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

仙台支店

〒101-0031
東京都千代田区東神田1丁目11番14号　
トーシン東神田ビル 5F
TEL : 03-6268-8427
FAX ： 03-6268-8428

東京支社

〒550-0013
大阪市西区新町1丁目13番3号 四ツ橋KFビル 3F
TEL:06-6556-7340
FAX:06-6556-7341

大阪支店

〒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

福岡本社

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目6番10号　
SUZU1 1989ビル ２F
TEL : 052-228-7347
FAX : 052-228-7348

名古屋支店

ウィザード ウェブ

全国にサポート体制を敷き、お客様へ充実したフォローをいたします

「請求書払い」「口座振込」
「代金引換」様々なお客様に
お応えする豊富なお支払いを
ご用意しました。

商品ごとに販売単価が
表示されているので、
従来のように面倒な
問い合わせは不要です。

同じ商品を大量にご注文
されるお客様にうれしい、
ボリュームディスカウント
製品単価を表示。

MSS 物流センター

〒 273-0012 千葉県船橋市浜町２－５－７
ＭＦＬＰ船橋1棟 No.６１６

●会員制卸売り通販サイト

販売価格
一目でわかる

が

詳しくは担当営業までお問合せください。

URL：https://www.mssjapan-ec.com/wizardmember/MsLi

本社・支店・営業所・物流センター所在地

http://www.mssjapan.jp/

〒812-0038  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

スマートフォン・タブレットアクセサリ 企画 /製造・卸販売

株式会社MSソリューションズ

（受付時間：平日9:00̃12:00/13:00̃18:00）

●QRコード

http://www.mssjapan.jp/

お支払い方法
をご用意
豊富な まとめ買いも

おまかせください。

お問い合わせはこちらまで

本カタログは 2020 年 3 月現在のものです。

法人会員様限定 オンラインショップ

Ver8.0

iPad mini 2019 / mini4 対応 

防水･防塵･耐衝撃ケース、誕生。

総合カタログ
2020 年 Spring-Summer

MILITARY
GRADE

MIL-STD 810G-516.6

IP65
WATER PROOF

iPad 1
0.2inc

h対応 防
水ケース

 

          
     発売

予定！！iPad 1
0.2inc

h対応 防
水ケース

 

          
     発売

予定！！
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子供たち、先生方の

タブレット使用における

を

タブレットが重い！！
（11.6インチタブレットの重さは約1.4kg）
教室内外の持ち運びが大変！
子供たちがタブレットスタイルで使用するのが大変！

タッチペンの管理が大変！
紛失が絶えない！

純正ペンが高い！
乾電池式タッチペンだと電池交換が大変！
授業中に子供たちのペンが
使えなくなる場合がある。

タッチペンの充電が大変！

　　　　　　iPadを導入したいけど、
　　　純正キーボードは高い！Bluetooth対応
キーボードでは、仕様を満たせていない・・・！

屋外での使用時に太陽光、教室内での
使用時に蛍光灯の映り込みで画面が見づらい・・・。
フィルム貼付け作業が大変！

弊社製ケースで解決します。
ケースにショルダーベルト、ハンドホール機能が
ついておりますので、持ち運びがラクチン。
また、タブレットスタイルの運用が便利です！

OS メーカー 機種 合皮ケース EVAケース その他ケース タッチペン キーボード フィルム マウス

日本Acer TravelMate Spin B3

日本HP HP ProBook x360 11 G5EE

NEC 近日発売

Dynabook Dynabook K50

DELL Latitude 3190 Education 2-in-1

Q509/VE　＊

Q5010/CE　＊

MousePro-P116B

MousePro-P101A

Ideapad D330

300e

Microsoft Surface Go

ASUS C214MA

300e

500e

C732

R11

C730

CB3-111-H14M

NEC Y2

DELL Chromebook11(3100)

iPad APPLE 10.2インチ

対象機種 製品（〇：対応済み、△：確認中もしくは開発中、-：対象無)

富士通

マウスコンピュータ

Lenovo

Cromebook

Lenovo

日本Acer

Windows
（対象は、MS発表製品のみ

これで解決♫

弊社製充電式タッチペンで解決します。
弊社のタッチペンは、純正品に比べて半額以下！
充電式なので、電池交換は不要です。

これで解決♫

Case1

Case2

Case3

Case4

Case5

Case6

弊社製ケース＋タッチペン＋ストラップで解決します。
弊社ケースには、タッチペンホルダーの機能がついて
おります。また、タッチペンには、ストラップを取り付け
る機構があり、反対側をケースに取り付ければ紛失する
ことはありません。ケースをご使用されない自治体様に
は、別途粘着式タッチペンホルダー（ストラップホール
付き）を発売予定です。

これで解決♫

弊社製保護フィルムは、マット加工が施され
ており画面の映り込み防止をしています。
また、貼付けについても、簡単貼付けが機構
付きです。

これで解決♫

弊社製USBケーブルとUSBハブを発
売予定です。保管庫内で、ケーブルと
USBハブを取り付け、毎回のタブレット
の充電の際に、タッチペンにもケーブル
を差し込んでいただければ、充電が可
能です。

これで解決♫

弊社製ライトニングケーブル対応キーボード
は純正品の半額以下！
また、スマートキーボード対応キーボード付き
ケースを発売予定です。

これで解決♫

充電保管庫も提案可能

アク セサリーで解決を致します！困った
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コンバーチブル型対応
タブレットケース業界初

2020年3月現在

必須入力機器

●マウス ●キーボード ●タッチペン



P4 P5

iPad Air / iPad Air2 / iPad Pro 9.7”/ iPad 2017 9.7”/ iPad 2018 9.7”対応

防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック

オープン価格 標準価格（税抜）

Water
Proof

Shock
Proof

Snow
Proof

Dust
Proof

MILITARY
GRADE

MIL-STD 810G-516.6

IP65
WATER PROOF

防水・防塵・耐衝撃
ケース

指紋認証対応
2段階スタンド
ショルダーストラッ

プ対応設計

IP65相当の防水
防塵性能

米軍規格「MIL-S
TD-810G」

810G-516.6
(Transit drop)

準拠

安定した操作が可
能なハンドホール

※iPad Airは対応
しておりません。

※ショルダーベル
トは付属しません

。

ビジネス現場で
重宝する

便利な機能を搭
載！

Point

スタンド

ハンドホール

ショルダーストラップ用
ストラップホール

指紋認証

各部名称

5機種対応iPad Air iPad Air2 iPad Pro 9.7"

iPad 2017 9.7"
iPad 2018 9.7"

iPad mini 4 iPad mini 2019
2機種対応

FZ-G1ショルダーベルト付ケース

あらゆるビジネス分野で使われている「TOUGHPAD（タフパッド） FZ-G1」を
より使いやすく補助するストラップを開発しました。
FZ-G1本体の性能は保持したまま、操作性を高める様々な機能を搭載。
屋内外さまざまな現場でご使用いただけます。

