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製作・納品3

ご注文から納品までの流れ
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お見積り･打ち合わせ1
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①見積り依頼
WEB・TEL・メール
①見積り依頼
WEB・TEL・メール

②お見積り
打ち合わせ
②お見積り
打ち合わせ

※ 特注内容や部材調達によって納期は前後いたします。詳細は担当までご相談ください。　※ 納期につきましては、個数等の要因の関係でご希望に添いかねる場合がございます。

※ 特注製品の発注後のキャンセル返品はご遠慮ください。※ 数量により着手金を頂戴する場合がございます。
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第1期　1億3千4百万円(決算済み)

第2期　1億2千6百万円(決算済み)

第3期　2億1千百万円(決算済み)

第4期　6億7百万円(決算済み)

第5期　13億4千万円(決算済み)

第6期　17億4千5百万円(決算済み)

第7期　32億8千万円(決算済み)

第8期　32億8千万円(決算済み)

第9期　37億7千万円(決算済み）

第10期　37億7千万円 (決算済み)
第11期　49億3千万円 (見込み)

取引銀行

主要取引先

事業内容

顧問弁護士

顧問弁理士

顧問税理士

西日本シティ銀行 比恵支店 / 日本政策金融公庫 福岡支店 / 福岡銀行 博多支店
大分銀行 福岡支店 / 佐賀銀行 博多支店 / 広島銀行 福岡支店 / 伊予銀行 福岡支店
筑邦銀行 福岡支店 / 南日本銀行 福岡支店  

ドコモショップ／家電量販店／併売ショップ／ディスカウントストア／
大手雑貨店／スマホアクセサリーショップ／バラエティショップ／ホームセンター

スマートフォン・タブレットアクセサリーの企画・製造販売
輸送用機械器具及び電気機械器具(EVスクーター)の企画、製造、販売、修理及び輸出入

渡辺靖志法律事務所　渡辺靖志弁護士

有吉国際特許事務所　有吉修一郎弁理士

アイリス税理士法人    城 行永税理士

株式会社MSソリューションズ

MSS

MS Solutions Co.,Ltd.

9,740万円

代表取締役　塩川 正明

斉藤 貴志

吉崎 将

柿添 厚之介 （株式会社アイビルド 代表取締役）　

2008年2月1日

http://www.mssjapan.jp

1月

福岡本社
〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町7番20号
博多祇園センタープレイス9F
TEL:092-262-7418
FAX:092-262-7419

MSS 中部物流センター
〒485-0072
愛知県小牧市元町４番66号
株式会社日立物流中部 小牧営業所内
TEL:0568-76-3151

大阪支店
〒530-0004
大阪府大阪市北区
堂島浜1丁目２番１号
新ダイビル24F
TEL:06-6346-5411
FAX:06-6346-5412

仙台支店
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区
本町1丁目 12番30号
太陽生命仙台駅北2F
TEL:022-265-1071
FAX:022-265-1072

東京支店
〒105-0003
東京都港区西新橋
２丁目９番１号
PMO西新橋６F
TEL:03-6268-8427
FAX:03-6268-8428

名古屋支店
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦
1丁目4番6号　
三井生命名古屋ビル4F
TEL:052-228-7347
FAX:052-228-7348

札幌営業所
〒060-0808
北海道札幌市北区
北八条西3丁目 32番地
８・３スクエアＤ’グラフォート
札幌ステーションタワー2Ｆ
TEL:011-214-1404
FAX:011-214-1495

納期実績 ｜ 約 2 ～ 3 ヶ月 (仕様や数量によって異なります )

MSS 福岡リパックセンター

〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号
サンイースト福岡1F

LEPLUS SHOP 天神店

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3丁目4-3
大隈ビル1F
TEL:092-791-3446

