー

マラード

UAG-GLXS21ULTTシリーズUAG-GLXS21ULT-Pシリーズ UAG-GLXS21ULTCシリーズ

UAG-UGLXS21LU シリーズ

UAG-UGLXS21PLSLU シリーズ

UAG-GLXS21ULT-IC

アイス

UAG-GLXZFLP3Cシリーズ

UAG-GLXN20ULT-Pシリーズ UAG-GLXN20ULTシリーズ

ブラック

カーボンファイバー

クリムゾン

アイス

アッシュ
アイス

オリーブ

マラード

UAG-GLXN20ULTY-IC UAG-GLXN20ULTCシリーズ

ブラック

オリーブ

シルバー

マラード

エッグプラント

ブラック

オリーブ

シルバー

マラード

エッグプラント

ブラック

オリーブ

シルバー

マラード

エッグプラント

ミッドナイトカモブラック

オリーブ

シルバー

マラード

ミッドナイトカモ

フォレストカモ

ブラック

シルバー

マラード

ブラック

マラード

UAG-GLXS21ULTシリーズ

アッシュ

マラード

アッシュ

マラード

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

UAG-UGLXS21ULTLU シリーズ

アイス

オレンジ

ダスティローズ

※1

※1 ※1

※1

ソフトブルー

ブラック/
アイス

オーベルジーヌ/
ダスティローズ

ブラック

オリーブ

マラード

UAG-GLXZFD3Cシリーズ

ブラック

オリーブ

マラード

製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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F o r  i P h o n e 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE

iPhone TYPE CIVILIAN OUTBACK

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro 
Max

MONARCHESSENTIAL ARMOR ESSENTIAL ARMORSTANDARD ISSUE METROPOLIS METROPOLIS LT METROPOLIS LTPLA  SMAPATHFINDER/PATHFINDER SE PLYO PLYO Glass Screen Shield

UAG-IPH21S-Pシリーズ UAG-IPH　 21S-T-IC UAG-IPH21S-SP
UAG-IPH21S-SPPLS

UAG-IPH21S-EAシリーズ

iPhone 13 
Pro

 ※このページの掲載商品はすべて［オープン価格］です。

UAG-IPH19MY-IC

UAG-IPH19MY-AS

ブラック

フロステッド
アイス

iPhone 13 
Pro Max

UAG

UAG-IPH19SY-IC

UAG-IPH19SY-AS

UAG-IPH19LY-IC

UAG-IPH19LY-AS

iPhone 13 
mini

落下高さ122cm、落下方向26方向（8角、12稜、6面）の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用い
られるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, 
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