あらゆるビジネス分野で使われている「TOUGHPAD（タフパッド） FZ-G1」を
より使いやすく補助するストラップを開発しました。
FZ-G1本体の性能は保持したまま、操作性を高める様々な機能を搭載。
屋内外さまざまな現場でご使用いただけます。

端末固定用 四角カン
四角カンを使用した四つ角固定設計です。スチール製のた
め劣化や変形が発生しづらく、しっかりと端末を固定できま
す。また、ケースを装着したままUSBケーブルや充電ケーブ
ルを使用できます。

※通常コーナーガードにのみ装着可能です。
※クレードルは使用できません。

片手で安定した操作ができるハンドホール。
端末の落下防止にもなり、落下による端末破損を防止しま
す。また360度回転するため、様々な角度に調整できます。

回転式ハンドホール

フラップ接続上部ベロフラップ接続上部ベロ

回転式ハンドホール 固定用ボタン

端末固定用四角カン端末固定用四角カンストラップ取り付けDカンストラップ取り付けDカン

フラップ接続下部ベロ

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

タフパッド FZ-G1
PUレザー / マイクロファイバー / ナイロン/スチール
ハンドホール / 肩掛け機能 /スタンド /ペンホルダー

着脱式フラップ/ ショルダーベルト
ブラック

約 310×228×20 ㎜

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ

タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト付ケース ブラック

MS-FZG1NS01BK

液晶面を傷や埃から保護するフラップが付属します。
フラップはマジックテープで固定されているため、使わない場合
は取り外してご使用いただけます。また、フラップの折目を曲げる
ことで、卓上スタンドとしても使用可能です。

着脱式フラップ

ハードな環境でも使いやすい。ハードな環境でも使いやすい。

TO
U
G
H
PA
D

● 通常コーナーガードに装着可能な四つ角固定。

● USBポートや充電口に干渉せず、ショルダースタイルで使用可能。

● 安定した操作が可能な、360度回転式ハンドホール。

● 埃や傷から画面を保護するフラップ付き。

ショルダーストラップ付属

●32ｍｍ幅 約670-1280ｍｍ長

ケースサイズ：約W157 x D15 x H225mm
ケース重量：約224g
機能：ハンドホール/2段階スタンド/
　　　ストラップホール×4か所/IP65相当/
　　　MIL-STD-810G準拠
主な素材：ポリカーボネート / TPU / PET
付属品：ケース本体のみ

iPad mini(2019) / iPad mini4 対応

防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック

MS-IP79WP01BK ペンホルダー

iPad 10.2i
nch対応 防水

ケース 

               発
売予定！！iPad 10.2i

nch対応 防水
ケース 

               発
売予定！！更に
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P29に掲
載

P27に掲
載

P41に掲
載

P39に掲
載

対応

Surface Go
Surface Go
アクセサリー

ラインナップ

MS-SFGL01BK

2Wayスタンド/ハンドホール/ペンホルダー
ストラップ対応（ベルト付き）/
純正キーボード接続可能・そのままケース収納

耐衝撃・2Wayスタンド/ハンドル/
ストラップホール/純正スタイラスペン収納可能

MS-SFGEV01BL
MS-SFGBCBK

キックスタンド対応＆
キーボード接続・持ち運び可

MS-SFGFL
MBC

P37
に掲

載反射防止マ
ット・ブルー

ライトカット

MS-TPMPP
01SV

MS-TPMPP
01BK

MPP式/ク
リップ付き

/乾電池付
き

EVAケースEVAケース

合成皮革ケース合成皮革ケース

背面ケース背面ケース

保護フィル
ム

保護フィル
ム タッチペンタッチペン

型番

標準価格（税抜） オープン価格
 リチウムイオン充電池
約2.1A (2ポート合計)

USB (Aタイプ) DC 5V×2ポート
USB (micro-B) DC 5V

10,000 mAh @ 3.7V (37Wh)
約138×62×22ｍｍ

約284g
主な素材：ポリカーボネート/ABS 

充電用USB ケーブル & Type-C変換アダプタ

商品名

容量
本体サイズ
本体重量
素材
付属品

モバイルバッテリー37Wh ホワイト

出力
入力

MS-MB37WHWH

最大出力
バッテリー

6カ月保証

入力：micro-B

電池残量LEDインジケータ

出力：USBポート×2

適合確認済み

Type-C変換アダプタ

大容量10000ｍAh

Type-Cコネクタのスマートフォン・タブレットにも給電可能！
10000mAhの大容量モバイルバッテリー。
USB×2ポート設計で、2台同時充電が可能。
電池残量を確認可能なLEDインジケータ付き。
PSE適合確認済み。さらに安心の6カ月保証！

名入れ
対応可

ノベルティ・販
促に

対応数量 ： 要相談
印刷カラー ： 1C/4C
印刷サイズ ： W40 × H130mm以内

◀名入れイメージ
※本体表面の市松模様上に印刷するため、
薄ら線が見える場合があります

名入れ加工

▲名入れ範囲

130ｍｍ

4
0
ｍ
ｍ

※名入れには別途料金が発生いたします。

< 各部名称 >

製品表面

製品表面

2台
同時充電
2台
同時充電

最大出力

2.1A
最大出力

2.1A
保護回路

搭載
保護回路

搭載
Type-C
充電対応
Type-C
充電対応

RoHS
Compliant

モバイルバッテリ

： 残量75～100％

： 残量50～75％

： 残量25～50％

： 残量0～25％

本体の電池残量(目安)の確認方法

< Type-C端末にも対応 >

企業ロゴや店舗名など、オリジナルの名入れ加工も可能です！

付属ケーブルのmicro-BプラグをType-Cプラグに変換します







iPad Air / iPad Air2 / iPad Pro 9.7" / 
iPad 2017 9.7" / iPad 2018 9.7"

MS-IP97L01BK 標準価格(税抜)　オープン価格

ARROWS Tab Q739 AB/AE
ARROWS Tab Q738

MS-Q738L01BK

オ

ート
スリープ

対
応

標準価格(税抜)　オープン価格

マグネット開閉 マジックテープ開閉

光沢合皮 ブラック シボ合皮 ブラック

対応保護フィルム P41 対応保護フィルム P41

※Q739/A-PVには非対応

14※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください13 ※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください

14 15

特許出願中の仕様を搭載したレ
ザーケース。独自設計でキーボー
ド或いはクレードルへ直接接続が
可能。

水滴などをはじく撥水合皮
を採用しているケース。

本体とキーボードを接続
したままケースに同時収
納することが可能。

端末の指紋センサーの位置が開口
されているため、
ケースを装着したまま動作可能。

オ

ート
スリープ

対
応

フタ部分に内蔵したマグ
ネットにより、オートス
リープに対応可能。

ケースを装着したままで、
キーボードやクレードルへ
の接続が可能。

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

合成皮革ケース
ARROWS Tab

合成皮革ケース
iPad / ARROWS Tab

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W224×D20×H333mm
■ケース重量：約407ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W182×D15×H253mm
■ケース重量：約229ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W190×D28×H280mm
■ケース重量：約284ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