約1週間～ 1ヶ月 約 1ヶ月 約 1ヶ月

●QRコード

学校

営業先作業現場店舗

case

film

Touch
  pen

カスタムタブレットケース
 　  menu catalog
カスタムタブレットケース
 　  menu catalog

使用シーン・機種に合わせたケースをご提案

法人様&教育機関様向け法人様&教育機関様向け

P1 表紙P12 裏表紙



ストラップ使用時の
肩や首への負担を軽減します。

5,000円
（税抜）より

開発初期費用

【仕様】
合皮素材を使用した、スタンダードな手帳型ケースです。右記のカスタムメニューを
追加することで、様々なシチュエーションでご利用が可能です。

合皮の表面に熱と圧を加
え、凹凸をつける刻印方法
です。合皮の色と素材感を
そのままに生かし、上品に
仕上がります。

合皮の表面に厚くインク
を塗布する耐候性に優れ
た印字方法です。

合皮の表面に厚くインク
を塗布する耐候性に優れ
た印字方法です。

画面視聴やタイピングなど、
使い方に応じて
2段階のスタンドとして使用可能です。100円（税抜）より

150円（税抜）より

300円（税抜）より

200円（税抜）より

100円（税抜）より

200円（税抜）より

0円

ブラック

ピンク グリーン

ネイビー ダークブラウン

ブラウン

マリンブルー

パープル

ホワイト

レッド

100～
最低ロット

100～
最低ロット カスタムメニュー

合皮 スタンダードな合成皮革です。落ち着いた質感で高級感漂う生地です。

名入れ

Custom menu

Development initial expense

素押し

printing スタンド Stand

タッチペンホルダー

基本カラー・素材以外の
お好きな素材やカラーを
お選び頂けます。

特殊指定カラー・素材

別オプションのストラップを組み合わせる
ことによって、立ち作業時にストレスなく、
タブレット操作が可能です。

名刺や端末管理番号を
記載したカードを
収納可能です。

タブレットを滑り落とさな
いようにしっかり持てる仕
様です。

※端末の種類によっては実機をお借り頂く場合がございます。

※その他、特殊形状のケースもご提案可能です。詳しくは弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

カードホルダー Cardholder

首掛け・肩掛けスタイル Neck/Shoulder Strap 

アームバンド Armband

開閉方法 closing motion

1色シルク印刷(小)
[50×20ｍｍ未満]

1色シルク印刷(大)
[50×20ｍｍ以上]

フタ部分をゴムバンドで固
定する方法へ変更します。
しっかりと固定できます。

ゴムバンド固定

磁石による開閉方法です。
スタイリッシュなデザイン
に適しています。

磁石固定※

磁力ホックによる開閉方法です。
磁力が強くしっかりと
固定できます。

磁力ホック固定※

手帳型
無料

無料

無料

※生産工場によって取扱い生地が異なります。生地のご希望がある場合は、事前に担当営業までご相談ください。
※基本カラー・素材以外もお選びできます。（別途オプション費用が発生します。）
※生地ロットによって、カラーに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※「シボあり合皮」「艶あり合皮」によって色味やカラーバリエーションが異なります。
※生地在庫は常に変動します。在庫がない場合は類似品で対応させていただく場合がございます。 ※表記金額は標準的な10インチサイズでの概算となり、機種・数量・カスタマイズ内容によって異なります。  また、最低ロット数での価格です。  詳細は弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

基本形状 Basic shape

基本カラー・素材 Basic color, material

The minimum lotThe minimum lot

100円（税抜）より

200円（税抜）より

200円（税抜）より

※送料は無料です（複数拠点への配送をご希望の場合は、別途お見積りとなります）

●素材：合成皮革（シボあり）　●カラー：ブラック　●裏地：マイクロファイバー　
●開閉方法：マジックテープ

※磁石の場合、磁力が機種に悪影響を及ぼし、機種によっては
　ご使用頂けない場合があります。

2回目まで、サンプル費用無料！無料！

300円
（税抜）より

首掛けスタンダートプラン

Dカン（通常） ナイロンストラップ（通常16ｍｍ）
カラビナ（通常）

ベルトクッション

法
を
に

画面視
使い方
2段階り

視聴やタイピングなど画面視

首掛け　　　　　　  プラン

四角カン（強化） ナイロンストラップ（強化32ｍｍ）
カラビナ（強化）

ベルトクッション

カラビナ

カラビナ取付け用 Dカン(４点付け)