アメリカ国防総省
制定・MIL標準
（Military Standard）対応

UAG-IPH19MF-BK

UAG-IPH19SF-BK

UAG-IPH19M-P-CR

UAG-IPH19M-P-BK  

UAG-IPH19M-P-CF

UAG-IPH19S-P-CR

UAG-IPH19S-P-BK  

UAG-IPH19S-P-CF

UAG-IPH19L-P-CR

UAG-IPH19L-P-BK  

UAG-IPH19L-P-CF

UAG-IPH19MO-BK

UAG-IPH19MO-OD

UAG-IPH19MO-LL

UAG-IPH19SO-BK

UAG-IPH19SO-OD

UAG-IPH19SO-LL

UAG-IPH19LO-BK

UAG-IPH19LO-OD

UAG-IPH19L-BK
UAG-IPH19L-WH
UAG-IPH19L-SL

UAG-IPH19L-MC
UAG-IPH19L-FC

UAG-IPH19L-OD

UAG-IPH19L-AC

UAG-IPH19MS-BK

UAG-IPH19MS-SL

UAG-IPH19MS-OD

UAG-IPH19SS-BK

UAG-IPH19SS-SL

UAG-IPH19SS-OD

UAG-IPH19LS-BK

UAG-IPH19LS-SL

UAG-IPH19LS-OD

UAG-IPH19M-BK UAG-IPH19M-MC

UAG-IPH19M-FC

UAG-IPH19M-AC

UAG-IPH19M-SL

UAG-IPH19S-MC

UAG-IPH19S-FC

UAG-IPH19S-SL

UAG-IPH19S-OD

UAG-IPH19S-AC

UAG-IP      H19S-IC
UAG-IP      H19S-AS
UAG-IP      H19S-CB
UAG-IP      H19S-MG

UAG-IP      H19L-IC
UAG-IP      H19L-AS
UAG-IP      H19L-CB
UAG-IP      H19L-MG

UAG-IP      H19M-IC
UAG-IP      H19M-AS
UAG-IP      H19M-CB
UAG-IP      H19M-MG

カーボンファイバー

マラード

UAG-IPH21L-SP
UAG-IPH21L-SPPLS

アイス

UAG-IPH20L-Pシリーズ UAG-IPH20LFシリーズ UAG-IPH20LYシリーズ

UAG-IPH20S-Pシリーズ UAG-IPH20SFシリーズ UAG-IPH20SFLシリーズ

UAG-IPH20LFLシリーズ

UAG-IPH20SYシリーズ

レザーブラウン

レザーブラック

ケブラーブラック

PUブラック

レザーブラウン

レザーブラック

ケブラーブラック

PUブラック

レザーブラウン

レザーブラック

ケブラーブラック

PUブラック

レザーブラウン

レザーブラック

ケブラーブラック

PUブラック

レザーブラウン

レザーブラック

ケブラーブラック

PUブラック

レザーブラウン

レザーブラック

ケブラーブラック

PUブラック

ブラック

オリーブ

ライラック

マラード

オレンジ

ブラック

オリーブ

ライラック

マラード

オレンジ

ブラック

オリーブ

ライラック

マラード

オレンジ

UAG-IPH20MOシリーズ

UAG-IPH20SOシリーズ

UAG-IPH20LOシリーズ

UAG-IPH20M-Pシリーズ UAG-IPH20MFシリーズ UAG-IPH20MFLシリーズ UAG-IPH20MYシリーズ

iPhone 12 
Pro Max

iPhone 12 
mini

UAG-IPH20　 LTシリーズ

UAG-IPH20　 STシリーズ

UAG-IPH20　 MTシリーズ

アイス

アッシュ

マラード

アイス

アッシュ

マラード

アイス

アッシュ

マラード

UAG-IPH20LCシリーズ

ブラック 

オリーブ

マラード

シルバー

エッグプラント

UAG-IPH20SCシリーズ

UAG-IPH20MCシリーズ

アイス

アイスクリア

アッシュ

アイス

アイスクリア

アッシュ

アッシュ

アイスクリア

UAG-IPH20Lシリーズ

UAG-IPH20Sシリーズ

UAG-IPH20Mシリーズ

ホワイト

シルバー

オリーブ

マラード

オレンジ

ミッドナイト
カモ
フォレスト
カモ

ブラック 

ホワイト

シルバー

オリーブ

マラード

オレンジ

ミッドナイト
カモ
フォレスト
カモ

ブラック 

ホワイト

シルバー

オリーブ

マラード

オレンジ

ミッドナイト
カモ
フォレスト
カモ

ブラック 

ブラック

クリムゾン

カーボンファイバー

マラード