ARROWS Tab Q509

MS-Q509L01BK
対
応
機
種

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

シボ合皮 ブラック

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド

ペンホルダー土台拡大設計 ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

※対応モデルのみ

指紋認証
対応
指紋認証
対応

APPLE Fujitsu

対
応
機
種

Fujitsu

対
応
機
種

シボ合皮 ブラック

MS-D83L01BK

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W235×D14×H334mm
■ケース重量：約381ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

dynabook D83/J
dynabook D83/M

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

Dynabook

対
応
機
種

VersaPro Type VS<VS-3>
VersaPro Type VS<VS-4>

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

シボ合皮 ブラック

MS-VPVU3L02BK MS-VPVS3L01BK
2018年モデル

2019年モデル

2018年モデル

2019年モデル

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

VersaPro Type VU<VU-3>
VersaPro Type VU<VU-4>
VersaPro Type VU<VU-5>

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

シボ合皮 ブラック

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

NEC NEC

対
応
機
種

対
応
機
種

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W235×D25×H333ｍｍ
■ケース重量：約413ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W210×D28×H277ｍｍ
■ケース重量：約350ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

対応保護フィルム P41

シボ合皮 ブラック

MS-DBNL02BK

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W235×D14×H334mm
■ケース重量：約381ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

Dynabook K50

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

Dynabook

対
応
機
種

抗菌合皮 ブラック

MS-DBNL01BK

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W210×H266×D24ｍｍ
■ケース重量：約295ｇ
■主な材質：PUレザー(抗菌)/マイクロファイバー(抗菌)

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

Dynabook K50

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

Dynabook

対
応
機
種

↑ドングル収納付き



シボ合皮 ブラック
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MS-TN21EL01BKMS-D330L01BKMS-VPVTL01BK
2018年モデル

2019年モデル

VersaPro Type VT<VT-1>
VersaPro Type VT<VT-4>

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

IdeaPad D330

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

シボ合皮 ブラック

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

Endeavor TN21E

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

EPSONLenovo

シボ合皮 ブラック

対
応
機
種

NEC

対
応
機
種

対
応
機
種

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W194×D25×H253ｍｍ
■ケース重量：約401ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W198×D25×H278ｍｍ
■ケース重量：約298ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W200×D25×H266ｍｍ
■ケース重量：約226ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

対応保護フィルム P41対応保護フィルム P41

MS-SFPLAL01BKMS-SFGL01BK

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

Surface Pro LTE Advanced
Surface Pro 6

対
応
機
種

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

シボ合皮 ブラック

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

Surface Go対
応
機
種

標準価格(税抜)　オープン価格

マジックテープ開閉

シボ合皮 ブラック

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

Microsoft Microsoft

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W200×D23×H261ｍｍ
■ケース重量：約259ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W227×D21×H307ｍｍ
■ケース重量：約343ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

対応保護フィルム P41

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

シボ合皮 ブラック

標準価格(税抜)　オープン価格MS-HPEP1013G3L01BK
対
応
機
種

マジックテープ開閉

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W238×D24×H318ｍｍ
■ケース重量：約378ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

HP

HP Elite x2 1013 G3

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

抗菌合皮 ブラック

標準価格(税抜)　オープン価格MS-HPEX2G4L01BK
対
応
機
種

マジックテープ開閉

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W242×H305×D20ｍｍ
■ケース重量：約419ｇ
■主な材質：PUレザー(抗菌)/マイクロファイバー(抗菌)

■製品設計：日本　生産：中国

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

HP

HP Elite x2 G4

※突起含まず　※ケース単体のサイズ・重量

抗菌合皮 ブラック

標準価格(税抜)　オープン価格MS-CB116L02BK
対
応
機
種

マジックテープ開閉

■ケースサイズ(閉じた状態)：約W242×H305×D20ｍｍ
■ケース重量：約419ｇ
■主な材質：PUレザー/マイクロファイバー

■製品設計：日本　生産：中国

ハンドホール
カード入れ

肩掛け ベルト
クッション付き

ペンホルダーペンホルダー

ペンホルダー机掛け四角カン
ペンホルダー2段階スタンド
ペンホルダー土台拡大設計

Chrome端末

ASUS：C214MA
Lenovo：300e  /  500e
NEC：Y1

【 対応スタイル 】

● ノートPCスタイル
● タブレットスタイル
● テントスタイル

特許出願中の仕様を搭載したレ
ザーケース。独自設計でキーボー
ド或いはクレードルへ直接接続が
可能。

水滴などをはじく撥水合皮
を採用しているケース。

本体とキーボードを接続
したままケースに同時収
納することが可能。

端末の指紋センサーの位置が開口
されているため、
ケースを装着したまま動作可能。

オ

ート
スリープ

対
応

フタ部分に内蔵したマグ
ネットにより、オートス
リープに対応可能。

ケースを装着したままで、
キーボードやクレードルへ
の接続が可能。

※対応モデルのみ

指紋センサー
対応
指紋センサー
対応

合成皮革ケース
VersaPro / Think Pad / IdeaPad / Endeavor

合成皮革ケース
VersaPro
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タフパッド CF-20対応
ショルダーストラップ

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

タフパッド CF-20
PUレザー / ナイロン

ハンドホール / 肩掛け機能
バックストラップ/ フラップ/ ショルダーベルト

ブラック
約 W281×H206mm ※フラップサイズ

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ

CF-20用 ショルダーストラップ ブラック

MC-CF20SSBK

握り易いハンドグリップで、安定した持ち運
びが可能。端末落下のリスクを軽減します。

ショルダーベルト

※本製品は機器を持ち運ぶためのストラップです。機器本体は付属いたしません。

マジックテープで着脱可能なフラッ
プを取り付けることで、液晶画面を
ホコリや傷から保護します。

着脱式フラップ

タフパッドCF-20対応のショルダーストラップセットです。機器本体に取り付けるバックストラップ・ショ
ルダーベルト・着脱フラップが同梱されています。使い方に合わせて自由に組み合わせて使用することが
出来ます。背面のハンドホールは、手のサイズに合わせてホールを調節できるようになっています。360°
回転するため、手に持った状態で機器を縦横お好みの向きに変えることも可能です。

● 本製品は、機器本体を肩掛け使用するためのストラップです。他の用途ではご使用にならないでください。
● 本製品は防水・防滴仕様ではございません。雨天や水中でのご使用はお止めください。
● 機器本体に接続するナイロン紐は、長期使用により摩耗しやすいため、劣化が見られたら新しい商品とお取替えください。
　 無理に使用を続けると、紐が切れて機器本体が落下・破損する恐れがあります。