ナイロンストラップ

クッション
● ストラップ専用オプション ---------------

● 通常タイプ ----------------- ● 強化タイプ -----------------

● 通常タイプ --------------------------------------------

● 強化タイプ --------------------------------------------

350円（税抜）より

四角型のカンは縫製部分が回転しにくいため、
現場などで使用する場合に便利です。

パワーアップ
(16mmベルト / 32ｍｍベルト用) (16mmベルト / 32ｍｍベルト用)

● 通常タイプ（幅16ｍｍ） ---------

● 強化タイプ（幅32ｍｍ） --------

3
2
ｍ
ｍ

1
6
ｍ
ｍ

250円 350円
（税抜）より （税抜）より

150円

200円

（税抜）より

（税抜）より

ボールペンやタッチペンを
しっかり固定できます。
ゴム素材のため伸縮性があり、
出し入れがスムーズです。

※レザーケースやベルトの耐久性には限度がありますので、ヘビーな使い方が想定される場合にはご注意ください。ロット100～

ロット500～

●シボあり合皮 ●艶あり合皮

※一部仕様は除く。詳細は担当営業までお問合せください。

（税抜）

（税抜）

900円

４か所にDカンを取り付けることで、
縦横どちらの向きにでも
ベルトの取り付けが可能です。

1,200円

03 04



ご指定のカラーに合わせて作成いたします。

TPUケース

シリコンケース EVAケース

・ＣＡＤデータ取得費

・各金型代（PC TPU シリコン EVA） ※2回分のサンプル費用を含みます。　※金額は概算費です。

※開発初期費用は、着手金として事前にいただく場合がございます。詳細費用に関しましては、スタッフまでお問い合わせください。

※完全な色の再現が出来ない場合がございます。

ハードケース（PC）

薄く成形できるためタブ
レット端末のデザインを
損ないません。端末本体を
傷や汚れから守ります。

柔軟性に優れているためタ
ブレット端末の脱着が容易
です。また、透明なので端末
のデザインを活かせます。

手触りが良くさらさらとし
た質感で、落下時の衝撃か
ら守ります。

肉厚素材が落下時の衝
撃から強力に守ります。

○表面硬度2Ｈ
○ハードケースのみ

○表面硬度2Ｈ
○ハードケースのみ

○ハードケースのみ○ハードケースのみ

１色シルク

最低ロット最低ロット
The minimum lotThe minimum lot

1000～
（500～は要相談）
1000～
（500～は要相談）

基本形状 Basic shape

1,500円
（税抜）より

（税抜）より
（税抜）より

（税抜）より
1,500円

1,500円 3,000円

0円

30,000円（税抜）より ※概算費

500,000円（税抜）より～
500,000円（税抜）より～

500,000円（税抜）より～

1,400,000円（税抜）より～

【仕様】

【仕様】
【仕様】

【仕様】

カラー Color

カスタムメニュー Custom menu

開発初期費用 Development initial expense

※その他、特殊形状のケースもご提案可能です。詳しくは弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

表面加工 Surface processing プリント Printing

ハードケース

TPUケース

シリコンケース

EVAケース

ロゴ印刷〔大〕

インクを厚く塗布することが可能で、耐候性にも優れています。

１色シルクロゴ印刷〔小〕

多色インクジェットロゴ印刷〔大〕

フルカラー印刷の場合に適しています。

多色インクジェットロゴ印刷〔小〕

インクにはない磨かれた金属のような光沢性が
あり、箔押しを部分を浮き出させることで高級
感の演出が可能です。

1色ホットスタンプロゴ箔押し（大）

ロゴ箔押し（小） 1色ホットスタンプ

マット加工のため、ツヤを押さえ、
落ち着きのある色の表現に適しています。

UV加工が施してあるため、傷や指紋が
付きにくい仕様です。また光沢のため、
高級感のある仕上がりです。

UVマット

ＵＶ光沢 2Hとは

ケースの表面に凹凸した
シボ加工を加えることで
グリップ感がアップしま
す。ケースのキズを目立
ちにくくします。

シボ(マット)