アイス

UAG-IPH20SS-P-BK

ブラック

オリーブ

UAG-IPH20SSO シリーズ UAG-IPH20SSY-IC

iPhone SE 
（第2世代）

アイス

アッシュ

ビリー

UAG-IPH20　 SSシリーズ

ブラック 

オリーブ

UAG-IPH20SSCシリーズ UAG-IPH20SSシリーズ

ブラック

ブラック 

オリーブ

マラード

シルバー

エッグプラント

ブラック 

オリーブ

マラード

シルバー

エッグプラント

iPhone 12 / 
12 Pro

ブラック 

シルバー

ブラック

クリムゾン

カーボンファイバー

マラード

ブラック

クリムゾン

カーボンファイバー

マラード

NEW

NEW

NEW

UAG-IPH21MB-Pシリーズ UAG-IPH21MB-F-KB UAG-IPH21MB-FLTシリーズ UAG-IPH21MB-Yシリーズ

ケブラーブラック
ケブラーオリーブ

ケブラーブラック
ブラック

オリーブ

マラード

UAG-IPH21MB-Oシリーズ

ブラック

オリーブ

マラード

UAG-IPH21MB-STDシリーズ UAG-IPH21MB-EAシリーズ UAG-IPH21　 MB-Tシリーズ

アイス

アッシュ

マラード

ビリー

UAG-IPH21MB-Cシリーズ

アイス

アッシュ

UAG-IPH21MBシリーズ

ホワイト

シルバー

オリーブ

マラード ミッドナイト
カモ

ブラック 

ブラック 

オリーブ

マラード

シルバー

フロステッドアイス

ブラック

クリムゾン

カーボンファイバー

マラード

ケブラーブラック

ブラック

フロステッド
アイス

UAG-IPH21MA-Pシリーズ UAG-IPH21MA-F-KB UAG-IPH21MA-FLTシリーズ UAG-IPH21MA-Yシリーズ

ケブラーブラック
ケブラーオリーブ

ケブラーブラック
ブラック

オリーブ

マラード

UAG-IPH21MA-Oシリーズ

ブラック

オリーブ

マラード

UAG-IPH21MA-STDシリーズ UAG-IPH21MA-EAシリーズ

iPhone 13

UAG-IPH21　 MA-Tシリーズ

アイス

アッシュ

マラード

ビリー

UAG-IPH21MA-Cシリーズ

アイス

アッシュ

UAG-IPH21MAシリーズ

ホワイト

シルバー

オリーブ

マラード ミッドナイト
カモ

ブラック 

ブラック 

オリーブ

マラード

シルバー

フロステッドアイス

ブラック

クリムゾン

カーボンファイバー

マラード

ケブラーブラック

UAG-IPH21M-SP
UAG-IPH21M-SPPLS

NEW ブラック

フロステッド
アイス

UAG-IPH21L-Pシリーズ UAG-IPH21L-F-KB UAG-IPH21L-FLTシリーズ UAG-IPH21L-Yシリーズ

ケブラーブラック
ケブラーオリーブ

ケブラーブラック

UAG-IPH21MB-FLTM-KB

ケブラーブラック

UAG-IPH21MA-FLTM-KB

ケブラーブラック

UAG-IPH21L-FLTM-KB

ケブラーブラック

ブラック

オリーブ

マラード

UAG-IPH21L-Oシリーズ

ブラック

オリーブ

マラード

UAG-IPH21L-STDシリーズ UAG-IPH21L-EAシリーズ

UAG-IPH21S-EAMシリーズ

UAG-IPH21MB-EAMシリーズ

UAG-IPH21MA-EAMシリーズ

UAG-IPH21L-EAMシリーズ UAG-IPH21　 L-Tシリーズ

アイス

アッシュ

マラード

ビリー

UAG-IPH21L-Cシリーズ

アイス

アッシュ

UAG-IPH21MB-YMシリーズ

アイス

アッシュ

UAG-IPH21MA-YMシリーズ

アイス

アッシュ

UAG-IPH21L-YMシリーズ

アイス

アッシュ

UAG-IPH21Lシリーズ

ホワイト

シルバー

オリーブ

マラード ミッドナイト
カモ

ブラック 

ブラック 

オリーブ

マラード

シルバー

フロステッドアイス

ブラック

クリムゾン

カーボンファイバー

マラード

ケブラーブラック

ブラック

フロステッド
アイス

ブラック

フロステッド
アイス

ブラック

フロステッド
アイス

ブラック

フロステッド
アイス

ブラック

フロステッド
アイス
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 ※MagSafe対応

F o r  i P h o n e 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルを楽しむためのラインアップ。

