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USBフラッシュ
メモリー

USBフラッシュメモリーは、利便性が高く、長く使用できるノベル
ティとして好評です。 名入れやロゴ印刷のほか、データ書込みやの
し・白箱などのオプションについてもご相談ください。

さまざまなプリンストン製品に、
オリジナルのロゴやお名前を入れるサービス

https://www.princeton.co.jp/support/naming_service.html

プリンストンでは、製品の名入れサービスに対応しています。営業や販促用に。キャンペーンやプレゼントなどのノベル
ティグッズとして。記念品や贈答品に。大学サークルなどのロゴを入れておそろいの持ち物として。幅広い製品をご用意
していますので、さまざまな用途に活用できます。※名入れサービスは有料です。

本　　社 TEL：03-3863-7131（代）  FAX：03-3863-7451 大阪支店 TEL：06-6648-7111　FAX：06-6648-7113　
福岡支店 TEL：092-281-3355　FAX：092-281-3366 名古屋支店 TEL：052-203-8190　FAX：052-203-8191  

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：��-����-���� （受付時間：�：��～��：��、��：��～��：��） ※土日祝日・年末年始を除く　

（翌営業日のお取り扱いとなります）FAX：��-����-����
https://www.princeton.co.jp/support/contacts

※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����年�月発行です。なお、製品の仕様や価格などは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。※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。

プリンストンはミナトホールディングスグループです

タッチペン
デジタル世代にぴったりのスマートフォンやタブレット用タッチペン
に名入れすることも可能です。

そのほか
スピーカーやペンタブレットなどプリンストンのさまざまな製品に
名入れをすることが可能です。プレミアム感が高く、インパクトの大
きいノベルティが作成できます。

※そのほかの製品、制作数量、料金などはお気軽にお問い合わせください。

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 ※一部対応していない製品があります。
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USB SSDストレージ

いまや仕事をする場所は、その時々の状況はもちろん、気分でも変えられるようになりました。
プリンストンは、課題となる適切な業務環境を、どんな場所でもしっかりとサポートします。

家でもシェアオフィスでも会社でも
仕事環境を快適にするプリンストン。

P.10
会社以外の環境ではノイズも問題のひとつ。高品質で、しかも小型軽量の
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です。

音声デバイス

P.10
Weｂカメラデバイス

P.43
パワーデリバリー対応のケーブル
一体型充電器がとても便利。小型
軽量であれば持ち運びでき、自宅でも
外出先でも急速充電が可能です。

パソコンに標準装備されたカメラ
では、充分なコミュニケーションは
図れません。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カメラが便利です。

急速充電器

P.44

会社とそれ以外の場所でのデータ共有を簡単に
接続して行えます。また、データ容量の少ない
ノートパソコンでは、大きなデータの保管にも
安全で
最適です。

ドッキングステーション P.42

家でもシェアオフィスでも会社でも、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
オススメです。
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パソコンやスマートフォン、ビデオ会議端末（H.323/SIP）が、シームレスにつながるオンラインの
多地点会議を実現。また、ビデオ会議端末（H.323/SIP）を、Microsoft TeamsやGoogle Meetの
会議へ参加可能にするゲートウェイの役目も果たします。

さまざまなデバイスがシームレスにつながる
オンライン会議環境を構築できるソリューションを提供

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

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

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 。Zo o m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

マルチベンダーのプリンストンなら、ひとつのブランドに偏ることなく、会社の規模や環境、
今後のビジネスの方針まで考慮した最適な提案が可能です。
あらゆるニーズにキメ細かく対応し、導入コンサルティングから設置・運用支援、
アフターサポートまでトータルでカバーします。

プリンストンは、
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。

Polyのグループ会議向けUSBビデオソリューション

Studio E70
大会議室にも対応する
インテリジェントなカメラシステム。

●20メガピクセル4Kセンサーカメラを2つ（望遠と広角）
　搭載
●Poly DirectorAI による超精密なカメラ制御を実現
●電動プライバシーシャッターを内蔵
●集音性能の優れたマイクを内蔵
●USBケーブルで、Poly G7500やパソコンと接続して
　利用可能
●PoE電源にも対応

超高性能デュアルカメラと高性能マイク内蔵で、中～大会議室に
対応する新しいカメラシステムです。

デスクで使用できるWebex向けハードウェア

Webex Desk シリーズ
デスクトップ向けに設計された
コンパクトビデオシステム。

●4K高精細27型タッチスクリーンLCDを搭載※した
　デスクトップ向け一体型のビデオ会議
●高性能カメラ、ノイズキャンセリング機能付きマイク、
　高性能スピーカーを搭載
●仮想背景を設定できるほか、パソコン資料を背景に
　プレゼンテーションも可能
●専用スタイラスペン付属
●USBおよびBluetoothヘッドセットを利用可能
●パソコンとUSB接続して利用できるWebカメラも用意
※フルHD対応24型タッチスクリーンLCD搭載モデルもあります。

コラボレーションや共同作業、アノテーション作業を可能にします。
また、パソコンが不要なのでパソコン性能に依存しない安定した
会議接続が可能です。

担当者 製品！
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H.323/SIP端末をMicrosoft 
Teams会議にシームレスに
接続可能（Microsoft Teams
認証取得）。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
提供します。

BlueJeans Gateway
for Microsoft Teams

会社だけではなく、家やカフェ、シェアオフィスなど、多くの人が仕事をする場所を自由に選択できる時代です。
そのような自由度を高めるには、なによりも「クラウドサービス」の充実が重要。プリンストンは、企業のタイプや
ワークスタイルによる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、
企業のタイプやワークスタイルなどの環境に 適した「クラウドサービス」を提案。

プリンストンが提案する「クラウドサービス」を、トライアルで体験できます。

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。

聞く、話す
ビデオ会議／Web会議

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。

描く
ホワイトボード機能

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。

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 Pexip
さまざまなミーティングやセミナーなどを、初心者でも簡単にオンライン
で開催できる、代表的なビデオ会議システムです。

Polyの製品群がネイティブサポートする

Zooｍ
Microsoft Teams会議やGoogle Meet会議への接続ゲートウェイ、多地点
会議、録画・ストリーミング連携など、さまざまなソリューションを提供します。

Google Meet会議への接続環境をクラウドサービスで提供する

高精細な画面共有と臨場
感あふれる音声を再現する
イベントを開催。1つのイベ
ントに最大50,000名の参
加が可能。プレゼンターも
最大150名まで参加できる
ます。

BlueJeans Events

1会議あたり最大200端末
の接続が可能。しかもさま
ざまなデバイスで会議に参
加できます。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
提供します。

BlueJeans Meetings

Zoomをほとんど使っていなくても、ID登録やログインなしにビデオ会議に
参加できるので、多くの企業や個人ですでに導入されているツールです。

世界中でユーザーが拡大中

契約により1つのIDで100名以上が参加できるビデオ会議を開催可能。
安定した接続、安心感の高いセキュリティも魅力です。

ミーティングやセミナーを
オンラインで開催

Poly G7500やStudio X ファミリーなど、Polyの高品質なビデオ会議端末と
ネイティブに接続が可能です。

Polyがネイティブサポート
多地点会議やGoogle Meet会議への接続ゲートウェイなどの会議ソリューション
をユーザー環境に合わせて、クラウドでもオンプレミスでも導入可能です。

クラウドでもオンプレミスでも
環境に合わせた導入形態

オンライン会議開催のためのユーザーライセンス、Pexipクラウドサービスで
H.323/SIPビデオ会議端末を利用するためのライセンスなどをサブスク
リプションで提供します。

必要な機能のライセンスを
サブスクリプションで提供

PolyやCiscoなどのビデオ会議専用端末、SIP端末、スマートフォンなどのさま
ざまなデバイスで、最大100拠点でのWeb会議/ビデオ会議を実現します。

さまざまなデバイスがシームレスに
つながる会議サービス

プリンストンでは、各サービスのトライアルをご用意しています。
「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

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

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
ファイル共有／閲覧

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できます。

シンプルで高品質なビデオ会議を実現する

BlueJeans
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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。

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。

Webexを最大限に活用できる、
コラボレーションを促進する画期的な
Webex Devices。

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Polyの製品群。

ハドルルーム～会議室向け

Webex Desk 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。

デスクトップ向け
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。

チームコラボレーションデバイス

音声会議システムグループでのWeb会議用カメラデバイス

ビデオ会議システム 

デスク向けIP電話機 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。

従 来 の ビデ オ会 議 接 続 は もちろん 、Z o o m 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
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。

Studio X ファミリー

Trio シリーズ　
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。

Studio E70
4 K + 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
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。

CCX シリーズ 
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。

VVX シリーズ
Polyの優れた技術で高品質な
通話を実現 。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。

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。

Microsoft Teams向け
ビデオ会議端末

Webex Room Kit シリーズ

Webex Board シリーズ
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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���°/上下��°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.���ファイアウォールトラバーサルに対応

H.���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.���ゲートキーパーやH.���および
H.���NAT/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.���ゲートキーパー内蔵

H.���NAT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

○

○

����端末

��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.���ゲートキーパーモデル

EdgeProtect 7301 LITE

○

○

����端末

５～���セッション※

○

○

○

EdgeProtect 7301
最大���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（�～�拠点）の多地点接続環境を省コストに構築できます。

InternetLAN

EdgeProtect

�G/�G/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���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

➀「kubi」にお手持ちのタブレット端末をセット ➁タブレット端末に
KUBI connect
をインストール ➂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:�.�cm × L:�.�cm × H:��.�cm（ベース非装着時）

本体重量　���g、ベース装着時重量　���g

�～��.� インチ

��W

iPad�/�/�/�、Air �、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�.�センチ（��mm）　iOS �.�以降。iPhone、iPad、およびiPod touch対応　タブレット厚さ 最大 �.�インチ（��mm）　Android 要件　�.� 以上

W:�.�cm × L:�.�cm × H:��.�cm（ベース非装着時）

本体重量　���g、ベース装着時重量　���g

�～�� インチ

��W

KU-CLAX-01 KU-PLUX-01

Web会議やビデオ会議、
リモートワークを充実させる周辺機器。

Poly Studio P�
����ｐフルHD映像に対応。鮮やかな色
再現で高品質な映像を実現します。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。