光沢のあるケースで見た
目が高級感のある仕上が
りになります。

磨き（光沢）

メタル蒸着 塗装

柔軟性

傷防止

耐衝撃

1 2 3 4 50

軽　さ

柔軟性

傷防止

耐衝撃

1 2 3 4 50

軽　さ

柔軟性

傷防止

耐衝撃

1 2 3 4 50

軽　さ

柔軟性

傷防止

耐衝撃

1 2 3 4 50

軽　さ

シルク印刷

インクジェット印刷

ホットスタンプ

ポリカーボネイト製の

ケースの丈夫さを示

すのには「鉛筆コード」

という目安が使われる

ことが一般的です。例

えば「鉛筆コード2H」

なら「2Hの鉛筆でこ

すってもキズがつき

にくい程度の硬さ」を

意味します。

メタル素材を
蒸着させるこ
とで、磨かれた
金属の質感を
表現します。

ご指定の色の塗
料を表面に塗装
致します。UVコー
ティングを合わ
せて施すことに
より、更に傷に強
くなります。

800円（税抜）より

100円（税抜）より

100円（税抜）より

50円（税抜）より

100円（税抜）より

200円（税抜）より

100円（税抜）より

50円（税抜）より100円（税抜）より 800円（税抜）より

ブラック

ピンク グリーン

ネイビー ブラウンマリンブルー

パープル ブルーホワイト

レッド

肉厚
1.2mm
まで

肉厚
2mm
まで

肉厚
3mm
まで

肉厚
10mm
まで

○ハード・TPUケースのみ ○ハード・TPUケースのみ

※端末の種類によっては実機をお借り頂く場合がございます。

※表記金額は標準的な10インチサイズでの概算となり、機種・数量・カスタマイズ内容によって異なります。  また、最低ロット数での価格です。  詳細は弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

※送料は無料です（複数拠点への配送をご希望の場合は、別途お見積りとなります）05 06



390円（税抜）より

100円（税抜）より 150円（税抜）より

LOT:１個～

LOT:100～ LOT:100～

日本製
フィルム

種　類

海外製
フィルム

海外製フィルムのみ 海外製フィルムのみ 日本製フィルムのみ 日本製ガラスのみ

ロット

高品質・指紋防止・気泡防止・

安価（品質に問題ありません）・指紋防止・フィルムの貼付けサポート無

700円（税抜）より

600円（税抜）より

700円（税抜）より

600円（税抜）より

1000～
（100～要相談）

1000～
（100～要相談）

1000～
（100～要相談）

1000～
（100～要相談）

1000～
（100～要相談）

1000～
（500～要相談）

3,000円（税抜）より 6,000円（税抜）より 1,000円（税抜）より 2,500円（税抜）より

サイズ：
○150mm×210mm○ロゴなし

270円（税抜）より
LOT:1000個～
○ロゴあり

サイズ：
○150mm×210mm／
　ロゴあり（シルク・素押し）

既製品もご案内できます。

画面表面の汚れや皮脂を
付属のクリーニングクロス
で落とします。

切れ込みから中心の剥離
シートを剥がします。

貼る位置を決めてから
剥離シートを剥がした部分
を画面へ貼り付けます。

貼り付けた中心部分を
押さえながら上側の剥離
シートを剥がします。

貼り付けた上部を押さえ
ながら下側の剥離シート
を剥がし、最後に表面の
剥離シートを剥がします。

1 2 4 53一般的な単品として販売されている
レベルの品質となります。右記の説明
書が付属し、一般的な貼付け方法に加
えて、中央より剥離し、貼付けていた
だく方法（貼付サポート）が可能です。