フラップ接続部分

回転式ハンドホール

ストラップ取り付けDカン

端末取り付け紐

◇ 360 回転式ハンドル
◇ 肩掛け対応のショルダーストラップ付属

◇ 着脱可能なフラップ付属

°

タフパッド FZ-G1対応
ショルダーストラップ

フラップ接続上部ベロ

回転式ハンドホール

固定用ボタン

端末固定用紐

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

タフパッド FZ-G1
PUレザー / マイクロファイバー / ナイロン/スチール
ハンドホール / 肩掛け機能 /スタンド /ペンホルダー

着脱式フラップ/ ショルダーベルト
ブラック

約 310×228×20 ㎜

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ

タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト付きケース ブラック

MS-FZG1NS01BK

タフパッド FZ-G1 対応のショルダーストラップセットです。機器本体に取り付ける本体ストラップ・ショルダー
ベルト・着脱フラップが同梱されています。使い方に合わせて自由に組み合わせて使用することが出来ます。背
面のハンドホールは、手のサイズに合わせてホールを調節できるようになっています。360°回転するため、手に
持った状態で機器を縦横お好みの向きに変えることも可能です。

※大型コーナーガードの端末には装着できません。

端末固定用 四角カン
四角カンを使用した四つ角端末固定です。スチール
製のため劣化や変形が発生しづらく、しっかりと端
末を固定できます。また、ケースを装着したまま
USBケーブルや充電ケーブルを使用できます。

※通常コーナーガードにのみ装着可能です。
※クレードルは使用できません。

片手で安定した操作ができるハンドホール。
端末の落下防止にもなり、落下による端末破損
を防止します。また、360度回転するため、様々
な角度に調整できます。

回転式ハンドホール

ストラップ取り付けDカン

フラップ接続下部ベロ

◇ 通常コーナーガードに装着可能な四つ角固定。

◇ USBポートや充電口に干渉せず、ショルダースタイルで使用可能。

◇ 安定した操作が可能な、360 回転式ハンドホール。

◇ 埃や傷から画面を保護するフラップ付き。

°

● 本製品は、機器本体を肩掛け使用するためのストラップです。他の用途ではご使用にならないでください。
● 本製品は防水・防滴仕様ではございません。雨天や水中でのご使用はお止めください。
● 本製品はFZ-G1の通常コーナーガード専用です。内蔵オプションの大型コーナーガードには使用できません。

※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください

タフブック・タフパッド専用
FZ-G1 / CF-20

269mm

1
9
0
m
m

◇ 防水防塵最高規格「IP68」を取得
◇ 緩衝スポンジが落下時の衝撃から端末を保護
◇ 肩掛け・首掛け対応
◇ ハンドホール付き
◇ ベルト取付用穴：４か所

ハンドホール 緩衝スポンジ入り

◇ 防水防塵規格「IP67」を取得
◇ 使わない時はフタを閉じることで、液晶画面を傷つけずに収納可能
◇ L字型のカメラ穴設計により幅広い端末でのカメラ撮影に対応
◇ 撥水に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）を採用
◇ 緩衝スポンジが落下時の衝撃から端末を保護

防水防塵性能

IP67
取得済防水テスト基準認可

67

防水防塵性能
上位等級 IP67

防水・防塵（多機能・手帳型） 
タブレットケース

フタを開けた状態で、
片手でも容易に画面
操作が可能なハンド
ホールです。

ハンドホール

付属のベルトと接続する
ことで、首にかけて使用で
きます。立位状態でも安
定した操作が可能です。

カード入れ

画面の視聴やタイピン
グなど、用途に合わせ
て 2 角度のスタンドし
て使用可能。

2段階スタンド 首掛け機能

名刺サイズのカードが収
納可能。ジッパー式のため、
水や埃の侵入を防ぎます。

防水・防塵（シンプル・袋型）  
タブレットケース

MS-TAB10WPPV01BK

※防水機能はありません

防水防塵性能

IP68
取得済防水テスト基準認可防水防塵性能

最高等級 IP68

フタを開けた状態で、
片手でも容易に画面操
作が可能なハンドホー
ルです。

ハンドホール

付属のベルトと接続するこ
とで、首にかけて使用できま
す。立位状態でも安定した操
作が可能です。

首掛け機能

特殊スポンジ仕様 透明マド

ストラップホール

端末挿入口ハンドホール

マジックテープ開閉

首掛けパーツ

ペンホルダー

MS-TAB10DPPV02BK型番

標準価格（税抜） ￥10,000

商品名

10.1～12.5 インチタブレット
本体：PVC( ポリ塩化ビニル )／ストラップ：ポリエステル

挿入口：Wジッパー +面ファスナー /ペンホルダー /ハンドホール / カード入れ /スタンド
首掛けベルト+クッション

ブラック
約 Ｗ260×Ｈ340×Ｄ20ｍｍ※閉じた状態 / 430ｇ

約 Ｗ208×Ｈ280×Ｄ8ｍｍ

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ/重量
参考収納サイズ

防水・防塵（多機能・手帳型）タブレットケース

型番

標準価格（税抜） ￥4,900

商品名

10.1～12.5 インチタブレット
本体：PVC( ポリ塩化ビニル )／ストラップ：ポリエステル 挿入口：ABS

ABS 留め具 /ハンドホール
首掛けベルト+クッション

ブラック
約 Ｗ328×Ｈ302×Ｄ15ｍｍ※突起部除く / 270ｇ

約 Ｗ300×Ｈ210×Ｄ10ｍｍ

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ/重量
参考収納サイズ

防水・防塵（シンプル・袋型）  タブレットケース

カメラ撮影用透明マド ストラップホール

防塵・防水ケース
10.0inch̃12.5inch汎用

18
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ストラップホール

スタンド兼ハンドル

ARROWS Tab Q508用 

薄型EVAケース ブルー

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

EVA（エチレン－酢酸ビニル樹脂）
ハンドル /2 段階スタンド

本体のみ
ブルー

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ

EVAケース

MS-IP5GEV01BL

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

ARROWS Tab Q508
EVA（エチレン－酢酸ビニル樹脂）

ハンドル / 背面スタンド
本体のみ
ブルー

約 W282.6×H258×D25.7mm

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ

ARROWS Tab Q508用 EVAケース ブルー

MS-Q508EV01BL

Surface Go用 
EVAケース ブルー

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

Surface Go
EVA（エチレン－酢酸ビニル樹脂）
ハンドル /2 段階スタンド /ペン収納

本体のみ
ブルー

約 W265.4×H269.3×D22.5mm

対応機種
素材

ケース機能
付属品
カラー

本体サイズ

Surface Go EVAケース ブルー

MS-SFGEV01BL

コンパクトに折り畳み可能な
背面スタンド付き肩掛けとしても使えるストラップホール付き

※ベルトは付属しません

約 W265×H270×D24mm 約 W265×H270×D24mm

持ち運びに便利なハンドル兼スタンド付き

特殊排熱設計

-

EVA（エチレン－酢酸ビニル樹脂）
ハンドル /2 段階スタンド

本体のみ
ブルー

ペンホルダー

折りたたみスタンド

ハンドル

スタンド兼ハンドル

￥4,400
MS-IPA2EV02BL

iPad 2019 10.2”/ iPad Air 2019 / iPad Pro 10.5”/
iPad 2017 9.7”/ iPad 2018 9.7”/ iPad Air2/ iPad mini4 用