Poly 
Blackwire シリーズ
周囲の雑音を削減するノイズキャンセルマ
イクを搭載。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。

Poly Voyager シリーズ
Bluetoothでパソコンやスマートフォンなどに簡
単に接続が可能。風切り音などの屋外の雑音も
低減できる軽量でコンパクトなワイヤレスヘッ
ドセットです。

 
Webex Desk Camera
�K超高精細＆高フレームレートで、鮮明で
滑らかな映像を提供するWebカメラ。プライ
バシーシャッターを内蔵し、専用アプリケー
ションで自由にカスタマイズも可能です。

 Cisco Headset ���
ワイヤレスでもUSBでも接続できま
す。適用型エコーキャンセルなどの機
能を搭載し、フル充電で��時間以上
の使用が可能です。

 

Cisco Headset 
���/���　���/���
USB接続対応のHeadset���/���、
USBに加え�.�mmコネクター接続に
も対応のHeadset���/���。どちらも
両耳タイプと片耳タイプを用意して
います。

高性能Webカメラ

USB/Bluetooth マイクスピーカーフォン

ヘッドセット

パーソナル用途だとしても、ビジネス品質はもはや常識です。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を用意する必要があります。

Poly Syncファミリー
個人向けから会議室用まで使用できるマイ
クスピーカーフォンです。USBとBluetooth
で機器に接続し簡単に利用可能。またモバ
イル機器の充電にも対応します。



すぐに始められるiPad
用アクティブスタイラ
ス。画面に手が触れた
ままでも書き込めるの
で、快適に使えます。

鉛筆型の本体やフル充
電で��時間連続動作
可能など、オンライン授
業向け汎用アクティブ
スタイラスペンです。

タブレットなど
耐衝撃ケース P.24～25

P.06～07

通学時はもちろん、家の中でも落下の危険はあります。厳しい
落下試験をクリアした耐衝撃ケースをラインアップしています。

タッチペン P.31～32
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、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。

Web会議サービス
離れた場所にいても、きちんとコミュニケーションが取れる安心
で安全、しかも簡単にWeb会議が可能なサービスを提供します
。

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。急速充電が必要な際の予備
電源としても活用できます。

P.43

Webex

Zoom

BlueJeans

Pexip

オンライン授業では、インターネットにパソコンやタブレットなどがあれば充分というわけではありません。
それぞれに合わせた周辺機器をそろえ、環境を整えることが必要です。

家でのオンライン授業は、
プリンストンで周辺環境を整えよう。

For PC
For iPad

PSA-TPR05-BK PSA-TPR04/GG

PPS-PD65C

提案力
社内に「ATEN認定技術者」が常駐
し、��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�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��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

さまざまなニーズに合った
総合ソリューションを提供する、
ATEN。

あらゆる分野のビジネスにおいて、拡張性やメンテナンス性、
安全性に優れたKVMスイッチ。

KVMスイッチ
エクステンダーやコンバーターからコントロールシステムま
で、ビデオプレゼンテーションに最適な製品群。

ビデオ製品

リアルタイムのエネルギー管理や制御を行うラックPDUs、ア
クシデントにも電力の変動を調整可能なプロ用UPS電源保護
ソリューションなど。

PDU/UPS製品
あらゆるタイプのデスクトップ環境に対して、接続性を拡張
し、生産性の高い業務スペースを構築できるよう設計された
ドッキングステーション。

ドッキングステーション
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PTFBLT-19
PTFWLT-19

PTFBLT-17 
PTFWLT-17

液晶ディスプレイ ラインアップ

■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※�。
■広視野角で光沢感のあるIPSパネルを採用。
■��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。
※� 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。
■�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。

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

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）��　○質量：約���g

［オープン価格］

��.�型 ��.�型
PTF-M156T PTF-M133T

IPS
水平方向���度、垂直方向���度
静電容量方式（��点対応）
ステレオスピーカー �W×�

（W）���.�×（H）���.�×（D）�.� （W）���×（H）���.�×（D）�
���g ���g
��W �W
オープン価格 オープン価格

画面サイズ

型番
画面解像度
リフレッシュレート
アスペクト比
コントラスト比
輝度
パネルタイプ
視野角
タッチ方式
スピーカー
インターフェース

本体寸法（mm）
重量
電源
価格

����×����（Full HD）
��Hz
��：�
���:�
���cd/m� ���cd/m�

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

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。

PMA-SCBAR　スクリーンバーライト

USB Type-Cケーブル�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

PTF-M���T / PTF-M���Tと接続可能な
ケーブル一体型急速充電器についてはP��をご覧ください。

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。

（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�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。

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─

学校環境衛生基準

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

電波障害自主規制について
本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本
製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユー
ザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

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�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

J-Mossグリーンマーク

RoHS
指令準拠

EUにて����年�月�日に公布された(EU)����/��� 改正RoHS指令(RoHS�)に準
拠し、規制された下記の��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-�-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(RoHS�)

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。

PCリサイクル・サポート

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�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�年延長、�年延長、�年延長、�年延長から選ぶこ
とで、メーカー保証と合わせ最長�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

www.princeton.co.jp/support/warranty.html

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。

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

ご購入日 �年 �年 �年 �年 �年

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

�年延長保証
�年延長保証

�年延長保証

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

ご購入日 �年 �年 �年 �年 �年

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

�年延長保証
�年延長保証

延長保証

延長保証

メーカー保証

メーカー保証
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8GB

16GB

32GB

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

NOTE PCNOTE PC

4GB

8GB

16GB

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

8GB

16GB

4GB

16GB

32GB

8GB

16GB

32GB

8GB

DDR4-2666

［オープン価格］［オープン価格］

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

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

DESKTOP DESKTOP
DDR4-3200

※いずれもオープン価格　※本誌掲載時点で未発表の型番は順次発売予定

NOTE PC

16GB

32GB

8GB

16GB

32GB

8GB

［オープン価格］［オープン価格］

PN5-4800-8G
PN5-4800-16G
PN5-4800-32G

DESKTOP
DDR5-4800

PD5-4800-8G
PD5-4800-16G
PD5-4800-32G

「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/

高速性、省電力、快適性、安定性を兼ね備えた
プリンストンのメモリーモジュールに、
次世代規格DDR�-����が登場。
プリンストンのメモリーモジュールは、高速データ転送スピードと優れた省電力性能を両立。
パソコンのより快適で安定した動作をサポートします。

DDR�-����メモリーは、最新のパソコンプラットフォームに対応し、
従来のDDR�-����メモリーと比較して最大�.�倍のデータ転送速度を実現します。
また、DDR�メモリーは電源管理IC（PMIC）をモジュール上に搭載し
安定した電力の供給ができるほか、電力効率の向上を実現しています。

■ いつまでも安心して使用できる、信頼の永久保証。
■ メモリー規格を策定するJEDEC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。

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］

U S B 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

自動ログオン機能 パスワード自動認証USB接続タイプ USB�.� 合鍵機能 LANポート接続タイプ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

USB接続タイプ

特 殊 な 専 用コ ネクター を差し込 んで U S B 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

解除キー+専用コネクター４個セット
専用コネクター�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

エンハンスドカテゴリー� 対応

➂PTC-LPBU3 ブルー（3m）
➃PTC-LPBU5 ブルー（5m）
➄PTC-LPGR3 グリーン（3m）
➅PTC-LPLG3 ライトグレー（3m） 

［オープン価格］

カテゴリー� 対応

➀PTC-LP6BU3 ブルー（3m） 
➁PTC-LP6BU5 ブルー（5m）

［オープン価格］

カテゴリー� 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）��×（D）��×（H）��
○質量：約��g

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　
○質量：約�g

○質量： ➀約���g（鍵�個込：約���ｇ）　➁約���ｇ（鍵�個込：約���ｇ）　➂➄➅約���g　➃約���ｇ
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。（��個単位）●すべて別の鍵で。（��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。

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。

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）��.�×（D）��.�×（H）��.�（コネクター収納時）　
○質量：約�g

Win8.1/8 macOS 10.9~10.14

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 USB�.�

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�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。

■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。

PTC-LPL
［オープン価格］

PTC-LCL
［オープン価格］

リサイクル性が高く、環境に配慮したエコLANケーブルを採用。 
干渉しにくい形状で、��/��ポートなどの多ポートHUBにも対応※。
※接続するパソコンやHUBによっては正しく挿入できない場合があります。

PUS-PLSLB 
ライトブルー

［オープン価格］

使用していないLANポートを無断で使用できなくするキーロック製品。
ネットワークへの不正接続を物理的に防止し情報漏えいのリスクを回避。
※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ポートを専用コネクターでふさぐことで、不正なソフトウェアのインストール、
重要データの抜き取りや持ち出しを未然に抑止。解除キーを使えば容易に取り外し可能。

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：��g

※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。

［オープン価格］

PUS-PLSPK 
ピンク

RJ�� ストレート より線 �芯 FTTH

LANポート接続タイプ ����BASE-T

ADSL CATV ISDN

Win10 Win7
○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）�　○質量：約��g

接続時のみ使用でき、引き抜くと使用不可になるパソコンロック機能。
任意ファイルを不可視化する秘密フィルター機能も搭載。

Win8.1/8

■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。
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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。

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

Canvas Select Plus microSDXC クラス10 UHS-1 A1 カード
UHS-I速度と優れた耐久性のスマートなカード。
読み取り (��GB～���GB)���MB/秒
読み取り/書き込み (���GB～���GB)���MB/��MB/秒

［オープン価格］ ［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�K UHDビデオを撮影できます。
読み取り (��GB～��GB)���MB/秒
読み取り/書き込み (���GB～���GB)���/��MB/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 (��GB)���MB/秒　書き込み��MB/秒 
読み取り (���GB～���GB)���MB/秒　書き込み��MB/秒

128GB

64GBSDCG3/64GB
SDCG3/128GB

128GB

512GB

256GBSDCG3/256GB
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 (��GB)���MB/秒　書き込み��MB/秒
読み取り （���GB～���GB）���MB/秒　書き込み��MB/秒

［オープン価格］［オープン価格］

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、 �K/�K録画に最適
UHS-IIカードリーダー付き
読み取り���MB/秒　書き込み���MB/秒