一般的なケースに同梱されている付
属品レベルの品質となります。
一般的な貼付け方法となります。

LOGO
※クリーニングクロス・フィルム貼付用コテが含まれた金額です。

※フィルム素材の製造国表しています。生産は日本または中国です。

最低ロット最低ロット
The minimum lotThe minimum lot

1000～
（100～は要相談）
1000～
（100～は要相談）

付属品種類 Accessories kind

梱包形態 Packing method

開発初期費用 Development initial expense

保護フィルム

タッチペン クロス単品

光沢感と透明度に
優れたフィルムで
す。

さらさらとした質感で、
フリック入力がしやす
いフィルムです。

左右からの視界を防ぎ
ます。

上下左右からの視界を
防ぎます。

液晶から発せられる、
ブルーライトをカット
するフィルムです。

表面硬度9Hのガラス
フィルムです。傷に強い
フィルムです。

光沢 マット
180度
覗き見防止 ブルーライトカット ガラス

日本製・海外製フィルムの違い The difference of the films between Japan and foreign countries

日本製

海外製

フィルムの貼付けサポート有
（剥離フィルムが青くなっているため、位置合わせが簡単です）

※オプション品及び既製品のみのご注文で、2,000円未満の場合、400円（税抜）送料が発生いたします。

商品に最適な梱包を提案いたします。
※梱包形態によっては別途費用が発生致します。詳しくは各営業担当までお問い合わせ下さい。

画面表面の汚れや皮脂を
付属のクリーニングクロス
で落とします。

フィルムを貼る位置の確認
を行います。
剥離シートが付いた状態で
画面にフィルムを置き位置
合わせをします。

位置が確定したら、
フィルムを画面から離し
①の剥離シートを5cm
程度はがします。

①の剥離シートをはがした
部分を画面の端に合わせて
置き、上方向にゆっくりと
はがしながらフィルム張付用
コテで気泡を抜いて
貼り付けます。

②の剥離シートをはがします。
フィルムを貼った後に気泡が
残った場合は、クリーニング
クロスやフィルム貼付用コテ
で気泡を軽く押し出し、
端まで動かして抜きます。

● スマートフォン汎用
 　防滴防塵ケース「SPLASH」

スマートフォン向けアクセサリもご提案可能です。
　□ 取扱いメーカー・ブランド100社以上 /取扱い周辺機器・アクセサリ30,000アイテム！

※

※

※フィルム型代はサンプル作成時に発生いたします。
※端末の種類によっては
　実機をお貸出し頂く場合がございます。
※採用実績のある機種の場合は無料で作成いたします。

フィルム型代

さらに、最新型のスマートフォンアクセサリも
ご提案できます！

※表記金額は標準的な10インチサイズでの概算となり、機種・数量・カスタマイズ内容によって異なります。  また、最低ロット数での価格です。  詳細は弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

ケース・フィルム・ケーブル・イヤホン・スピーカー etc…

● 透明ディスク式スタイラスペン
 　「匠の一筆」

30,000円～

※費用を抑えるため、分離しない剥離フィルムを
　採用する場合もございます。

● スピーカー各種

※費用を抑えるため、剥離フィルム1枚のみを
　採用する場合もございます。

● 純正キーボード/クレードルに対応した
　 各社向けタブレットケース

● 衝撃に強い
　 EVAケース

● スマホ/タブレットで使える
 　顕微鏡「µHandy」

● タブレット用
　 充電保管庫

● 書画カメラ
● マグネット式プロジェクトスクリーン

360度
覗き見防止 衝撃吸収

日本製フィルムのみ

1,000円（税抜）より

厚手の衝撃吸収層が衝
撃を吸収・拡散し、液
晶画面を守ります。

1000～
（100～要相談）

※表示価格は、10 インチタブレット 1000 枚の場合の参考価格です。

● イヤホン各種
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採用実績

様々な環境で、快適にタブレットを使用するには、使用する現場環境に
合わせたカスタムタブレットケースは必要不可欠です。
実際にタブレットケースを導入された企業様の声を聞いてみました。