MS-IPM4EV02BL

◇ 耐衝撃性に優れたEVAケース
◇ 持ち運びに便利なハンドル
◇ 2Wayスタンド機能搭載
◇ 各種コネクタに対応した専用設計

耐衝撃EVAケース

￥4,200

EVAケース ブルー

iPad 2017(2018) 9.7 iPad Air2 iPad mini4

約 W215×H223×D20mm

EVA（エチレン－酢酸ビニル樹脂）は、耐熱性・耐衝撃性に優れた発泡性素材です。
発泡体としての性質で空気を多く含んでいるため、ゴムと比較してとても軽量で
持ち運びが容易です。ポリカーボネートよりも柔らかく、シリコーンよりも硬い
素材の為、落下時の衝撃を吸収します。小さなお子様が使用する教育現場や、端
末落下の危険性のある現場への導入に適したケースです。

※お使いの端末に合わせた専用設計、カラー選択も可能です ( 別途見積 )
　詳しくは担当営業までお問い合わせください。

オープン価格
MS-IP7GEV01BL

iPad 2019 10.2 /iPad Air 2019 /iPad Pro 10.5

<卓上スタンド> <タイピングスタンド>

Auto Sleep

Flap

Pen Holder

型番

標準価格（税抜） ￥3,680

オートスリープ対応 / スタンド

主な素材：PU / ポリカーボネート / マイクロファイバー
ケース本体のみ

商品名

ケース寸法
ケース重量
機能

素材
付属品

背面クリアフラップケース ブラック

MS-IP6GPC01BK

対応機種

<卓上スタンド><タイピングスタンド>

Auto Sleep

Flap

フラップ+オートスリープ対応

◇ 背面にハーフクリアのハードケースを採用した、
　 シンプルな手帳型ケース
◇ 卓上スタンド・タイピングスタンド機能付き
◇ 外側は傷や汚れに強いPUレザー ⇔ 内側は柔らかなマイクロファイバー
◇ オートスリープ対応

内側空
洞
構
造

◇ 衝撃を吸収しやすい空洞構造のTPUケースを採用
◇ 卓上スタンド・タイピングスタンド機能付き
◇ 外側は傷や汚れに強いPUレザー ⇔ 内側は柔らかなマイクロファイバー
◇ オートスリープ対応
◇ Apple Pencil用の収納ホルダー付き

背面クリアフラップケース

iPad
9.7
2017

"
iPad
9.7
2018

"

iPad Pro
9.7"

iPad
9.7
2018

"

Apple Pencil収納付き
フラップケース

iPad
9.7
2017

"
iPad 2019 10.2inch / iPad Pro 9.7inch / iPad 2018 9.7inch
iPad mini4 / iPad mini 2019内側空洞構造のソフトケース

折り曲げ式スタンド

ハードケース（PC）
ハーフクリア

フラップ+オートスリープ対応

折り曲げ式スタンド Apple Pencil収納

iPad 2017 9.7inch / iPad 2018 9.7inch 

約W351×D9.5×H245mm
約180ｇ

￥3,380
MS-IPMPC01BK

iPad mini4 / iPad mini 2019

約W351×D9.5×H245mm
約180ｇ

型番

標準価格（税抜） ￥3,980

マグネット開閉 / オートスリープ対応 / スタンド /
APPLE Pencil収納 / 耐衝撃ハニカム構造

主な素材：PU / TPU（熱可塑性ウレタン） / マイクロファイバー
ケース本体のみ

商品名

ケース寸法
ケース重量
機能

素材
付属品

背面クリアフラップケース ブラック

MS-IP6GTN01BK

対応機種 iPad 2017 9.7inch / iPad 2018 9.7inch 

約W380×D12.3×H250mm
約265g

￥3,680
MS-IPMTN01BK

iPad mini4 / iPad mini 2019

約W351×D9.5×H245mm
約180ｇ

￥3,980
MS-IP7GTN01BK

iPad 2019 10.2inch

-
-

iPad
7.9"

iPad Pro 9.7inch / iPad 2018 9.7inch
iPad mini4 / iPad mini 2019

iPad
7.9"

iPad
10.2"

2019

※画像はiPad 9.7inch用です。製品により空洞構造の形状やデザインが異なります。予めご了承ください。

iPad専用ケース
iPad 10.2inch /iPad 9.7inch / iPad mini 7.9inch

iPad 2019 10.2inch

￥3,680
MS-IP6GPC01BK

iPad
10.2"

2019

20※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください19 ※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください

EVAケース
iPad / ARROWS Tab / Surface

※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください
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汎用 タブレットスタンド ブラック

MS-STNDC92H84B

内容物

型番

標準価格（税抜）

対応機種

￥9,800
スタンド足/アーム/固定パーツ/ネジ(小)×4ケ/
ネジ(大)×4ケ/ゴムパーツ(大)×4ケ/六角レンチ

商品名

9.5～14.5インチのタブレット

約H335mm本体サイズ

※組み立て式

幅広いインチ数に対応
9.5～14.5インチに対応しており、様々な運用シー
ンに対応が可能です。

お好みで選べる 据え置き/固定
付属のパーツで机に固定することも可能です。

角度調整可能
2軸方向への角度調節が可能。
上下に角度調整が可能です。

360度

汎用 タブレットスタンド ブラック

重量 約1322g

材質 スチール/アルミ/プラスチック

※使用機器の形状や厚みによってはご使用いただけない場合があります。

◆11.5インチのタブレット使用イメージ

汎用 タブレットスタンド ブラック

MS-STND01BK型番

標準価格（税抜）

対応機種

オープン

商品名

4.0～13インチのスマートフォン/タブレット

約φ145×H18-105mm本体サイズ
重量 約165g

材質 アルミ合金

※使用機器の形状や厚みによってはご使用いただけない場合があります。

汎用 タブレット回転スタンド ブラック

MS-STND02BK型番

標準価格（税抜）

対応機種

オープン

商品名

4.0～10.1インチのスマートフォン/タブレット

約W100×D72×H39-83mm本体サイズ
重量 約217g

材質 スチール/亜鉛合金

※使用機器の形状や厚みによってはご使用いただけない場合があります。

汎用 タブレットスタンド ブラック

MS-STND03BK型番

標準価格（税抜）

対応機種

￥980

商品名

4.0～13.0インチのタブレット

約W25×L185×H35mm（折りたたみ時）本体サイズ
重量 約86g

材質 プラスチック

※使用機器の形状や厚みによってはご使用いただけない場合があります。

汎用 タブレットスタンド ブラック

MS-STND04BK型番

標準価格（税抜）

対応機種

￥980

商品名

4.0～10.1インチのタブレット

約W101×H81×D20mm（折りたたみ時）本体サイズ
重量 約49g

材質 プラスチック

※使用機器の形状や厚みによってはご使用いただけない場合があります。

汎用 タブレットスタンド

幅広いインチ数に対応
スマホ～10インチ級タブレット(横向き)に対応しています。
※ご使用の端末や角度などによっては倒れてしまいますのでご注意ください

360度回転+90度の首振りスタンド
左右に360度回転できるスタンドです。
上下に約90度の角度調節が可能。お使いの端末サイズや
置き場所に合わせてご使用いただけます。