［オープン価格］

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

32GB

32GB

32GB

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�年保証です。

DataTraveler Max
最大転送速度�,���MB/秒を持つ超高速USBメモリ

［オープン価格］ ［オープン価格］

256GB

512GB

1TB

DTMAX/256GB
DTMAX/512GB
DTMAX/1TB　

USB 3.2
Gen 2

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

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

［オープン価格］

32GB

64GB

128GB

256GB

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

USB 3.2
Gen 1

DataTraveler80
業界最高の読み取り速度 ���MB/秒を実現した高性能USBメモリー

128GB

256GB

DT80/128GB
DT80/256GB

32GB

64GB

DT80/32GB
DT80/64GB

USB 3.2
Gen 1

［オープン価格］

DataTraveler70
コスパに優れた軽量なUSB-Cフラッシュドライブ

128GBDT70/128GB32GB

64GB

DT70/32GB
DT70/64GB

USB 3.2
Gen 1

［オープン価格］

USBセキュリティドライブ    重要データもしっかり保護

DataTraveler Locker+G3

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

DTLPG3/8GB
DTLPG3/16GB
DTLPG3/32GB
DTLPG3/64GB
DTLPG3/128GB［オープン価格］

［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 2000

DT2000/4GB
DT2000/8GB
DT2000/16GB
DT2000/32GB
DT2000/64GB
DT2000/128GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

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。 

DTVP30
���-bit AES XTS ハードウェア暗号化、FIPS ���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

DTVP30/4GB
DTVP30/8GB
DTVP30/16GB
DTVP30/32GB
DTVP30/64GB
DTVP30/128GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

USB 3.1
Gen 1

「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」名入れプログラム

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

64GB

64GB

64GB

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

128GB

256GB

512GB

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

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 KC3000
一般消費者、企業向け

NVMe PCIe Gen �.� ×�

�.��G（ピーク時、�～���Hz）
��G（ピーク時、��～����Hz）

A400
エントリーレベル

X

エントリーレベル NVMe PCIe SSD

���GB 読み取り:���MB/秒、書き込み:���MB/秒
���GB 読み取り:���MB/秒、書き込み:���MB/秒
���GB～����GB  最大読み取り���MB/秒、
書き込み���MB/秒

���GB～�TB：
�,���/�,���MB/秒

���GB：最大�,���/�,���MB/秒
����GB：最大�,���/�,���MB/秒
����GB～����GB：最大�,���/�,���MB/秒

アイドル時 �.���W 、平均 �.���W 
読み取り時 �.���W（最大）、
書き込み時 �.���W（最大）

SATA Rev. �.�（�G b/秒）‒ 
SATA Rev. �.�（�Gb/秒）と下位互換 性あり

NVMe PCIe Gen �.� × �

�.��G (�～��� Hz)
��G (��～����Hz)

���GB 最大 ���,���/���,��� IOPS
����GB 最大 ���,���/�,���,��� IOPS
����GB～����GB 最大 �,���,���/�,���,��� IOPS

���GB：�mW アイドル時 ���mW 平均 �.�W（最大）
読み取り �.�W（最大）、書き込み ����GB：�mW 
アイドル時 ���mW 平均 �.�W（最大）
読み取り �.�W（最大）、書き込み ����GB：�mW 
アイドル時 ���mW 平均 �.�W（最大）
読み取り �.�W（最大）、書き込み

���GB - �mW（待機時）/ �.��W（平均）/ 
�.�W（読み取り最大）/ �.�W（書き込み最大）
����GB - �mW（待機時）/ �.��W（平均）/
�.�W（読み取り最大）/ �.�W（書き込み最大）
����GB - �mW（待機時）/ �.��W（平均）/
�.�W（読み取り最大）/ �.�W（書き込み最大）
����GB - �mW（待機時）/ �.��W（平均）/
�.�W（読み取り最大）/ ��.�W（書き込み最大）

XS2000 
外付け SSD

USB �.� Gen � × �

���GB～�TB:
�,���/�,���MB/秒

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
���万時間
SA���M�/���G、SA���M�/���G、SA���M�/���G
SA���S��/���G、SA���S��/���G、SA���S��/���G
SA���S��/���G、SA���S��/����G

SNVS/���G、SNVS/����G
SNVS/����G

SKC����S/���G、SKC����S/����G
SKC����D/����G、SKC����D/����G

���万時間
SXS����/���G、SXS����/����G
SXS����/����G

���万時間MTBF（平均故障間隔）

Kingston製品番号
（X容量）

�年 �年 �年 �年保証

���GB、���GB、���GB、���GB、����GB ���GB、����GB、����GB���GB、�TB、�TB ���GB、����GB、����GB、����GB

※IOPS-�秒間に可能なリード／ライトの処理の回数

OEMなど、産業用途フラッシュメモリーを
安定供給するプリンストン。
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。
振動や低高温などの耐久性能に優れ、民生品では対応できない動作環境でも安定して利用できます。

インダストリアル仕様の製品、要求
されるパフォーマンスに応える製品
の提供が可能。また機器に応じた耐
久性のある製品、動作環境に適した
製品の提供を行います。

氷点下から高温、振動が激しいな
ど、過酷な環境下でも強く、そして安
定した稼働率など高いパフォーマン
スの要求に応えます。また、各種環
境テストをクリアした製品をライン
アップしています。

ご要 望 の 梱 包 形 態（リテールパッ
ケージ、トレー、etc.）やカスタマイズ
に対応します。同一部材（部材固定）
を使用した製品を長期的に安定供
給できます。また、特定有害物質の
不使用証明書の発行に対応します。

製品ラインアップ
製品仕様 Silver

Silver �-��℃　バーインテスト Gold -��-��℃　バーインテスト Diamond -��-��℃　バーインテスト

Gold Diamond
SD card SLC,pSLC,MLC,TLC
microSD card SLC,pSLC,MLC,TLC
USB 2.0 SLC,pSLC,MLC,TLC
USB 3.0 SLC,pSLC,MLC,TLC
CF Card SLC,MLC
CFast SLC,MLC
SATAⅢ SSD 1.8/2.5インチ SLC,MLC,TLC（3D-Nand）
SATAⅢ SSD Half Slim SLC,MLC
SATAⅢ mSATA SLC,MLC
SATAⅢ M.2 2280 MLC
SATAⅢ mSATA Mini SLC,MLC
PATAⅡ SSD 1.8/2.5インチ SLC,MLC
PCIe M.2 2280 TLC（3D）
PATA DOM SLC,MLC
eMMC

128MB-256GB
128MB-256GB
128MB-256GB
128MB-256GB
1GB-128GB
4GB-128GB
128GB-4TB
16GB-128GB
16GB-128GB
32GB-128GB
8GB-64GB
8GB-256GB
128GB-2TB
8GB-128GB
8GB-128GB

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

過酷な環境下でも高い
パフォーマンスを発揮する品質

ご要望に柔軟に対応できる
サービス力

フラッシュメモリー��年の
販売実績
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当ページ掲載商品は  名入れサービス 対応商品  です。詳しくは最終ページをご覧ください。

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

● Intel® XMP �.� 対応と認証取得
● 最大周波数： ����MT/秒
● 単体モジュール容量： ��GB

● 最大周波数： ����MT/秒
● 単体モジュール容量： �GB、��GB、��GB

KF552C40BBK2-32
KF556C40BBK2-32
KF560C40BBK2-32

DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

�.��V
�.��V
�.��V

［オープン価格］

32GB

32GB

32GB

32GB

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

�.��V
�.��V
�.��V
�.��V
�.�V
�.�V

DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

［オープン価格］

8GB×�

8GB×�

8GB×�

8GB×�

8GB×�

8GB×�

次世代ゲーミングプラットフォーム向けの最先端技術。FURY Beast DDR5

頂点に立ち続けるためのパフォーマンス。Fury Renegade DDR4

● ����MT/秒 以上の超高速
● オーバークロック用に安定性を強化
● 世界大手マザーボードメーカーから認定取得

● 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
● 最大周波数： ����MT/秒
● 単体モジュール容量： �GB、��GB、��GB

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

DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

�.��V
�.��V
�.��V
�.��V
�.��V

［オープン価格］

8GB×�

8GB×�

8GB×�

8GB×�

8GB×�

最先端のパフォーマンスと輝くRGBスタイル。Fury Renegade DDR4 RGB
● 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DDR�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

● 最大周波数：����MT/秒
● 単体モジュール容量： �GB、��GB、��GB

RGBライティングとアグレッシブなスタイル。Fury Beast DDR4 RGB
● 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
● ����MT/秒でのPlug N Play機能

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

DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

�.�V
�.�V
�.��V
�.��V

［オープン価格］

  8GB×�

16GB×�

  8GB×�

16GB×�

● 最大周波数： ����MT/秒
● 単体モジュール容量： �GB、�GB、��GB、��GB

コストパフォーマンスに優れたアップグレード。Fury Beast DDR4
● 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
● ����MT/秒でのPlug N Play機能

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

DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

�.�V
�.�V
�.��V
�.��V

［オープン価格］

  8GB×�

16GB×�

  8GB×�

16GB×�

ビデオスピードクラスV��に対応し高画質�K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 SD/microSD 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

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

デスクトップ・ノートパソコンをアップグレード。

● 最大周波数：DDR�-����MT/秒、DDR�-����MT/秒 
● 単体モジュール容量： �GB、�GB、��GB、��GB

● JEDEC業界標準に適合する設計と試験
● 優れた信頼性

DDR4/DDR5 ValueRAM KVR
�.�V
�.�V
�.�V
�.�V
�.�V
�.�V
�.�V

DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

  4GB

  8GB

16GB

  8GB

  4GB

  8GB

32GB

KVR26N19S6/4
KVR26N19S8/8
KVR26N19D8/16
KVR26S19S6/4
KVR26S19S8/8
KVR26S19D8/16
KVR48U40BS8K2-32

16GB

［オープン価格］

ブランドパソコンと���％互換性保証。

● 周波数：DDR� ����MT/秒、DDR� ����MT/秒～����MT/秒
● 単体モジュール容量：�GB、�GB、��GB、��GB

● JEDEC業界標準に適合する設計と試験
● 優れた信頼性

BrandedRAM KCP DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����
DDR�-����

［オープン価格］

�.��V
�.��V
�.�V
�.�V
�.�V

  4GB

  8GB

  4GB

  8GB

16GB

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

デジカメやパソコンでの利用に
適したUHS-I U�対応モデル。

PSDU シリーズ　SDHC/XC カード

16GB
32GB
64GB
128GB

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

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 U�対応モデル。

PMSDU シリーズ　microSDHC/XC カード

16GB
32GB
64GB
128GB

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

PMSD  シリーズ　microSD カード

ゲーム機やAndroid端末の
データ保存に最適な

「A�」規格対応タイプ。 

PMSDA  シリーズ  microSDHC/XC カード

32GB
64GB
128GB
256GB

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

1GB
2GB

PMSD-1G
PMSD-2G
［オープン価格］

フィーチャーフォンなどに適した
小容量モデル。 

UHS-I対応 UHS-I対応 CLASS�対応 SD変換アダプター付きSD変換アダプター付き CLASS��対応

A�対応 U�対応V��対応

SD変換アダプター付き

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/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）��.�×（D）��.�×（H）�.�（キャップ含む）
○質量：約�g（キャップ含む）

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　USB�.� 対応フラッシュメモリー

回転タイプ 高速USB�.� キャップタイプ 高速USB�.�

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　USB�.� 対応フラッシュメモリー

Win10 Win8.1 Win7 macOS ○外形寸法（mm）：（W）��.�～��.�×（D）��.�×（H）��.�
　（コネクター収納時～展開時）　○質量：約��g

8GB
16GB
32GB
64GB

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］

128GB
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UAG U by UAG

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

オフィスでも、カフェや公園でも、もちろんアウトドアでも、
UAGは、いつもあなたのそばにいる。

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

TYPE

Phone TYPE MONARCH PLASMA PATHFINDER/PATHFINDER SE PLYO CIVILIAN SCOUT LUCENT

Motorola 
moto g7
power

SCOUT

Motorola 
moto g5

Motorola 
moto g5 
Plus

Huawei 
Mate 
20 lite

OUTBACK ※�

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

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

Google Pixel 6

Google Pixel 6 
Pro

Galaxy 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

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-BK UAG-GLXN20ULT シリーズ

ブラック

UAG-GP6PROS-BK

ブラック

UAG-GP6S-BK

ブラック

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

シルバー

マラード

エッグプラント

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

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

※このページの掲載商品はすべて［オープン価格］です。※�　生分解性プラスチックを使用しておりません。

UAGは、行先を選ばない。

ミッド
ナイト
カモ

ブラック

オリーブ

シルバー

マラード
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UAG TYPE PC TYPE

PLASMA

UAG TYPE PC TYPE

DOT

TYPE

UAG TYPE
TABLET TYPE

UAG U by UAG

UAG TYPE PC TYPE

※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

※1 別売りのショルダーストラップを装着できます。　 ※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-SFPRO8-BK UAG-SFPRO8SE-BK

UAG-SFGOHS-BK

Glass Screen Shield

METROPOLIS METROPOLIS SE PLASMA

耐 衝 撃 性と機 能 性 が i P a d の 機 動 力 をさらに 拡 張 。F o r  i P a d

iPad TYPE

10.9インチ 
iPad Air

（第3世代）

iPad mini
（第5世代）

UAG-IPDPROLS4-BK

UAG-IPDA19-BK-1

12.9インチ 
iPad Pro

（第4世代）

SCOUT LUCENT DOTMETROPOLIS PLYOMETROPOLIS SE

UAG-IPDM19-BK1

UAG-IPDPROLF4-BK ※1

10.2インチ iPad
（第 9/8/7世代）

※1

※1 ※1※1

UAG-IPD7F シリーズ

※1

※1 UAG-SFPROXHSS-IC

OUTBACK※2 SCOUT

OUTBACK

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-IPDPROMS3-BK
※Smart Keyboard Folio対応

UAG-IPDPROMS3MK-BK
 ※Magic Keyboard対応

UAG-UIPDPROL5LU シリーズ

UAG-UIPDPROM3LU シリーズUAG-IPDPROMF3 シリーズ

UAG-IPDPROLF5SE-BK

ブラック

マラード

ダスティローズ

アイス

ソフトブルー

ダスティローズ

ブラック

オーベルジーヌ

ディープ
オーシャン

セルリアン

ブラック

クレイ

ブラック

ブラック

マグマ

コバルト

ブラック

ブラック

ブラック

オリーブ

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

UAG-IPDPROLS5MK-BK
 ※Magic Keyboard対応

ブラック

ブラック

ブラック ブラック

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

UAG-SFPRO8S-BK

ブラック

UAG-SFPRO8HSS-IC

アイス

Surface Pro7/Pro6/
Pro（2017） /Pro4

Surface Pro8

Surface 
Go/Go 2/Go 3

Surface Pro X

UAG-UIPD8LU シリーズ

11インチ 
iPad Pro

（第3世代）

12.9インチ
 iPad Pro

（第5/4世代）

iPad mini
（第6世代）

10.9インチ 
iPad Air

（第5世代）

UAG-IPDM6Y-BK/IC

UAG-IPDA5SP

UAG-IPDM6FSE シリーズ

ブラック

オリーブ

UAG-IPD9O シリーズ

UAG-IPDA5Y-BK/IC

ブラック

セルリアン

UAG-UIPDM6LU シリーズ

UAG-UIPDA5LU シリーズ

UAG-UIPD9DT シリーズ

UAG-IPDM6-SP
UAG-IPDM6-SPPLS

UAG-IPDM6F-BK

ブラック/
アイス

ブラック/
アイス

※1

※1

UAG-IPDA5F-BK ※1

※1

UAG-IPDA5FSE シリーズ ※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

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 GO シリーズ

Surface Book シリーズSurface Laptop 4/3用 シリーズ

PLYO

UAG-SFBKUNIV-ICUAG-SFLPT4-IC

アイス アイスアイス

アイス

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

タブレットやノートパソコンは、
もっとUAGが必要になる。

16インチ MacBook Pro 2021

UAG-UMBP16DT シリーズ

14インチ MacBook Pro 2021

UAG-UMBP14DT シリーズ

HP Chromebook 14a

UAG-HPCRM14AY-IC

アイス

UAG TYPE

ARMOR SHELL

PC TYPE

アッシュ

オーベルジーヌ

ティープ
オーシャン

アッシュ

オーベルジーヌ

ティープ
オーシャン
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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

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

オレンジ
ブラック

UAG-AWLS
シリーズ

UAG-AWLALE
シリーズ

ダークグレイ
ブルー/
ピンク

ダークグレイ
ブルー/
ピンク

UAG-UAWLD
シリーズ

UAG-AWLC
シリーズ

ブラック/
オレンジ
スレート/
オレンジ

CIVILIAN

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/グレイ オリーブ/オレンジ

ブラック/オレンジマラード
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

ブラック
マラード
フロステッドアイス

ブラック
マラード
フロステッドアイス

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

UAG-AWLA
シリーズ

SIZE

SIZE

SIZE

TYPE

TYPE

TYPE

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。

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 CIVILIAN SCOUT

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 45/44/42mm
UAG

UAG-UAWSD
シリーズ

Apple Watch 41/40/38mm
UAG

SCOUT

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 Watch44mm Apple Watch45mm

Apple Watch41mmApple Watch40mm

Apple Watch 44mm

SCOUT
SCOUTNATO NATO ECOLEATHER

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 HardCase STANDARD ISSUE

AirPods（第 2/1 世代） AirPods（第3世代）

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
ブラック

オリーブ

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

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-AP3SV2 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 UAG
TYPE

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）
オーベルジーヌ（U）
ダスティローズ（U）

DOT

UAG-UAPS シリーズ UAG-UAP3D シリーズ

U by UAG
DOT

U by UAG

TYPE
SiliconeCaseMETROPOLIS DOTHardCase

AirPods Pro
UAG U by UAG

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-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（U）

グレイ（U）

マシュマロ
スペアミント
アシッド

DOT
U by UAG

U by UAG
DOT

ソフトブルー

ブラック
ダスティローズ

UAG-UAWLAR
シリーズ

ソフトブルー

ブラック
ダスティローズ

UAG-UAWSAR
シリーズ

AURORA

AURORA

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）

マシュマロ（U）

スペアミント（U）

アシッド（U）

ブラック（U）

グレイ（U）

オーベルジーヌ（U）

ダスティローズ（U）

マシュマロ（U）

スペアミント（U）

アシッド（U）

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）

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

※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

UAG-AW45CS
シリーズ

UAG-AW41CS
シリーズ

ブラック/オレンジ

オリーブ/オレンジ

UAG-AWSCC
シリーズ

ブラック/オレンジ
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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

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-IPH21S-SP
UAG-IPH21S-SPPLS

UAG-IPH21S-EA シリーズ

iPhone 13 
Pro

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

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

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 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

UAG-IPH20SSY-IC
UAG-IPH20SSO-BK
UAG-IPH20SSO-ODiPhone SE （第2世代） UAG-IP      H20SS-IC

UAG-IP      H20SS-NG 

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

UAG-IPH20SS-BK

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

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

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

iPhone SE 
（第3世代）

UAG-IPH21　  MA-T シリーズ

アイス

アッシュ

マラード

ビリー

アイス

アッシュ

UAG-IPH21MA-C シリーズ

アイス

アッシュ

アイス

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 

オリーブ

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 

オリーブ

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

クリムゾン

UAG-IPH21M-SP
UAG-IPH21M-SPPLS

UAG-IPH22SS-SP

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

UAG-IPH22SS-P シリーズ UAG-IPH22SS-FLT-KB UAG-IPH22SS-Y-ICUAG-IPH22　 SS-T シリーズUAG-IPH22SS-C シリーズ UAG-IPH22SS 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

 ※MagSafe対応  ※MagSafe対応  ※MagSafe対応

UAG-IPH　  21S-T-IC



ペアリング
不要

�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

狙ったところに
タッチできる
細いペン先

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φ�（先端�.�）×（H）���　○質量：約��g
○対応機種：iPadモード　iPad 第�/�/�世代、iPad Air 第�/�世代、iPad mini 第�世代、
iPad Pro ��インチ  第�/�/�世代、iPad Pro ��.�インチ 第�/�/�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�.�mm 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
➄PSA-TPRCP-PK ももいろ FY-20
➅PSA-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