様々
合わ
実際

カスタムタブレットケー
ス

スタンド付属
しっかり固定できる
ハード素材のスタンドです

顔の型押しデザイン

ARROWS Tab F-02Fdtab

衝撃吸収設計

分厚いシリコン素材が
衝撃を和らげます

4つ角は肉厚設計で
落下にも強いです

Xperia Z2 Tablet
iPad Air2

対応機種：iPad Air2
素　材　：シリコン
特　長　：子供向けサービスのノベルティとして利用されるため、
　　　　　4 つの角を肉厚にし衝撃を吸収できる仕様になっています。
　　　　　背面に d キッズを象徴する顔アイコンを配置しています。

採用事例①
対応機種：dynabook S50/S80
素　材　：EVA
特　長　：学校での利活用に最適なケースです。
　　　　　衝撃からタブレットをしっかりと守ります。

東芝クライアントソリューション株式会社様向け
EVAケース

採用事例④

ドコモ「dキッズ」
ノベルティ用シリコンケース

導入企業様の声導入企業様の声導入企業様の声

スピーディな対応、品質に対する価格感に満足して

います。依頼する際、ケースだけど実用性のある製

品にしたかった為、要望を叶えてくれた物が完成し

たと思います。端末の仕様・用途に合わせたオリジ

ナル製品の為、価格競争に負けず、オンリーワンの

ケースが出来たと思います。

株式会社 ルクレ様の声

市販品のケースでは、
実用性に乏しい。
品質・使用感にこだわった
オンリーワンケースが欲しかった。

オリジナルのタブレットカバーを作るにあたり、何度

もヒアリングを重ね、お客様要望に答え、お客様の真

のニーズを形にしていくスタイルがとても満足してい

ただけるポイントだと思います。また、金融機関では、

タブレット端末の導入がトレンドになりつつあるの

で、今後も同様な機会があれば、ご依頼したいと思い

ます。

F 社様の声

既製品のケースでは
満足できない。
使う人に合わせた、
ジャストケースが欲しかった。

自社のサービスチェーンに委託している業務の電子

化に伴い、約2,500台のタブレットを導入が決定。

屋外作業を伴うため、落下防止はもちろん、防滴性

や耐久性など、こちらのニーズに対応したタブレッ

トケースが必要となりました。MSソリューションズ

様には、こちらのニーズへの対応はもちろん、安価

で、かつ短納期にも対応いただき、スムーズな導入

が図れました。現場での活用は14年6月からです

が、納品された実物を確認したところ素晴らしい出

来栄えであり、これからの使用が非常に楽しみです。

O社様の声

業務の電子化に伴い、防滴性や
耐久性などに対応した
ケースが欲しかった。

汎用ケースでは「タブレットの接続端子が隠れてし

まう」、「クレードルへ接続できず充電が面倒」と

いった課題がありました。そこでMSソリューション

ズにカスタマイズをお願いしたところ、ミリ単位の

細かい修正にも対応頂き、使い勝手の良い納得の

出来栄えとなりました。今後もケースが必要な際に

は、ぜひお願いしたいと考えております。

細かい要望にも応えてくれて、
使い勝手の良いケースが
欲しかった。

営業スタッフのタブレット端末用に、ケース作成を依

頼しました。拡張クレードルを使用時にカバーを外さ

無くても良いように改良していただいたり、片手で長

時間使うことが多いので、バンドを付けてもらったり、

反対側におった時に、ずれないようにマグネットを増

設してもらったり色々な、要望を取り入れていただき

ました。完成品は、手触りや質感がよく、手帳のようで

見栄えがします。初回のお打ち合わせ時に、色々なタ

イプのサンプルを実際に触れられたのが良かったで

す。

ネッツトヨタ販売会社様の声

使いやすく安定感のある
ケースが欲しかった。

メーカー純正のケースでは、チラシ入れポケット
や、前面カバーとストラップの両用など細かい仕
様への対応が困難でした。ＭＳソリューションズ様
には、その細かい仕様への対応はもちろん、サン
プル作成後もサイズ変更やマジックテープ・スト
ラップ接続部の強化など、多種の希望に迅速に対
応いただきました。また、ケースを付けたままク
レードルに挿せる仕様などを提案していただき、
機能的には申し分のない仕上がりになったと思
います。なおかつ従来よりも安価で納期も短くな
り、大変満足しております。今後も末永くお付き合
いさせて頂きたいと思っています。