TYPE

iPhone TYPE ANCHORMOUVEDOT DOT AURORA LUCENT WAVE DIP

iPhone 11

UAG-UIPH21S-LU
シリーズ

アイス

クレイ

セルリアン

 ※このページの掲載商品はすべて［オープン価格］です。

iPhone 13 
Pro Max

U by UAG

iPhone 13 
mini

UAG-UIPH20M1
シリーズ

UAG-UIPH20MY
シリーズ

UAG-UIPH20SY
シリーズ

UAG-UIPH20LY
シリーズ

UAG-UIPH20M2
シリーズ

UAG-UIPH20S2
シリーズ

UAG-UIPH20L2
シリーズ

UAG-UIPH20S1
シリーズ

UAG-UIPH20L1
シリーズ

アイス

アッシュ

オーベル
ジーヌ

ソフトブルー

アイス

アッシュ

オーベル
ジーヌ

ソフトブルー

アイス

アッシュ

オーベル
ジーヌ

ソフトブルー

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

ブラック

オーベルジーヌ

ライトグレイ

ダスティローズ

ブラック

オーベルジーヌ

ライトグレイ

ダスティローズ

ブラック

オーベルジーヌ

ライトグレイ

ダスティローズ

iPhone 12 
Pro Max

iPhone 12
mini

UAG-UIPH20LD
シリーズ

UAG-UIPH20LAR
シリーズ

UAG-UIPH20MD
シリーズ

UAG-UIPH20MAR
シリーズ

アッシュ

ダスティローズ

ソフトブルー

ブラック

ダスティローズ

ソフトブルー

アッシュ

ダスティローズ

ソフトブルー

ブラック

ダスティローズ

ソフトブルー

UAG-UIPH20SSLU
シリーズ

iPhone SE 
（第2世代）

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

iPhone 12 / 
12 Pro

NEW

NEW

UAG-UIPH21MA-LU
シリーズ

アイス

クレイ

セルリアン

UAG-UIPH21MA-DT
シリーズ

ブラック

マシュマロ

クレイ

スペアミント

セルリアン

アシッド

UAG-UIPH21MA-DTM
シリーズ

ブラック

マシュマロ

セルリアン

ブラック

マシュマロ

セルリアン

ブラック

マシュマロ

セルリアン

ブラック

マシュマロ

クレイ

スペアミント

セルリアン

アシッド

UAG-UIPH21MA-W
シリーズ

UAG-UIPH21MA-DP
シリーズ

iPhone 13 NEW
アイス

アッシュ

セルリアン

クレイ

iPhone 13 
Pro

NEW

UAG-UIPH21MB-LU
シリーズ

アイス

クレイ

セルリアン

UAG-UIPH21MB-DT
シリーズ

UAG-UIPH21MB-DTM
シリーズ

ブラック

マシュマロ

クレイ

スペアミント

セルリアン

アシッド

ブラック

マシュマロ

クレイ

スペアミント

セルリアン

アシッド

UAG-UIPH21MB-W
シリーズ

UAG-UIPH21MB-DP
シリーズ

アイス

アッシュ

セルリアン

クレイ

UAG-UIPH21L-LU
シリーズ

アイス

クレイ

セルリアン

UAG-UIPH21L-DT
シリーズ

UAG-UIPH21L-DTM
シリーズ

ブラック

マシュマロ

クレイ

スペアミント

セルリアン

アシッド

ブラック

マシュマロ

クレイ

スペアミント

セルリアン

アシッド

UAG-UIPH21L-W
シリーズ

UAG-UIPH21L-DP
シリーズ

アイス

アッシュ

セルリアン

クレイ

UAG-UIPH19MLU
シリーズ

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
関
連

落下高さ122cm、落下方向26方向（8角、12稜、6面）の製品落下
試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用い
られるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, 
Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

アメリカ国防総省
制定・MIL標準
（Military Standard）対応

ゲームを楽しむのに常識なんて要らない ! 
挑戦しつづけるゲーミングブランドULTRA PLUS。

UP-M156T4K/UP-M156THD　モバイルディスプレイ

PTFGSA-24WPTFGLB-25W
27型ワイド
16：9

ノングレアVAパネル
2560×1440
178°/178°
3,000：1
300cd/m2

4.6ms（中間色）
HDR信号入力対応
Adaptive-Sync

144Hz
HDMI×2　DisplayPort×1　音声出力×1
入力:USB3.0×1　出力:USB3.0×2

-
約6.2kg±0.3kg

（W）617 × （H）427～507 × （D）256
チルト調整, 高さ調整
対応（100mmピッチ）

HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、ACケーブル、ACアダプター
パネルおよびバックライトの故障：1年間　
パネルおよびバックライト以外の故障：3年間