多くの
デバイスに
対応

クレヨンのように
なめらかな

描き心地です。
女性��代

すごく可愛い。
価格も安い。

女性��代

思い通りに
文字や線が描けます。

クーピー缶のデザインも
かわいい。
男性��代

価格も安い上に
操作性もシンプルで

とても使いやすく
気に入りました。

女性��代

ツルツルせずに
しっとりとした

描き心地がいい。
子供へプレゼントしたら

喜びそう
男性��代

実際に使用した
みなさまからの
感想です。

メモリーモジュール / 
USBフラッシュメモリー / 

メディアカード

コミュニケーション & 
コラボレーション

ソリューション
教育 液晶ディスプレイ セキュリティ関連 ゲーミング関連コネクティビティ &

管理ソリューション
液晶ディスプレイ

アクセサリー
スマートフォン・
タブレット関連

ドライブ・
ストレージ関連

PCアクセサリー/
その他

オーディオ・
映像関連

ペンタブレット・
入力機器 3130

CONTENTS

 ※MagSafe対応

※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

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 ALTONDIP

UAG-UIPH21S-LU
シリーズ

アイス

クレイ

セルリアン

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）

iPhone SE 
（第3世代）

アイス

アッシュ

オレンジ

ダスティローズ

iPhone 12 / 
12 Pro

UAG-UIPH21MA-LU
シリーズ

アイス

クレイ

セルリアン

UAG-UIPH22SS-AT
シリーズ

ブラック

アイス

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
アイス

アッシュ

セルリアン

クレイ

iPhone 13 
Pro

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

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



自宅の音響環境を手軽にアップグレードして、生活を豊かに。

ED-R1280T　ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

ED-S880DB　�.� 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

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）���※　○質量：約�.�kg　※�台（�セット�台） の寸法

○質量：（V�）約���g、（G��）約���g

［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��Wパワードスピーカー

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

RCA×�、Bluetooth、Optical
（光角型プラグ）、Coaxial、USB

入力端子

ED-V4 シリーズ　ED-G20H　Edifier ゲーミングヘッドセットED-R12U シリーズ　PC 用 USB 給電スピーカー

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）���※　○質量：約��.�kg　※�台（�セット�台） の寸法

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）��×（D）��×（H）���　○質量：約���g

［オープン価格］

最大出力���Wの王道でクラシカルな
ブックシェルフスピーカー

コンパクト&カラフルに、いい音を楽しむ

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

��W
実用最大出力

RCA×�
入力端子

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）���※

○質量：約�.�kg　※�台（�セット�台） の寸法

ED-R1100　ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

実直に音質を追求した、
ブックシェルフモデル

RCA×�
入力端子��W

実用最大出力

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）���×（D）���×（H）���
○質量：約�.�kg

ホームオーディオ環境を
アップグレードさせるエントリーモデル

RCA×�、Bluetooth、
Optical（光角型プラグ）、Coaxial

入力端子��W
実用最大出力

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）���※

○質量：約�.�kg　※�台（�セット�台） の寸法

［オープン価格］ ［オープン価格］ ［オープン価格］

ED-M2280 シリーズ　PC/ マルチメディア用スピーカー

スリムでも高音質な、
マルチメディアモデル

デスクトップに似合う、
コンパクトなウッドスタイル

��W
実用最大出力

�.�mmステレオミニ
入力端子

�W
実用最大出力

�.�mmステレオミニ
入力端子

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）���×（D）���×（H）���　○質量：約���g

ED-M19U2　PC 用 USB スピーカー

�.�mmステレオミニ、USB　
入力端子�W

実用最大出力

○外形寸法（mm）：片側のみ （W）��×（D）���×（H）���　○質量：約�.��kg

ED-M1360　�.�ch アクティブスピーカー

プレイタイムを興奮で満たす、
ゲーミング対応モデル 

�.�mmステレオミニ
入力端子�W+�.�W

実用最大出力

［オープン価格］
［オープン価格］

ED-M2280GY 
グレー ［オープン価格］

ED-M2280BK 
ブラック ［オープン価格］

ヘッドホン端子
搭載

○外形寸法（mm）：
　サテライトスピーカー：片側のみ（W）��×（D）���×（H）���　
　サブウーファー：（W）���×（D）���×（H）���
○質量：約�.�kg

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

ED-V4RD レッド
ED-V4GR ホワイト
ED-V4GR グリーン
ED-G20H

［オープン価格］

���W
実用最大出力

RCA×�、Bluetooth、
Optical（光角型プラグ）、Coaxial

入力端子

��W
実用最大出力

ED-S1000MKⅡ　パワードブックシェルフ型スピーカー

ED-R1380DB ブックシェルフ型アクティブスピーカー

➀PSA-TP2BKB  ブラック　

➁PSA-TP2WHB ホワイト

［オープン価格］

➁ ➂ ➃ ➄ ➅

➁➀

➀

ゴールド　
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：約φ�（先端�.�）×（H）���～���　
○質量：約��g

➀PSA-TPGBK ブラック　

➁PSA-TPGWH ホワイト　

➂PSA-TPGBL ブルー

［オープン価格］

○外形寸法（mm）：約φ�.�（先端�.�）×（H）���　
○質量：約��g

○外形寸法（mm）：約φ�×（H）���　
○質量：約�g

○外形寸法（mm）：約φ�.�（先端�.�）×（H）���　
○質量：約�g

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

シリコンゴム採用

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�.�mm 充電タイプ

イラスト向き オンライン限定モデル

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-GD
リチャージブルアクティブスタイラスペン　

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

➀PSA-TPA2PROBK ブラック　

➁PSA-TPA2PROGD ゴールド　

➂PSA-TPA2PROSV シルバー

［オープン価格］
○外形寸法（mm）：約φ��（先端�.�）×（H）���～���　
○質量：約��g（電池含む）

➀PSA-TP6EBK ブラック　

➁PSA-TP6ESV シルバー　

➂PSA-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　

○外形寸法（mm）：約φ��（先端�.�）×（H）���～���　
○質量：約��g（キャップ含む）

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　

細いペン先�.�mm 単�電池使用

➁➀ ➂
➀PSA-TPMS-BK ブラック　

➁PSA-TPMS-BG バーガンディ　

➂PSA-TPMS-CB コバルトブルー

➃PSA-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］

○外形寸法（mm）：約φ��（先端�.�）×（H）���　
○質量：約��g

○外形寸法（mm）：約φ��（先端�.�）×（H）���　
○質量：約��g

����年以降に発売したiPad
��.�インチiPad Pro 第�/�世代
��インチ iPad Pro 第�/�世代
iPad 第�/�世代　iPad mini�

（本製品発売時点）

➃➀ ➁ ➂

細いペン先�.�mm 単�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�.�mm 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

鉛筆型本体に�mmのペン先。
低ストレスでデジタルへ移行。
フル充電で��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

コーポレートモデル

  ホワイト　
［オープン価格］

細いペン先�.�mm 充電タイプ

静電容量式スマホ・タブレット向き

○外形寸法（mm）：約φ��（先端�.�）×（H）���　
○質量：約��g○外形寸法（mm）：約φ�（先端�.�）×（H）���　○質量：約��g

➀ ➁ ➂

➀PSA-TPR06-WH ホワイト　

➁PSA-TPR06-GR グリーン　

➂PSA-TPR06-GY グレイ

［オープン価格］

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�.�mm 充電タイプ

➁➀ ➂

➀PSA-TP5EBK ブラック　➁PSA-TP5ESV シルバー

➂PSA-TP5EGD ゴールド　➃PSA-TP5EPG ピンクゴールド　

➄PSA-TP5EDBK ダークブラック　

➅PSA-TP5EWH ホワイト

［オープン価格］

➁➀ ➂
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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：�� 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）��� × （D） �� × （H）���　○質量：約���g

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　▪IPX�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：�� 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）��� × （D）�� × （H）���　○質量：約��g

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　▪IPX�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�� 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）��.� ×（D） ��.�×（H）��.�　
　　　　　　　　 急速充電ケース／（W）��.� × （D） ��.�× （H）��
○質量：イヤホン／各約�.�g　急速充電ケース／約��g

NR-TWS
［オープン価格］

NR-LP
［オープン価格］

NR-PHNG2
［オープン価格］

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

JS-TSTW-BK ブラック 
JS-TSTW-WH ホワイト

［オープン価格］

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��時間使用可能。

t-Seven True Wireless

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

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

JS-MFTW-BK ブラック
JS-MFTW-GY グレー

［オープン価格］

JS-FFTW-BK ブラック　
［オープン価格］

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��時間。

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

※� ANCモード使用時は��時間

f-Five True Wireless
専用充電ケース利用で最大使用��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

m-Five True Wireless

JS-MSTW-GR
グリーン
JS-MSTW-BK
ブラック

JS-MSTW-B/B
ブラック・ブラック
JS-MSTW-GY
 グレー

［オープン価格］

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

JS-QSEW-BK ブラック
［オープン価格］

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

○スピーカーサイズ：�.�mm
○ケーブル長：�.��m　○質量：約�� g

○スピーカーサイズ：�mm
○ケーブル長：��cm　○質量：約��g

JS-AJOPLS-BK ブラック
［オープン価格］

a-JAYS One+
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
アップグレードした
リモコン付き
ワイヤードイヤホン。

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］

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

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J A Y S のイヤホン。
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［オープン価格］

Digizo
デ ジ ゾ ウ シリーズ

Digital Creation Gear

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。

入力 出力4or 2 1

デジ像

出力2入力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

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

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。　　

その他、PCディスプレイ
なども接続できます。　　

ゲーム機デスクトップPC

スマートフォン
タブレット

［オープン価格］

［オープン価格］

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

PCA-DAV4

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 �� DE版／FullPlayROCK
MPEG�/H.���

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 ! � Basicfor Princeton
WAV、WMA、AAC、AIFF、Ogg、FLAC

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

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！

HDMI→UVC 変換機 デジ造映像 Live 版 デジ造ハイレゾ音楽版

PCA-UVC4KL

最大�K��Hz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）��×（D）�.�×（H）��　○質量：約��g