汎用 タブレット回転スタンド

幅広いインチ数に対応
スマホ～13インチ級タブレットに対応しています。
※ご使用の端末や角度などによっては倒れてしまいますのでご注意ください

スタイリッシュかつ抜群の安定感
端末の支え部分がヒンジ設計の為、
厚み18ｍｍまで折りたたむことができます。見た目も美しいア
ルミ合金製のスタンドです。

幅広いインチ数に対応
スマホ～10インチ級タブレット(横向き)に対応しています。
※ご使用の端末や角度などによっては倒れてしまいますのでご注意ください。

軽量で使いやすい
重さ約49ｇと超軽量でストッパーを引き出すだ
けの簡易スタンドです。

幅広いインチ数に対応
スマホ～13インチ級タブレットに対応しています。
※ご使用の端末や角度などによっては倒れてしまいますのでご注意ください

多関節式でコンパクトに収納できる
2か所のヒンジでお好みのの角度に調節が可能。そのままコンパク
トに折りたためるため、持ち運びにも便利です。

汎用 タブレットスタンド 汎用 タブレットスタンド 

約1
01

約
7
5

<8.5約1
85

約
35

MAX140

約
1
0
0

約
95

約25

約100
約7
2

約
8
3

※タブレットサイズでのタッチ操作は推奨致しません

9.5 ~14.5"
対応サイズ

4.0 ~10.1"
対応サイズ

4.0 ~13.0"
対応サイズ

4.0 ~10.1"
対応サイズ

4.0 ~13.0"
対応サイズ

スタンド
スマホ/タブレット汎用スタンド

※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください

通常品本製品

MS-IPMFLM

MS-IP7GFLM

MS-IP7GFLM

MS-IP7GFLM

MS-VK16XVJ16XFLMBC

MS-VPVT02FLMBC

MS-VPVS3FLMBC

MS-VPVU3FLMBC

MS-VK16XVJ16XFLMBC

MS-D330FLMBC

MS-Q738FLMBC

MS-Q738FLMBC

MS-Q506MEFLMBC

MS-HPPROX2612G2FLMBC

MS-HPX2210G2TFLMBC

MS-SFGFLMBC

MS-SFPLAFLMBC

MC-F04FFLG

貼り直し可能
粘着面にはシリコン素材が使われ
ているため、フィルムをはがしても
再度貼り直すことが可能です。 

スムースタッチ

表面にフッ素コート加工を施すことにより、水
や指紋・汚れを弾きます。汚れが付着してもク
ロスなどでさっとふき取ることが可能です。

フッ素コート

日本製

透過性が高く、
画像や動画の表示に最適

高い光線透過率のため、画質を損
ねない透明感です。写真や動画の
色がきれいに見えます。

※粘着面には指紋やゴミが付着しないようにご注意ください。

気泡が入りにくく、入った場合でも時間の
経過とともに気泡が分散され目立たなく
なります。

3時間後
発生 解消

エアーレス加工により、
気泡の発生を軽減

指紋が付きにくく
簡単に拭き取れる

フィルム表面の指紋防止加工によ
り、指紋が付きにくく残った場合で
も簡単に拭き取れます。

指紋防止

通常品本製品

シリコン粘着

安心の日本製フィルム

高い抗菌率で画面を清潔に保ちます。

抗菌

24時間後

黄色ブドウ球菌

99.9%抗菌率

カットし、32%約
ブルーライトカット

LED 液晶画面から発せられる青色光（ブルーライト）
は、眼精疲労・ドライアイを引き起こす要因と言われて
います。画面を長時間見続けることで、目への負担は極
めて大きくなります。長時間タブレットを使われる方の
ために、ブルーライトを約 32％カット。

光沢

気泡軽減

気泡が入りにくく、入った場合でも時間の経過
とともに気泡が分散され目立たなくなります。

フィルム表面の指紋防止加工により、
指紋が付きにくく残った場合でも簡
単に拭き取れます。

指紋防止

気泡軽減

3時間後
発生 解消

通常品本製品

スムースタッチ
滑らかな指すべり
快適な操作性を実現

※正面から見た光線透過率は約68%±5%です。

特殊層で視線を遮断

正面 側面 見える範囲

※1  4機種に対応ため、カメラ付近は大きめの開口設計になっています。

光沢フィルム マット・ブルーライトカットフィルム

覗き見防止フィルム

型番対応端末 標準価格(税抜)

iPhone XR

iPhone XR

iPhone 8/7

iPhone 8/7

iPhone 8/7

iPhone 6s/6

iPhone 6s/6

iPhone SE

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPad Air

iPad Air2

iPad Pro 9.7

iPad 2017 9.7

iPad 2018 9.7

iPad mini

iPad mini2

iPad mini3

iPad mini4

iPad mini 2019

オープン

¥390

¥290

¥1,150

¥990

¥290

¥1,150

¥290

¥290

¥290

¥290

¥980

¥980

¥980

¥980

¥980

¥880

¥880

¥880

¥880

¥880

型番対応端末 標準価格(税抜)

MS-IPXRFG

MS-IPXRFLM

MS-IP7FLG

MS-IP47FLPC※1

MS-IP8FG

MSC-IP6FL01GSA

MS-IP47FLPC※1

MS-I5SEFLG

MS-I5SEFLG

MS-I5SEFLG

MS-I5SEFLG

MS-IP97FLG

MS-IP97FLG

MS-IP97FLG

MS-IP97FLG

MS-IP97FLG

MS-IPM4FLG

MS-IPM4FLG

MS-IPM4FLG

MS-IPM4FLG

MS-IPM4FLG

オープン

iPad mini 2019

iPad 2019 10.2inch

iPad Air 2019

iPad Pro 10.5inch

VersaPro Type VT VK16X/VJ16X

VersaPro Type VT 2018年モデル

VersaPro Type VS 2018年モデル

VersaPro Type VU 2018年モデル

Think Pad 10

IdeaPad D330

ARROWS Tab Q739

ARROWS Tab Q738

ARROWS Tab Q506/ME

HP Pro x2 612 G2

HP x2 210 G2 Tablet

Surface Go

Surface Pro LTE Advanced

F-04F

NEC

NEC

NEC

NEC

Lenovo

Lenovo

富士通

富士通

富士通

HP

HP

Microsoft

Microsoft

富士通

iPhone

iPad

滑らかな指すべり
快適な操作性を実現

指紋が付きにくく
簡単に拭き取れる

エアーレス加工により、
気泡の発生を軽減

汚れを弾き
手入れがしやすい

目の疲れを軽減

180度覗き見防止

反射を抑え、
ストレスフリーな操作が可能

アンチグレア加工により、画面の反射
を押さえます。屋外や蛍光灯の下でも
ストレスなく操作可能です。

エアーレス加工により、
気泡の発生を軽減

指紋が付きにくく
簡単に拭き取れる

フィルム表面の指紋防止加工によ
り、指紋が付きにくく残った場合で
も簡単に拭き取れます。

指紋防止反射防止

気泡軽減

マットフィルム

¥390光

ガラスフィルム

貼り直し可能
シリコン粘着

高精細液晶に最適な
驚異的な透明度

光沢クリア

表面硬度10H
傷に強い10Hの
ガラスフィルム
※一般的な保護フィルムは
　硬度 3H 程度です（当社調べ）
※エッジ部分は10Hではありません。

エアーレス加工により、
気泡の発生を軽減

気泡軽減

指紋が付きにくく
簡単に拭き取れる

指紋防止

マット

マット

マット

マット

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ブルラ

ガラス

マット

光

覗

ガラス

光

覗

光

光

光

光

光

光

光

光

光

光

光

光

光

光

マット

iPad オープン
new

new

new

new

10H

28※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください27

保護フィルム
iPhone/ iPad / 文教向けタブレット
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30※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください29 ※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください

ペン先が透明ディスク形状なので
接触場所がわかりやすい

◇ 対応機種：静電容量式タッチパネル
◇ 快適でスムーズな操作性
◇ 固定しやすいクリップ仕様
◇ ストラップホール付き

◇ 高級感のあるアルミボディ
◇ 安定した書き心地の透明ディスク採用
◇ 通常のペンのように20°まで傾けてもスラスラかける
◇ キャップ付きでしっかりとペン先を保護
◇ ほぼすべてのタッチスクリーン端末に対応

※画面に液晶保護フィルムを使用している場合は
タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。

●使用イメージ (ストラップ紐は付属しません）

タッチペン 
透明ディスクタイプ 匠の一筆

※静電容量式タッチパネルに対応したスタイラスペンで
す。※ペン先に強い力を加えるとばねが変形する恐れがあ
ります。※使用時以外は必ずキャップを閉めて保管してく
ださい。

◇ 対応機種：静電容量式タッチパネル
◇ 快適でスムーズな操作性
◇ 固定しやすいクリップ仕様
◇ 長めで持ちやすいロングタイプ
◇ ストラップホール付き

※画面に液晶保護フィルムを使用している
場合はタッチペンの反応が悪くなる恐れ
があります。

導電繊維タイプ

操作性に優れた
導電繊維製のペン先

型番

標準価格（税抜） ￥480

商品名

ペン先：ゴム / 本体：アルミ合金
約φ8.9×112ｍｍ

ストラップホール /クリップ
本体のみ
ブラック

素材
サイズ
機能
付属品
カラー

タッチペン  シリコンゴムタイプ

MSC-TP02BK 型番

標準価格（税抜） ￥1,180

商品名

ペン先：導電繊維 / 本体：アルミニウム
約φ8.9×135ｍｍ  ※突起物は除く
ストラップホール /クリップ

本体のみ
ブラック

素材
サイズ
機能
付属品
カラー

タッチペン  導電繊維タイプ

MS-TP13BK 型番

標準価格（税抜） ￥2,759

商品名

アルミニウム
約φ10×135mm ※キャップ含む

キャップ付き
小型透明ディスク (Φ7mm) / ペン先保護フィルム

ブラック/ ブルー /レッド / シルバー

素材
サイズ
機能
付属品
カラー

タッチペン  透明ディスクタイプ 匠の一筆

LP-SMTP01BK / -BL / -RD / -SV

◇ Surfaceシリーズで使えるタッチペン

◇ 2サイドスイッチ付き

◇ ペン先の芯は交換可能

◇ なめらかな書き心地

◇ 筆圧検知レベル4096段階対応。ペンの傾きも検知可能。

◇ EVAケース（MS-SFGEV01BL）にも収納可能

MPP筆圧対応タッチペン

型番

標準価格（税抜） ￥8,000

商品名

主な素材：アルミ合金 /ステンレス /ABS
L142.3×φ9.5ｍｍ  ※突起物は除く

ストラップホール /クリップ
タッチペン本体<芯付き>/ 替え芯×1/ 芯交換補助パーツ/単 6電池 ( 試供品 )

素材
サイズ
機能
付属品
カラー

MPP筆圧対応タッチペン

MS-TPMPP01SV
替え芯

MS-TPMPP01BK

シルバー ブラック

MS-TPMPP01TIP

￥500
導電プラスチック

-
-

替え芯×1本
-

右クリック取り消し

クリップ

替え芯

単6電池 芯交換補助パーツ

Surfaceシリーズでも使用可能

※MPPディスプレイ対応のモデルのみご使用可能です。

Microsoft® Surface® 3
Microsoft® Surface® Pro 3
Microsoft® Surface® Pro 4
Microsoft® Surface® Pro LTE Advanced
Microsoft® Surface® Pro 2017
Microsoft® Surface® Pro 6
Microsoft® Surface® Go

＜対応例＞

シリコンゴムタイプ
タッチペン タッチペン 

純正Surfaceペンと同等の機能・書き味を実現したタッチペン！

純正Surfaceペンと同じように筆圧と傾きを検知。
紙に書くように自由に操作することが可能です。

純正Surfaceペン
第二世代

本製品

他社製品

傾きを検知

傾き非検知

最大
30度まで

5年保証

iOS/Win/Android汎用

汎用 充電式タッチペン ブラック

MS-TP21BK

iPad OS専用

充電式タッチペン ホワイト

MS-TP22WH

・iPad 2019 10.2inch
・iPad mini 2019
・iPad Air 2019
・iPad Pro 2018 11inch
・iPad Pro 2018 12.9inch
・iPad 2018 9.7inch 

対応機種

■サイズ：約138.2-138.8 mm×φ9mm / ペン先約2mm
■重量：約18 g　　　　　 ■充電時間：約1.5-2時間
■使用可能時間：約10時間(使用状況による)
■充電仕様：micro-B充電式
■付属品：USB A - microB充電ケーブル
■梱包：白箱入れ　　　　■生産：中国

●ストラップホールパーツ（開発中）

■サイズ：約167mm×φ9.6mm / ペン先約1.8mm
■重量：約17g　　　　　 ■充電時間：約1.5時間
■使用可能時間：約15時間(使用状況による)
■主な材質：アルミ合金製
■充電仕様：USB Type-C 5V 充電
■付属品：USB A - TypeC充電ケーブル
■梱包：白箱入れ　　　　■生産：中国

◇ iOS用端末専用の充電式タッチペン

◇ Type-C充電式

◇ 電源ON/OFFボタン

◇ LEDライトで充電状況が分かる

◇ 後付けのストラップホール付属（予定）

◇ オートスリープ機能搭載

●Type-C充電式

◇ iOS/Windows/Android端末対応の充電式タッチペン

◇ micro-B充電式

◇ 紛失防止のクリップ付き

◇ 電源ON/OFFボタン

◇ 電力調整可能なツイストチップ

◇ オートスリープ機能搭載

●ペン先樹脂タイプ●micro-B充電口

●電力調節可能なツイストチップ

省電力モード：長く 高電力モード：短く

2020年3月発売

2020年3月以降発売

※開発中の商品につき、デザイン・仕様などは予告なく変更させていただく場合がございます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