23.6型ワイド
16：9

ノングレアTNパネル
1920×1080
170°/160°
1,000：1
300cd/m2

2.9ms（中間色）
-

FreeSync
144Hz

HDMI×3　DisplayPort×1　音声出力×1
-

2W×2
約3.8kg±0.3kg

（W）550 × （H）399 × （D）197
チルト調整

対応（100mmピッチ）
HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、ACケーブル

パネルおよびバックライトの故障：1年間　
パネルおよびバックライト以外の故障：3年間

24.5型ワイド
16：9

ノングレアTNパネル
1920×1080
170°/160°
1,000：1
300cd/m2

1.2ms（中間色）
HDR信号入力対応
Adaptive-Sync

144Hz
HDMI×2　DisplayPort×1　音声出力×1
入力:USB3.0×1　出力:USB3.0×2

-
約5.3kg±0.3kg

（W）559 × （H）406～486 × （D）256
チルト調整, 高さ調整
対応（100mmピッチ）

HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、ACケーブル、ACアダプター
パネルおよびバックライトの故障：1年間　
パネルおよびバックライト以外の故障：3年間

PTFGLB-27W

ゲーム機やスマホのモニターとしてまたメイン画面に対するサブモニターとして
さまざまな使い方が可能な15.6型モバイルディスプレイ。

Mini HDMI×1 USB Type-C×2

GAMING LIQUID CRYSTAL DISPLAYS

液晶ディスプレイ さまざまなサイズとタイプをそろえた液晶ディスプレイ。 
ハイスペックとスタイリッシュなフォルムが、あなたをゲーム世界に没入させます。

ゲーム世界を鮮やかに表現する“ULTRA PLUS”のモニターラインアップ。

■  Mini HDMIとUSB Type-C映像入力（DP Alt Mode）を搭載し幅広い映像機器に対応※

■ 4K/60HzとFull HD/144Hzの2モデルをラインナップ。
■ 広視野角で光沢感のある10点タッチ機能付きIPS液晶を採用。
■ より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。
■ 薄型・スリムベゼル・自立するキックスタンドで持ち運びや設置もスマート。
■ 接続に必要なケーブル類、ACアダプターを付属。

4Kモバイルディスプレイ

○外形寸法（mm）：（W）356×（D）228 ×（H）13
○質量：982g

UP-M156T4K
［オープン価格］

■ 4K 60Hz対応。 ■ IPS光沢パネル。
FHDモバイルディスプレイ

○外形寸法（mm）：（W）356×（D）224 ×（H）14
○質量：1026g

UP-M156THD
［オープン価格］

■ Full HD 144Hz対応。 ■ IPS光沢パネル。

※ USB Type-Cの電力不足時やHDMI接続時は外部電源に接続する必要があります。

3.5mmステレオミニジャック

UP-HC32C PTFGFA-27C
27型曲面ワイド（1800R）

16：9
ノングレアVAパネル
1920×1080
178°/ 178°
3,000：1
250cd/m2

6ms（中間色）
-

FreeSync
144Hz

DVI-D×1　HDMI×1　DisplayPort×1　音声出力×1
-
-

約4.5kg±0.3kg
（W）612.24 × （H）452.88 × （D）185.06

チルト調整
対応（75mmピッチ）

HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、ACケーブル、ACアダプター
パネルおよびバックライトの故障：1年間

パネルおよびバックライト以外の故障：3年間

型番
パネルサイズ
縦横比
パネルタイプ
最大表示解像度
視野角（水平/垂直）
コントラスト比
最大輝度
応答速度（オーバードライブ最大レベル設定時）
HDR
ディスプレイ同期技術
リフレッシュレート（最大）
入出力信号コネクター
USBコネクター
内蔵スピーカー
質量
ユニット外形寸法（mm）
スタンド機能
対応アーム（VESA規格）
付属ケーブル

保証期間

型番
パネルサイズ
縦横比
パネルタイプ
最大表示解像度
視野角（水平/垂直）
コントラスト比
最大輝度
応答速度（オーバードライブ最大レベル設定時）
HDR
ディスプレイ同期技術
リフレッシュレート（最大）
入出力信号コネクター
USBコネクター
内蔵スピーカー
質量
ユニット外形寸法（mm）
スタンド機能
対応アーム（VESA規格）
付属ケーブル