Win8.1Win10Win11 macOS 10.13~11

Win 8.1/8 Win7

Win 8.1/8 Win7Win10Win11

Win10Win11

�K��Hz ビデオキャプチャー
+ ライブストリーミングユニット

PCA-HACU
ハイレゾ USB オーディオキャプチャーユニット

USB ビデオキャプチャーユニット
［オープン価格］

メディア
プレーヤー

ゲーム機

外部電源不要
�K ��Hz
�K ��Hz

�D
HDR

����P ���Hz

○
○
×
○※�

×
×

解像度の異なる出力機器への接続
Xbox���

Xbox One S/X
PS�/�

PS� Pro
PS�

△※�

○
    非サポート

○
    非サポート

○※�

外部電源不要
�K ��Hz
�K ��Hz

�D
HDR

����P ���Hz

○
○※�

○
○※�

○※�

○

解像度の異なる出力機器への接続
Xbox���

Xbox One S/X
PS�/�

PS� Pro
PS�

○※�

○
○
○
○
○※�

PHM-SP102A

HDMI出力機器の映像を、�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

�K��HzやHDRに対応する最新映像機器の映像を、�系統に同時出力が可能。
�K+�K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。

「4K60Hz」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。

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

［オープン価格］ ［オープン価格］

HDMI スプリッター

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。

PTM-BTLLTR　 Bluetooth 送受信ユニット

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。

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

音楽やゲームのサウンド環境を品質や便利さで快適にするオーディオ機器。

PSP-BTS3BL
ブルー

［オープン価格］

Bluetooth Ver�.�

For TV/GAME

Q u a l c o m m ® a p t X ™  
L o w  L a t e n c y

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

送信機として、入力された音声をBluetoothでヘッドセットなど�台同時に送信可能。受信機として
は、�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。

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量：約���g

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（IPX�相当）の小型スピーカー。

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。

有線バイパス

PTM-BTLLTR

スピーカーなどPTM-BTLLTR
スマートフォン／
タブレット

ヘッドセット

TV／オーディオ機器
オーディオ機器送信機能 受信機能

※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。

電源不要の４K HDR切替器。

自動切替�K HDR ��Hz

PHM-SW401S
�K��HzHDR 対応 � ポート HDMI 切替器

HDMI 切替器

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量： 約��g

�ポート

PHM-SW401S
［オープン価格］

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、PS�などの
動作確認済み。

�K HDR ��Hz

PHM-SW201SA
�K��HzHDR 対応 � ポート HDMI 切替器

○外形寸法（mm）： （W）��×（D）��×（H）��　○質量： 約��g

�ポート

PHM-SW201SA
［オープン価格］

PSP-BTS3GR
グリーン

［オープン価格］

防水仕様（IPX�相当） 最大出力�W

連続再生最大�時間 AUX外部端子

Bluetooth Ver�.�+EDR

�.�mmステレオミニケーブル付属

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。
PS� Pro、PS�の動作確認済み。

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約��g ○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約��g
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液晶ディスプレイ ラインアップ

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。

UP-M156T4K/UP-M156THD　 モ バ イル ディスプレイ

ゲーム機やスマホのモニターとして、またパソコンのサブモニター
としてさまざまな使い方が可能な��.�型モバイルディスプレイ。
Mini HDMI×1 USB Type-C×2

■  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※

■ �K/��HzとFull HD/���Hzの�モデルをラインナップ。

■ 広視野角で光沢感のある��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。

�K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］

■ �K ��Hz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 ���Hz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

スピーカー  AC内蔵

UP-AD24W/UP-AD27W　フラットディスプレイ

A DSパネル採用で美しさと高速応答を両立。
バランスが良く機能性も十分なゲーミング液晶ディスプレイ。
DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ

■ 広色域、広視野角のADSパネルを採用し、色鮮やかな発色でありながら高速応答を備えた、

　 バランスの良いゲーミング液晶ディスプレイ。

■ 滑らかな動きを表現する���Hzリフレッシュレート。

■ 豊富な端子構成（DP×�、HDMI ×�、オーディオ出力×�）に加えUSBハブ機能も内蔵。

■ 画像の乱れ（ティアリング）やカクツキ（スタッタリング）の

　 発生を低減させるFreeSync Premiumに対応。

■ 高さ調整、スイベル、ピボット、チルト機能を持つマルチアングルスタンドでセッティングが自由自在。

○外形寸法（mm）：（W）540×（D）234 ×（H）389～509
○質量：6.0kg±0.3kg

○外形寸法（mm）：（W）614×（D）272 ×（H）396～516
○質量：7.7kg±0.3kg

UP-AD24W（23.8型）
［オープン価格］

UP-AD27W（27型）
［オープン価格］

3.5mmステレオミニジャック（出力）

■ 応答速度（中間色）�.�msのTNパネル採用。
■ esportsタイトルのプレイにも最適な
 　フルHD液晶ディスプレイ。

■ ��型に最適なWQHD（����x����）解像度と
 　広視野角、広色域、高コントラストのVAパネルを採用。
■ ゲームプレイのみならず映画等の動画視聴にも最適。

PTFGLB-25W/PTFGLB-27W　フラットディスプレイ

ゲームに求められる機能を多数搭載。力強い外観とライティングで
デスクにも楽しさを与えるゲーミング液晶ディスプレイ。
DisplayPort x1 HDMI x2 USBハブ

■ 滑らかな動きを表現する���Hzリフレッシュレート。

■ 豊富な端子構成（DP×�、HDMI×�、オーディオ出力×�）に加えUSBハブ機能も内蔵。

■ より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。

■ Adaptive-Sync（画像の乱れ、カクツキ対策）、

　 BlurFree（残像カット）等ゲーム向け機能も充実。

■ 背面のアンビエントライトとデスクに投影されるプロジェクションロゴにより

　 ゲーミング環境をより華やかに。

○外形寸法（mm）：(W)559x(H)406～486x(D)256
　 ※高さ調整対応
○質量：5.3kg±0.3kg

○外形寸法（mm）：(W)559x(H)406～486x(D)256
　※高さ調整対応
○質量：6.2kg±0.3kg

PTFGLB-25W（24.5型）
［オープン価格］

PTFGLB-27W（27型）
［オープン価格］

3.5mmステレオミニジャック（出力）

メモリーモジュール / 
USBフラッシュメモリー / 

メディアカード

コミュニケーション & 
コラボレーション

ソリューション
教育 液晶ディスプレイ セキュリティ関連 ゲーミング関連コネクティビティ &

管理ソリューション
液晶ディスプレイ

アクセサリー
スマートフォン・
タブレット関連

ドライブ・
ストレージ関連

PCアクセサリー/
その他

オーディオ・
映像関連

ペンタブレット・
入力機器 3938

CONTENTS

eスポーツの本質は勝利よりも楽しむこと。   ULTRA PLUSは、その楽しさを後押しするゲーミングブランドです。

UP-HC32C　曲 面 デ ィス プ レ イ

ゲームプレイに圧倒的な没入感を与える
大迫力��.�型WQHD曲面液晶ディスプレイ。

○外形寸法（mm）：（W）713 ×（H）464～614×（D）269 ※高さ調整対応
○質量：9.7kg±0.3kg

UP-HC32C（31.5型）
［オープン価格］

スピーカー

DisplayPort x2 HDMI x2 USBハブ

■ ��.�型の大画面サイズとフルHDを超えるWQHD（����x����）解像度、

　 高コントラストのVA曲面パネルによって圧倒的な没入感を提供。

■ 滑らかな動きを表現する���Hzリフレッシュレート。

■ より鮮やかな映像表現を実現するHDRに対応。

■ 豊富な端子構成（DP×�、HDMI×�、オーディオ出力×�）に加えUSBハブ機能も内蔵。

■ 最大出力�W＋�Wの高音質スピーカーを内蔵しダイナミックなサウンドを楽しめる。

■ Adaptive-Sync（画像の乱れ、カクツキ対策）、BlurFree（残像カット）等ゲーム向け機能も充実。

3.5mmステレオミニジャック（出力）

PTFGFA-27C　曲 面 デ ィス プ レ イ

視野を包み込み深い没入感をもたらす��型フルHD曲面液晶ディスプレイ。
DisplayPort x1 HDMI x1 DVI-D x1 

■ スクリーン全体が見やすくなる��型VA曲面パネルを採用。

■ 滑らかな動きを表現する���Hzリフレッシュレート。

■ 広色域、広視野角、高コントラスト比を誇るノングレアVAパネル。

■ 画像の乱れ（ティアリング）やカクツキ（スタッタリング）の発生を低減させるFreeSyncに対応。

■ ゲームジャンルに適した�種類のプリセットモード（FPS/RTS）を用意。
○外形寸法（mm）：（W）612.24 × （H）452.88 × （D）185.06
○質量：4.5kg±0.3kg

PTFGFA-27C（27型）
［オープン価格］

3.5mmステレオミニジャック（出力）

○外形寸法（mm）：(W)550 x (H)399 x (D)197
○質量：3.8±0.3kg

PTFGSA-24W（23.6型）
［オープン価格］

PTFGSA-24W　フ ラ ット デ ィス プ レ イ

豊富な端子を備え多数の機器を接続できる��.�型フルHD液晶ディスプレイ。
DisplayPort x1 HDMI x3

■ 応答速度に優れたTNパネルを採用した��.�型フルHD液晶ディスプレイ。

■ 滑らかな動きを表現する���Hzリフレッシュレート。

■ HDMI×�、DP×�の豊富な映像端子を備えているため、多くのゲーム機やPCを接続可能。

■ 画像の乱れ（ティアリング）やカクツキ（スタッタリング）の発生を低減させるFreeSyncに対応。

■ ゲームジャンルに適した�種類のプリセットモード（FPS/RTS）を用意。

3.5mmステレオミニジャック（出力）

スピーカー  AC内蔵



液晶ディスプレイ ラインアップ

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 � . �  G e n  � 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�.�mm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��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�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］

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）��� × （D）��� × （H）���　○質量：約���g
※Virtual�.�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）�� × （D）��.� × （H）��　○質量：約��g

○外形寸法（mm）：①②（W）���×（D）��×（H）���　○質量：①約���g　②約���g

UP-USC
［オープン価格］

本製品はXSplitロゴの
認定製品です。

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�種のイコライザーを搭載。
■ HDMIケーブル�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��W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）���×（D）���×（H）��　○質量：約�kg