-
約φ10×135mm ※キャップ含む

キャップ付き
小型透明ディスク (Φ7mm) / ペン先保護フィルム

ブラック/ ブルー /レッド / シルバー

素材
サイズ
機能
付属品
カラー

iOS/Win/Android汎用 充電式タッチペン ブラック

型番

標準価格（税抜） オープン価格

商品名

-
約φ9.6×167mm

充電仕様
本体 /ストラップパーツ（未定）

ホワイト

素材
サイズ
機能
付属品
カラー

iPad OS専用 充電式タッチペン ホワイト

タッチペン
充電式タッチペン

タッチペン
汎用タッチペン/MPP専用
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◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 衝撃から守るエアクッション設計
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ ストラップホール２ヶ所付き

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ ストラップホール付き

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ ブラストシボ加工済み
◇ ストラップホール付き

◇ 傷に強いUVコーティング済み ※外側のみ
◇ 衝撃や傷から端末を守る
◇ ストラップホール付き

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ TPUの黄変が目立ちにくいスモークカラー
◇ 装着しやすいブラスト加工済み
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ ストラップホール付き

iPhone XR 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 衝撃から守るエアクッション設計
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ 貼りつき防止ドット加工済み
◇ ストラップホール付き

iPhone 6/6s 対応 

ハードケース（クリア)

iPhone 6/6s 対応 
TPUケース（クリア)

iPhone 8/7 対応 

TPUケース（クリア)

iPhone 8/7 対応 

TPUケース（スモーク)

iPhone SE/5s/5対応
TPUケース（クリア)iPhone XR 対応 

◇ 上質なPUレザーを使用
◇ 邪魔にならないサイドマグネット固定
◇ 動画視聴に最適なスタンド機能
◇ カード収納ポケット(1枚)
◇ 耐衝撃TPUケース採用
◇ ストラップホール付き 

AQUOS sense2 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ 貼りつき防止ドット加工済み
◇ ストラップホール付き

Qua phone QZ 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ 貼りつき防止ドット加工済み
◇ ストラップホール付き

iPad mini 2019 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち

iPad 2017 9.7″/ iPad 2018 9.7″ 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち

F-04F 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 装着しやすいブラスト加工済み
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ ストラップ対応

◇ 傷に強いUVコーティング済み ※外側のみ
◇ 衝撃や傷から端末を守る
◇ ストラップホール付き

iPhone 8/7 対応 

耐衝撃ケース（ブラック)

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

◇ ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能
◇ Surface Go 本体のキックスタンドが使用可能
◇ 純正ペン収納ホルダー付き
◇ 純正キーボードに接続したまま、持ち運び可能（キーボード固定パーツ付き）
◇ 角の出っ張りが衝撃から端末をしっかり保護

Surface Go 対応
背面保護ケース ブラック

iPad 2019 10.2inch 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 衝撃から守るエアクッション設計
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち

iPhone XR TPUケース クリア

MS-IPXRTN01CL型番

標準価格(税抜) ￥990

商品名 iPhone XRフラップケースブラック

MS-IPXRL01BK型番

標準価格(税抜)

商品名

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

￥2,100

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPhone 8/7 耐衝撃ケース ブラック

MS-IP8PL01BK型番

標準価格(税抜) ￥1,190

商品名

iPhone 8/7 TPUケース クリア

MS-IP7TN01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥990 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPhone 8/7  TPUケース スモーク

MS-IP8TN01SM型番

標準価格(税抜) ￥990

商品名

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPhone6/6s TPUケース クリア

MSC-IP6TN01CL型番

標準価格(税抜) ￥990

商品名 iPhone 8/7 TPUケース クリア

MS-I6PC01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥1,190 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPhone SE/5s/5 TPUケース クリア

MS-I5SET01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥990 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPhone X・XS 対応 

◇ 柔軟性と耐久性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材
◇ 衝撃から守るエアクッション設計
◇ 滑りにくいグリップ感のある触りごこち
◇ 貼りつき防止ドット加工済み
◇ ストラップホール付き

iPhone X/iPhone XS TPUケース クリア 

MS-IPXSTN01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

￥990

◇ 傷に強いUVコーティング済み ※外側のみ
◇ 衝撃や傷から端末を守る
◇ ストラップホール付き

耐衝撃ケース（ブラック)

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPhone XR耐衝撃ケースブラック

MS-IPXRPL01BK型番

標準価格(税抜) オープン

商品名

Qua phone QZ TPUケース クリア

MS-QPQZTN01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥990 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

F-04F向け TPUケース

MS-F04FT01SM型番

標準価格(税抜)

商品名

￥1,090 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPad 2017 9.7/iPad 2018 9.7 TPUケース クリア

MS-IP6GTN03CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥1,680 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

AQUOS sense2 TPUケース クリア

MS-AQS2TN01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥990 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPad mini 2019 TPUケース クリア

MS-IPM5TN01CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥1,680 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

iPad 2019 10.2inch TPUケース クリア

MS-IP7GTN02CL型番

標準価格(税抜)

商品名

￥1,680 ● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

Surface Go 背面保護ケース ブラック

MS-SFGBCBK型番

標準価格(税抜)

商品名

￥4,680 ● 梱包：白箱梱包

● 付属品：本体のみ

iPhone 8/7 対応 

◇ 上質なPUレザーを使用
◇ 邪魔にならないサイドマグネット固定
◇ 動画視聴に最適なスタンド機能
◇ カード収納ポケット(1枚)
◇ 耐衝撃TPUケース採用
◇ ストラップホール付き 

iPhone 8/7フラップケースブラック

MS-IP8L01BK型番

標準価格(税抜)

商品名

● 梱包：白箱梱包
● 付属品：本体のみ

￥2,100

TPUケース（クリア）

ソフトケース ストラップホール付

フラップケース（ブラック）

手帳型ケース ストラップホール付

TPUケース（クリア）

ソフトケース ストラップホール付

iPhone XR 対応 

ハイブリッドケース ストラップホール付

ハイブリッドケース ストラップホール付
手帳型ケース ストラップホール付

フラップケース（ブラック）

ソフトケース ストラップホール付ソフトケース ストラップホール付

ソフトケース ストラップホール付 ハードケース ストラップホール付

TPUケース（クリア）TPUケース（クリア）

TPUケース（クリア）

ソフトケース ストラップホール付 ソフトケース ストラップホール付

TPUケース（クリア）

TPUケース（スモーク）TPUケース（クリア）

ソフトケース ストラップホール付 ソフトケース ストラップホール付

ソフトケース

ソフトケース
ソフトケース

ハイブリッドケース

32※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください31

スマートフォン・タブレットケース
iPhone / Android / Surface / iPad シリーズ

スマートフォンケース
iPhoneシリーズ

※アクセサリーの導入・お見積もりをご希望の方は営業担当までお問い合わせください
