保証期間

31.5型曲面ワイド（1800R、白色LEDバックライト）
16：9

ノングレアVAパネル
2560×1440
178°/ 178°
3,000：1
420cd/m2

5.6ms（中間色）　※オーバードライブレベル3設定時
HDR信号入力対応
Adaptive-Sync

144Hz
HDMI×2　DisplayPort×2　音声出力×1

入力: USB3.0×1　出力：USB3.0×2　USB2.0×2
5W×2

9.7kg±0.3kg
（W）713 × （H）614～464 × （D）269

チルト調整, 高さ調整
対応（100mmピッチ）

HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、ACケーブル、ACアダプター
パネルおよびバックライトの故障：1年間　
パネルおよびバックライト以外の故障：3年間

　

42 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 43製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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UP-HS シリーズ　　ゲーミングヘッドセット

UP-GSB　サウンドバー  

UP-USC　サウンドコントローラー

UP-HSSD　ヘッドセットスタンド

UP-TPG シリーズ　ゲーミングスタイラス

PHD-GSU シリーズ　U S B 3 . 1  G e n  2 対応ゲーミング S S D

UP-GHDAVL　ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット UP-GHDAV2　ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニット

■ 汎用性が高いアナログ3.5mmタイプとWindows/Macに接続できるUSBタイプ。
■密閉型カップデザインにより外音の遮断と長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現。
■内側に約90度回転することで耳へのフィット感を向上するスイーベル機構搭載。
■位置調整が容易で着脱可能なマイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーン搭載。
■超柔軟プロテインレザー素材とメッシュ生地のイヤークッションの2種類を同梱。
■イヤーカップのULTRA PLUSのロゴが点灯（UP-HSUBKのみ）。

UP-GHDAV2
［オープン価格］

本製品はXSplitロゴの
認定製品です。

960GB:PHD-GS960GU
480GB:PHD-GS480GU

［オープン価格］

①UP-TPG-LG ライムゴールド
②UP-TPG-BK ブラック
③UP-TPG-SV シルバー
［オープン価格］

UP-HSSD
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）118 × （D）132 × （H）248　○質量：約325g
※Virtual7.1サウンドをご使用の際には、サラウンド設定アプリのインストールが必要です。

○外形寸法（mm）：（W）86 × （D）50.4 × （H）17　○質量：約40g

○外形寸法（mm）：①②（W）180×（D）85×（H）210　○質量：①約290g　②約310g

UP-USC
［オープン価格］

本製品はXSplitロゴの
認定製品です。

両耳オーバーヘッドタイプ ファブリックケーブル インラインコントローラーフレキシブルマイクアーム

※HDCP信号の入った映像は使用できません。

GAMING AUDIO EQUIPMENTS

オーディオ機器 ゲームサウンドを気軽に、あるいは最適な音声で。 
さらには、より迫力のあるサウンドで再現するためのオーディオ機器の数々です。

ACCESSORIES

アクサセリー ゲーム世界により没入できるように、ゲームの
さまざまな場面で役立つツールを用意しています。

LIVE STREAMING & VIDEO CAPTURE DEVICES

ライブストリーミング&ビデオキャプチャー ゲーム機やカメラ　　を利用したライブストリーミングや媒体への保存などを、
簡単に、しかも高　　画質で行えるデバイスです。

装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット。

■ 音声連動や単色、RGBライトなど、さまざまな光り方をセレクト。
■ 存在感がありながらプレイ中の視界を阻害しないシンプルなデザイン。
■ ゲームジャンルに適した3種のイコライザーを搭載。
■ HDMIケーブル1本でゲームの音声を伝送できるARC機能を搭載。
■ 大音量にも耐えられる40Wスピーカー搭載で、ゲームの迫力をしっかりと再現可能。
■ サウンドを筐体内の反響で増強し、伸びやかでリッチな低音域を得られるバスレフポート。

○外形寸法（mm）：（W）670×（D）105×（H）90　○質量：約2kg

HDMI（ARC）端子 OPTICAL端子 リモコン付属3.5mmステレオミニジャック

RGBライトが臨場感を高める迫力の40W ゲーミングサウンドバー。

■ Nintendo Switch、PS4、PS4 Proなどの動作確認済み。
■ 2台の機器への同時出力可能。
■ 低遅延のコーデック
　 Qualcomm® aptX™ Low Latency採用。
■ Type-C⇒Type-Aの変換コネクター同梱。