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��W ゲーミングサウンドバー。

■ Nintendo Switch、PS�、PS� Proなどの動作確認済み。
■ �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）�� ×（D）��.� × （H）��.�　○質量：約�g

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］

■ �chヘッドセットでは聞き取れないサウンドを余さず再現。
■ �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）�� × （D）�� × （H）��　○質量：約��g

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USB�.�×�個とUSBサラウンド機能を装備。
■ いままで使用していた�.�mmヘッドホンやヘッドセットでVirtual�.�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。

Virtual�.�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���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φ�（先端�.�） × （H）���　○質量：約��g

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�,���MB/sの転送速度。
■ PS�、PS�、PS� Pro 動作確認済み。

○外形寸法（mm）：（W）��� ×（D）�� ×（H）��.�　○質量：約��g

ゲームのロード時間を大幅に短縮“ULTRA PLUS”SSD。

■ CyberLink社製ScreenRecorder�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。
■ �K��p 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

■ �K��p 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.���）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）���×（D）�� × （H）��　○質量：約���g ※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 PS5/PS4 Pro

① ② ③

①UP-HSABK
［オープン価格］

②UP-HSUBK 
［オープン価格］

メモリーモジュール / 
USBフラッシュメモリー / 

メディアカード

コミュニケーション & 
コラボレーション

ソリューション
教育 液晶ディスプレイ セキュリティ関連 ゲーミング関連コネクティビティ &

管理ソリューション
液晶ディスプレイ
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ドライブ・
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PCアクセサリー/
その他

オーディオ・
映像関連

ペンタブレット・
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Wi-Fi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。 

PTM-UBT7X　 Bluetooth USB アダプター

IEEE ���.�at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

Wi-Fi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。 

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

PUD-PDC1H　HDMI 変換アダプター

小型軽量（���ｇ）、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�本で接続。

PUD-CDOC10　 ��in� PD 対応 Type-C 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。

PUD-PD65G1H　PD��W 給電対応 パワードッキングステーション

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」。

PD��W対応Full HD出力対応USB Type-Cポート搭載

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約���g

Win10Win11 Chrome OSmacOS 10.11~

●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、
　DisplayPort Alt Mode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

変換アダプターやドッキングステーションなど、パソコン周辺を充実させるアイテム。

［オープン価格］

［オープン価格］

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

●パワーデリバリー�.�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。

パソコンなどにUSBケーブル�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 �.�×�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�K画像をHDMIで�K対応の大画面に
出力することも可能です。

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）���×（H）��　○質量：約���g

Win10 Chrome OSmacOS 10.11~Win11

PUD-PDC3L / PUD-PDC3H　ドッキングステーションミニ

※PTM-UBT�との比較。

Bluetooth �.�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��％低減できるLowEnergy対応で、省電力に利用可能。

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）�.�　○質量：約�.�g
Win10 Win8.1 macOS 10.9~10.15Win11

モジュール型
デバイス

ウェブカメラ
ACアダプター

（DC��V/�.�A）

PoEポート
�ポート最大��W

UpLinKポート
RJ��+SFP

電源（各最大��W）＋データ

EZPRO-BOX�-B��

［オープン価格］

PoEは�ポート

ポートあたり最大��W

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量：約���g

�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�ポート対応で、ポートあたり最大��W、装置あたり最大��Wの
電源供給が可能です。

Bluetooth Ver�.�+EDR/LE

Bluetooth Ver�.�+EDR

省電力��%OFF

国内最小・最軽量級

�.�mm

��mm

��mm

［オープン価格］

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

NintendoSwitchの動作確認済み

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）���×（H）��　○質量：約��g

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-PDC3HSVA
シルバー［オープン価格］

HDMI対応モデル

LANポート対応モデル

Gigabit Ethernet（����BASE-T）USB�.� Type-C USBバスパワー�K出力に対応

PD��W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 Alt Modeに対応している必要があります。
※�K出力は最大で����×����＠��Hzです。

※�K出力は最大で����x����＠��Hzです。

Win10 Win8.1 Win7 macOS 10.11~Win11
○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約��g

Win10Win11 macOS 10.13~

［オープン価格］

※HDMI出力時は、
　パソコン/Macの
　USB Type-Cポートが
　DisplayPortAltモードに対応
　している必要があります。

PUD-PDC3HBKA
ブラック［オープン価格］

PUD-PDC3LSVA
シルバー［オープン価格］

「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。

●マルチディスプレイ機能

●USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張

スイングプラグで
持ち運びに便利

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（ P r o a c t i v e  T h e r m a l  A d v a n c e d  P r o t e c t e r ）搭 載

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量：約���g
（特許第�������号）

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量：約���g
（特許第�������号）

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量：約���g
（特許第５９５３４１５号）

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

ホワイト 
［オープン価格］

●過電流防止ブレーカー付　●���°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

�（         ）合計最大
�.�A

USB 
Type-A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ 

�（         ）合計最大
�.�A

USB 
Type-A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ 

�（         ）合計最大
�.�A

USB 
Type-A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ �（         ）合計最大

�.�A
USB 
Type-A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ �（         ）合計最大

�.�A
USB 
Type-A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ 

ホワイト
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約���g○外形寸法（mm）：（W）��×（D）���×（H）��　○質量：約���g

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

U S B  T y p e - C 対 応 � ポ ート急 速 充 電 器
PPS-UTAP9AWH

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）��　○質量：約�.�kg

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

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約��g

軽量＆手の平サイズにUSB給電�ポートと
コンセント�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］

P D � � W 対 応 急 速 充 電 器

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（���g）大容量（��W）充電器。

� ポ ート U S B 給 電 機 能 付 回 転 式 � 個 口 O A タップ
PPS-UTAP6B シリーズ

ケ ーブル 一 体 型 P D � � W 対 応 急 速 充 電 器
PPS-PD65C

PPS-PD45（ケーブルなし）/PPS-PD45C（ケーブルあり）

U S B 給 電 機 能 付 きマル チタップ
PPS-UTAP10 シリーズ

U S B 給 電 / 電 源 タップ 付 きモ ニタースタンド
PPS-UTAP7AWH

�（       ）最大
��W

USB
Type-C

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約��g

小型軽量（約��g）大容量（��W出力）で、
最大��V/�.�A（��W）の給電が可能。

窒 化 ガリウム 採 用 P D � � 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

�（       ）最大
��W

USB
Type-C

ホワイト 
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）��×（H）��　○質量：約���g○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約���g

ブラック 
［オープン価格］

ブラック 
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：��g

ケーブル収納可能で軽量。
USB�ポート+電源タップ�口を搭載。

�（      ）最大
�A

USB 
Type-A�（       ）最大

��W
USB
Type-C

ホワイト
［オープン価格］

○外形寸法（mm）：全体（W）���×（D）��×（H）��／
 タップ側（W）���×（D）��×（H）��／
 USB側（W）��×（D）��×（H）��　
○質量：全体 約���g／タップ側 約���g／USB側 約７０g

用途に合わせて組み合わせ自由な、USB�ポートと
電源�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

�（         ）合計最大
�.�A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ USB �（         ）合計最大

�.�A�（        ）合計
����W

コンセント
プラグ USB �（         ）合計最大

�.�A�（        ）合計
����W

コンセント
プラグ USB 

PPS-UTAPS1/PPS-UTAPS2/PPS-UTAPS3  火 災 防 止 + U S B 給 電 機 能 付 マル チタップ

ホワイト
［オープン価格］

Type-Cポートで接続機器の
必要電流量を自動検知し
急速充電※�が可能。
※� 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 � � 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）��×（D）���×（H）��　○質量：約���g

�（         ）合計最大
�.�A

USB 
Type-A�（        ）合計

����W
コンセント
プラグ 

�（       ）最大
��W

USB
Type-C

�（       ）最大
��W

USB
Type-C

PPS-PD45
ブラック  ［オープン価格］

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：���g

PPS-PD45C
ブラック ［オープン価格］

軽量小型で大容量で��W出力可能。
外出時用充電器や
予備充電器として使える。
持ち運びに最適なスイングプラグ構造。
トラッキング防止機能搭載。

メモリーモジュール / 
USBフラッシュメモリー / 

メディアカード

コミュニケーション & 
コラボレーション

ソリューション
教育 液晶ディスプレイ セキュリティ関連 ゲーミング関連コネクティビティ &

管理ソリューション
液晶ディスプレイ

アクセサリー
スマートフォン・
タブレット関連

ドライブ・
ストレージ関連

PCアクセサリー/
その他

オーディオ・
映像関連

ペンタブレット・
入力機器 4342
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USB Type-Aコネクター（C to A）とType-Cコネクター（C to C）�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）���×（D）��×（H）��　
○質量：約��g（本体のみ） 

Win11 Win8.1 Win7 MacOS X10.9~10.14     

Wi-Fi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�TB）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］

USB�.� Gen� (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

Win11iOS Android Win8.1 Win7
○外形寸法（mm）：（W）��×（D）��×（H）��　○質量：約��g

   ※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（���GB）

PHD-PS480GU（���GB）

PHD-PS240GU（���GB）

超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB�.� Gen �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　USB�.� Gen� 対応ポータブル SSD

オフィス向け
モデル

USBメモリーバンドルモデル PTW-SDISK1S16（オープン価格）

Drobo 5N2
（Gold Edition）

PDR-5N2GLD［オープン価格］

冗長化や高速通信を実現する�N�に
Hot Data Cache機能を標準搭載
�年間の製品保証付きプレミアムモデル

Drobo 5N2

PDR-5N2［オープン価格］

LANポート×�基を備え、
冗長化や高速通信を実現する
スタンダードモデル

Gigabit Ethernet
（NAS）

最大使用可能容量 ��TB

保証期間 �年間

×�

�.�インチ
ディスクスロット×�

Gigabit Ethernet
（NAS）

最大使用可能容量 ��TB

保証期間 �年間

×�

�.�インチ
ディスクスロット×�

法人のお客様向けに、製品保証を�年/�年まで延長できる延長保証やエンジニアが訪問対応する
オンサイト保証、さらに、Drobo本体と同時に購入できる専用のHDDパッケージをご用意しています。