東京ガス株式会社様の声

現場作業員の仕事効率が上がり、
耐久性に優れたケースが
欲しかった。

タブレットの導入が決まって、運用していくにあたり

ケースの必要性に気づいていたが、メーカーに問い

合わせても取扱いがないと困っていました。春に開

催されていた展示会で、MSソリューションズ様の存

在を知り、オリジナルケースで導入しました。現在、

すべての店舗に配布してお客様へ案内する際に使

用しています。事務所で作業する際もケースを外す

ことなくクレードルに装着できるため、とても便利

です。

群馬トヨペット株式会社様の声

販売店でお客様に案内する際の
ケースが欲しかった。

客業務にタブレットを使用する事は決まっており

ケースを検討しておりました。そんな時に取引業者様

よりケース提案を頂き商品を手に取り確認しました。

接客で使用するためディスプレイの角度を気にして

おりましたが希望通り作成頂けました。予算も多く取

れない中、価格対応頂き大変感謝しております。

大手眼鏡販売会社様の声

お客様を接客する際に、
角度調整できるケースが
欲しかった。

低学年の児童でも安心・安全にタブレットPCが持

ち運びできるようにグリップの持ち手付きで軽量素

材のEVAケースを採用しました。タッチペンの収納

部では試行錯誤を重ね、右利き、左利きのどちらで

もホルダーとして作用するような形状を実現してい

ます。手に馴染みやすい形状と、児童にも受け入れ

られるデザインが大変好評いただいています。

東芝クライアントソリューション株式会社様の声

子どもでも安心して使える
ケースが欲しかった。

S社様の声

③名入れ対応

①ネームプレート入れ
④スタンド対応

⑤クレードル対応

上品な素押しの名入れ

ケースの管理に便利です

文字入力操作やプレゼンに
便利な角度が選べる２WAY
スタンド機能付きです

採用事例③
対応機種：ARROWS Tab Q775/K
素　材　：合成皮革
特　長　：販売店で使用する際、プレゼンに便利なスタンド機能付きです。
　　　　　ケース内部には磁石を内蔵しており、フタを裏返した時に磁石がくっつく事で安定して端末を
　　　　　持ちながら作業が出来ます。各部のパーツはｍｍ単位でカスタム指定に対応したケースです。

ネッツトヨタ販売店様向け
PUレザーケース

ケース装着のままクレードル
への対応ができる仕様です

②ハンドホール
片手で安定した操作ができます

採用事例②

東京ガス株式会社様向け
PUレザーケース

②衝撃に強い

③持ち手兼スタンド

EVA 素材が落下などの衝撃から
タブレットを守ります

①安心デザイン
ケース全体が丸みを帯びた形状で
適度なやわらかさがあるため、
もしもの衝突時も安心デザインです

握りやすいハンドルはしっかりとした
グリップ感を実現しています

⑤スタンド対応
スタンド対応で、角度により
蛍光灯の画面反射を防ぎます

④ペン収納
タブレット端末に付属のタッチペンを
固定する事ができます
左右対称デザインで、右利きでも
左利きでも使用しやすいデザインです

分厚 素材が

③ハンドホール
片手で安定した操作ができます

②マジックテープ
ケース開閉のマジックテープを
この部分へ合わせる事で、フタを
裏返した時も安定します

①首掛けひもに対応
落下防止に最適です

⑤パンフレット収納ポケット

⑥クレードル対応

最大 B5 サイズのカタログが 10 冊まで
収納可能なレザーポケット付きです

クレードルを使用しない時は下側面は
ケースで保護ができます

ペンを一緒に持ち運びが出来て便利です

④ペンホルダー

対応機種：ARROWS Tab Q775/K
素　材　：合成皮革
特　長　：営業現場で使用しやすいように B5 サイズのパンフレット用のポケットが付属。
　　　　　またクレードル対応用にケース開口設計でありながら、クレードルを使用しない時も端末の下側面がケースで
　　　　　保護できるように新規開発設計しました。
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