○外形寸法（mm）：（W）38×（D）10.6 × （H）22.7　○質量：約6g

ゲームの世界観に合わせたゲーミングサウンドコントローラー。

UP-ATC　トランスミッター

さまざまなゲーム機のサウンドを、Bluetooth対応のイヤホンや
ヘッドホンで聞けるType-C対応ゲーミングサウンドトランスミッター。

UP-GSB
［オープン価格］

■ 2chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
■ 3種の異なるイコライザーから、プレイする
　 ゲームに最適な音質を選択可能。
■ ゲーム機などに接続するとULTRA PLUSブランドの
　 象徴であるウルフマークが輝く。
■ マイクのON/OFFやヘッドセットのボリュームを
　 手元で操作可能。

○外形寸法（mm）：（W）60 × （D）24 × （H）14　○質量：約36g

USB Type-A PS4/PS4ProUSBバスパワー

UP-ATC
［オープン価格］

UP-GHDAVL
［オープン価格］

USB Type-C&A Nintendo Switch PS4/PS4 Pro Bluetooth® 4.2

■ ヘッドセットスタンド台座にUSB3.0×2個とUSBサラウンド機能を装備。
■ いままで使用していた3.5mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual7.1サラウンドが利用可能。
■ 耐久性に優れたアルミ素材を採用し、底面はラバー装備で安定性を担保。
■ 底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応。

Virtual7.1サウンドヘッドセットスタンド。

■ 東レ社製導電繊維を特殊加工することで導電性と耐久性を向上。
■ ペン先100万回スライドテスト済み。
■ 滑り止め効果のあるローレット加工と溝加工。
■ ペン先は交換可能。

○外形寸法（mm）：約φ9（先端6.5） × （H）137　○質量：約18g

高耐久&低摩擦“ULTRA PLUS”ブランドのゲーミングスタイラス。

■ 外付けUSBで簡単接続。
■ USB Type-CとType-Aに対応。
■ 最大1,000MB/sの転送速度。
■ PS4、PS4 Pro 動作確認済み。

○外形寸法（mm）：（W）103 ×（D）32 ×（H）10.6　○質量：約45g

ゲームのロード時間を大幅に短縮“ULTRA PLUS”SSD。

■ CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付。キャプチャーやライブ配信がすぐに可能。
■ Webカメラなどのピクチャー・イン・ピクチャーにも対応。 
■ 人気の動画配信やキャプチャーアプリに対応。
■ 表示される画面の遅延が少ないソフトウェアエンコードに対応。
■ 4K60p HDMIパススルーに対応。
■ Windows/Mac環境で使用可能。

キャプチャーやライブ配信が気軽にできるHDMIパススルー対応。ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。
HDMI入力ポート HDMI出力ポート USB3.1 Gen1

■ 4K60p HDMIパススルーに対応。
■ SDカードへの直接キャプチャーに対応。
■ iPhoneやiPadの画像やゲームも録画＆ライブ配信。
■ Windows/Mac環境で使用可能。

パソコンに負担をかけないハードウェアエンコード（H.264）に対応。
HDMIキャプチャー＆ライブストリーミングユニット。

USB Type-A USBバスパワー

○外形寸法（mm）：（W）140×（D）83 × （H）27　○質量：約150g
※HDCP信号の入った映像はパススルーのみ可能です。

H.264ハードウェアエンコード 4K60p HDMIパススルー

iPhone/iPadキャプチャー配信可能 ボイスチャット対応

USB3.1 Gen2 USB Type-C&A USBバスパワー PS4/PS4 Pro

① ② ③

①UP-HSABK
［オープン価格］

②UP-HSUBK 
［オープン価格］

NEW

44 製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp 45製品詳細情報はホームページにて。  www.princeton.co.jp
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ULTRA PLUSのブランドイメージ    をしっかりと踏襲したヘッドセットは、スタイルでもスペックでも、
きっとゲーマーたちを興奮させます。  軽量と高剛性を両立した50mm積層振動板ドライバーを採用し、
超高分解能な音質を再現。また、   不要な時には取り外しできるマイクは、低ノイズの高性能マイクユニットを搭載し、
聞き取りやすいクリアな音声で  コミュニケーションできます。
汎用性の高いアナログ3.5mm   タイプとWindows/Macなどで使用できるUSBタイプをご用意しました。