延長保証・オンサイト保証、
HDDパッケージをご用意法人向けメニューも充実

新世代スタンダード�D�に
Hot Data Cache機能を標準搭載
�年間の製品保証付きプレミアムモデル

Drobo 5D3 
（Gold Edition）

PDR-5D3GLD
［オープン価格］

最大使用可能容量 ��TB

保証期間 �年間

×� � �

Thunderbolt �＆
USB�.�（Type-Cコネクター）
対応の新世代スタンダードモデル

Drobo 5D3

PDR-5D3
［オープン価格］

ディスク�台＆USB�.�
（Type-Cコネクター）

対応のエントリーモデル

Drobo 5C

PDR-5C
［オープン価格］

Thunderbolt �を搭載し
大容量と高速アクセスを兼ね備えた
パワーユーザー向けモデル

Drobo 8D

PDR-8D
［オープン価格］

××�
最大使用可能容量 ��TB

保証期間 �年間

×� ×�
最大使用可能容量 ��TB

保証期間 �年間

×� ×�
最大使用可能容量 ���TB

保証期間 �年間

×� ×�USB�.�
（Type-Cコネクター）

�.�インチ
ディスクスロット

�.�インチ
ディスクスロット

USB�.�
（Type-Cコネクター）

Thunder
bolt �

�.�インチ
ディスクスロット

USB�.�
（Type-Cコネクター）

�.�インチ
ディスクスロット

Thunder
bolt �

Thunder
bolt � ×

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�K出力を手軽に実現※�

PDP-�K��、PDP-�K��では、高解像度�K画質（�,���×�,���@��Hz）でのHDMI出力を
実現。�K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-�K��は高画質な光学��倍ズーム（PDP-FHD��Aは光学��倍
ズーム）に加え、デジタルズーム�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�cm（PDP-�K��、PDP-FHD��Aは最短�cm）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�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※�

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　�K対応ドキュメントカメラ  / PDP-FHD10A　フルHD対応ドキュメントカメラ

➁PDP-4K17 ［オープン価格］➀PDP-4K13［オープン価格］ ➂PDP-FHD10A ［オープン価格］

Win11 Win8.1/8 Win7
○外形寸法（mm）：➀（W）���×（D）���×（H）���（収納時）、（W）���×（D）���×（H）���（使用時） 
 ➁➂（W）���×（D）���×（H）���（収納時）、（W）���×（D）���×（H）���（使用時）　
○質量：ドキュメントカメラ ➀約����g　➁➂約����g、リモコン 約��g（乾電池を含まず）、ACアダプター 約���g

●表示内容を手元で確認できる、
 �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、�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����万画素※� 光学��倍※�/デジタル�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 

※�  PDP-�K��、PDP-FHD��Aは約���万画素
※�  PDP-�K��は光学��倍ズーム、PDP-FHD��Aは光学��倍ズーム

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。

○外形寸法（mm）：（W）��×（D）���×（H）��（折畳時）、（W）��×（D）���×（H）���（最大）　○質量：約���g

PDP-U8MA
�メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

約���万画素 USBバスパワー 顕微鏡用アダプター付属 

Win8.1Win11 Win7 macOS 10.13~

機能充実の小型軽量ドキュメントカメラ。

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

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

［オープン価格］

プロジェクター

扱いやすい
小型サイズ

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��×奥行���×高さ��mm」のコン
パクト設計と約���gという軽量化を実現しました。

���万画素、オートフォーカス
約���万画素で被写体を動画や静止画で撮影可能。最大���×���mmの
撮影範囲に対応し、最短���mmで接写できます。本体のボタンや附属ソフ
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、接眼レ
ンズの大きさに合わせ、�種（��/��mm、
��mm、��mm）の専用のアダプターを付
属しています。

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に準拠しているので、UVCをサポートする多くのアプリケーションな
どにドライバ不要で対応可能。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

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。

コンパクトに
折り畳める

NAS
複数のパソコンで�台の「Drobo」のデータをシェア。オフィスのチームメンバーやご家族と情報共有に最適。

大容量ストレージを導入するなら、
安全で簡単なDroboがオススメ。

パソコンと「Drobo」をダイレクトに高速接続。あなた専用の「Drobo」でストレスのないデータのやりとりを実現。

USB / Thunderbolt

データの保存や共有のために大容量ストレージを検討しているが、どんな製品を導入したら良いか迷っていませんか。Droboなら、➀HDDや
SSDは容量もメーカーもバラバラでOK！➁自動でバックアップだからウッカリ忘れていても心配なし！➂簡単な設定のみで利用が開始できる！
➃HDDやSSDが急に破損してもデータは確実に保護！➄重いデータでもスムーズに操作できる！と、安心で、しかも簡単です。

メモリーモジュール / 
USBフラッシュメモリー / 

メディアカード

コミュニケーション & 
コラボレーション

ソリューション
教育 液晶ディスプレイ セキュリティ関連 ゲーミング関連コネクティビティ &

管理ソリューション
液晶ディスプレイ

アクセサリー
スマートフォン・
タブレット関連

ドライブ・
ストレージ関連

PCアクセサリー/
その他
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○外形寸法（mm）：➀（W）���×（D）���×（H）�.�　➁（W）���×（D）���×（H）�　○質量：➀約���g  ➁約���g

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

PTB-WPD10 / PTB-WPD7B　ペンタブレット

展示会やゲームイベント、教育現場などでの映像配信に最適。

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。

PTB-W1　ワイヤレスペンタブレット

➁PTB-WPD7B
［オープン価格］

➀PTB-WPD10 
［オープン価格］

描画サイズ�.�インチ 

描画サイズ��.�インチ

バッテリーレスペン 

筆圧機能����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。）

Win11 Win8.1 macOS 10.9~11 macOS 11 macOS 12

○外形寸法（mm）：（W）���×（D）���×（H）��　○質量：約���g

※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。

ワイヤレス（充電）タイプ

連続使用約��時間

筆圧検知機能搭載

マクロキー搭載

ビジ ネスに も

Win8.1/8 Win7 macOS 10.4~10.15
付属ソフトウェア ・ MyScript Stylus  ・ Power Presenter Ⅱ RE  ・ OfficeINK  ・ Free Notes

・ Corel DRAW Essentials�  ・ Corel Photo-PAINT Essentials�

［オープン価格］
無線アダプター
付属

画像をモニターへ
ワイヤレスで表示
HDMI（Simple Cast）/USB（Simple Cast �）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×�+子機×�で�セット
［オープン価格］

Simple Cast

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。

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 M a c 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（IEEE���.��n）のセキュリティプロ
トコルWPA�に存在する脆弱性問題に対応済
みのWPA�-PSK（AES:���bit）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。

静止画用と動画用の
２つのモードが
選択できる。

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）��×（D）��×（H）�� ※アンテナ部含まず
○質量：送信機/約��g（Simple Cast）、約��g（Simple Cast �） 受信機／約���g

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

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

MicroSDスロット※� ※� MicroUSB給電※��.�mm音声入力※�

送信機
（子機）�

送信機
（子機）�

Wi-Fi通信
（IEEE���.��n）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 �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 � 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

モニター表示

ワンタッチ！ 

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。

切り替え 切り替え

送信機
（子機）�

送信機
（子機）�

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

※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。

モニター表示

Wi-Fi通信
（IEEE���.��n）

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。

電波干渉の少ない
���．��ac/�GHz。

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�.�Ghz帯への
切替も可能。（EZPRO-BOXB��は�Ghz帯及
び�.�Ghz帯の同時使用対応）

タッチバックコントロール
対応のUSBポート。

「EZPRO-BOX�-B��」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/macOS��.��～�� のみ）

�GHz �.�GHz

�GHz �.�GHz

AndroidWindows
PC iOS Mac OSChromeOS※�

�K��pのHDMI出力に対応。最大��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 � 台の
EZPRO-DONGLE�-D��に同じ画面信号
を出力できます。

�K��pのHDMI出力に対応。最大��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�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。

複数の端末やコンテンツを�分割／�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※�、DLNAのメディアプレーヤー機能に対応。
※� iOS ��.�.� にて動作確認。

Win8.1Win10Win11iOS Win7 macOS 10.11~12

※受信機の最大解像度は����x����(��Hz)です。

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 BOX�』
『EZCast Pro BOX』
『EZCast Pro Dongle�』。
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。     

Android

�K対応����BASE-T対応

IEEE���.��b/g/n対応 ���BASE-TX対応※� HDMI端子 VGA端子※�IEEE���.��ac対応 

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
P��をご覧ください。

Wi-Fi接続で
簡単ミラーリング。※�

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。
※� iOS及びAndroid�.�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。

➂EZPRO-DONGLE2-D10
［オープン価格］

➀EZPRO-BOX2-B10N
［オープン価格］

全画面表示に加え、�分割または�分割表示に対応

�GHz �.�GHz

➁EZPRO-BOXB03
［オープン価格］

➀EZPRO-AV-ET02
［オープン価格］

➁EZPRO-AV-ER02
［オープン価格］

�台の端末画面を複数のディスプレイに分配するスプリッター、複数の端末画面を複数のディスプレイにマトリックス配信、
またエクステンダーやスイッチャーとしての機能も有しています。

■有線LAN環境でHDMI映像/音声を複数のモニターへ同時出力が可能。
■既存のネットワーク環境を利用し特殊工事や専用アプリも不要で構築可能。
■リモートKVMとしても活用可能。
■�K映像入出力に対応。

映像の分配（スプリッター） 映像の組み分け（マトリックス）

複数の端末画面を複数のディスプレイに分配して出力します。２台以上の送信元の映像・音声
を、ハブを経由して受信機側の複数のディスプレイ・スピーカーから出力します。各送信機は、同
じチャンネルIDが設定された受信機へ映像出力を行います。

�台の端末画面を複数のディスプレイに分配します。送信元の映像・音声を、ハブを経由して受信
機側の複数のディスプレイ・スピーカーから出力します。

EZPRO-AV-ET02/EZPRO-AV-ER02 ビデオプレゼンテーション

TX送信機
映像・音声

RX受信機

RX受信機RX受信機

TX送信機
チャンネルID �

RX受信機
チャンネルID �

RX受信機
チャンネルID �

RX受信機
チャンネルID �

RX受信機
チャンネルID �

TX送信機
チャンネルID �

TX送信機
チャンネルID �

メモリーモジュール / 
USBフラッシュメモリー / 

メディアカード

コミュニケーション & 
コラボレーション
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