スタイルでも  スペックでも興奮を
掻き立てる  ワイヤードヘッドセット。

装着感と音質を追求した
ULTRA PLUSのヘッドセット誕生。

P.46-47

46 47
2021.85th

本社：〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F
TEL：03-3863-7131（代）  FAX：03-3863-7451
大阪支店：〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー12F
TEL：06-6648-7111  FAX：06-6648-7113
福岡支店：〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町1-1 西鉄祗園ビル3F
TEL：092-281-3355  FAX：092-281-3366
名古屋支店：〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル6F
TEL：052-684-7121  FAX：052-684-7241  

開発・製造・販売 ： 

本カタログ掲載製品に関しての
詳しい情報はホームページを
ご覧ください　　
www.princeton.co.jp

プリンストン製品に関するお問合せ
TEL：03-6670-6848 
（受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00） ※土日祝日・年末年始を除く　

FAX：03-3865-5025 
（翌営業日のお取り扱いとなります）
※本カタログ中の会社名、商品名等は、一般的に各社の商標または登録
商標です。※本カタログは2021年11月発行です。なお、製品の仕様
や価格など、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※
本カタログの本文内ではTMマークや　 マークは明記しておりません。

安全に関するご注意

●本カタログに掲載の製品を正しく安全にお使いいただくために、ご
使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください。●表示された正し
い電源・電圧でお使いください。火災、感電などの原因となることがあ
ります。●コンピューターの開け方は、コンピューターに付属する説
明書をお読みください。

CONTENTS

表紙掲載製品のご紹介
ゲーミング関連

個人向け プリンストン総合カタログ
法人向け製品は反対面からご覧ください

202 1  冬

43 ゲーミング関連

34 スマートフォン・タブレット関連

29 オーディオ・映像関連

27 PCアクセサリー／その他

24 ペンタブレット・入力機器

21 USBフラッシュメモリー／
　　　　メディアカード

20 ドライブ・ストレージ関連／
　　　　メモリーモジュール
 
19 液晶ディスプレイアクセサリー／
　　　　セキュリティ関連

16 液晶ディスプレイ

14 コネクティビティ&
 管理ソリューション

13 教育

02 コミュニケーション＆
 コラボレーションソリューション

マイクミュートと音量の調整を手元で操作が
可能。また断線しにくく、耐久性に優れ絡みにくい
ファブリックケーブルを採用しています。

インコントローラー搭載の
ファブリックケーブル

イヤーカップのULTRA PLUSの
ロゴが点灯します。
※UP-HSUBKのみ

イヤーカップの
ロゴ点灯

密閉型カップデザインによって、
外音の遮断と安定した装着感を
実現。また内側に90°回転可能
なスイーベル機構で、よりフィット
感が増し、また、超柔軟プロテ
イン素材のイヤークッションが、
長時間の使用でも疲れにくく
プレイに集中できます。

長時間使用でも
疲れにくい装着感

○外形寸法（mm）：
　（W）185×（D）85 ×（H）215
○質量：約290g

UP-HSABK
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）185×（D）85 ×（H）215
○質量：約310g

UP-HSUBK
［オープン価格］

UP-HSSD

液晶ディスプレイでスタートしたゲーミングブランドULTRA PLUSは、
ゲーミングスタイラスやゲーミングSSD、ビデオキャプチャー + ライブストリーミングユニットなど、
ゲームの世界に没入するためのアイテムを次々に誕生させてきました。
そして遂に、待望のヘッドセットが登場！
装着感と音質を兼ね備えたULTRA PLUSオリジナルのヘッドセットです。

超柔軟プロテイン素材のイヤークッション
を標準装備。また汗に強いメッシュ生地の
イヤークッションを同梱しています。

交換可能な2種類の
イヤークッション アナログ3.5mmタイプなら、

Virtual7.1サウンドが楽しめます。

ヘッドセットスタンド
利用可能

マイクの位置調整が簡単で着脱ができる
フレキシブルアームや呼吸によるノイズを
軽減するウィンドスクリーンを搭載しています。

フレキシブルアーム、
ウィンドスクリーン搭載の
着脱可能マイク

〈 詳しくはP45をご覧ください。〉
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