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※ 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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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 / 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 / ホームセンター / 
教育機関 / 金融機関 / ドラッグストア / バイクショップ

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
医療機器・医薬部外品の企画、製造、輸出入及び販売業
衛生用品の企画、製造、輸出入及び販売業

アイリス税理士法人    城 行永 税理士

九州国際特許事務所　有吉 修一郎 弁理士

渡辺靖志法律事務所　渡辺 靖志 弁護士

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

2008年2月1日

http://www.mssjapan.jp

1月

納期実績 ｜ 約 2 ～ 3 ヶ月 (仕様や数量によって異なります )

約 1週間～ 1ヶ月 約 1ヶ月 約 1ヶ月

●QRコード

営業所・物流センター所在地

福岡本社
〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5-6-24
第６ガーデンビル6F
TEL:092-262-7418
FAX:092-262-7419

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
TEL:047-498-9815

LEPLUS アウトレット
〒810-0021
福岡市中央区今泉2-5-28
ノイラ天神ビル 4階
TEL:092-406-7651

XEAM SHOP 福岡篠栗 
(XEAM TECHNICAL CENTER)
〒811-2405
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗3754-1
TEL:0120-15-8195

お問い合わせはこちらまで

※本カタログは 2021 年 4 月現在のものです。

法人様&教育機関様向け法人様&教育機関様向け

カスタムアクセサリーカスタムアクセサリーカスタムアクセサリー
menu catalog

教育教育教育

営業営業営業

店舗店舗店舗

現場現場現場

物流物流物流

業界別提案事例  /  導入事例  /  カスタムメニュー

向け向けタブレット 各種専用端末スマートフォン

使用シーン・機種に合わせたアクセサリーを
ご提案



スマートフォンや
専用端末にも対応

数十個から対応可能

A：当社では数十個から生産可能です。
    ※一部仕様は除く。

Q：必要台数が少ないので、どの会社でも
　   製作を対応してもらえない。

営業スタッフがサポート
A：蓄積されたノウハウを熟知した専門の営業スタッフが 
　  アドバイスし、ご満足いただける製品に仕上げます。

Q：どういうケースが良いのか分からない…

幅広い端末対応
A：iPad、Windowsタブレットはもちろん、マイナーな機種まで
　  可能な限りご対応いたします！ 

Q：使用している端末のケースが市場では販売されていない。

完全カスタマイズ

A：市販品では手の届かない細かな仕様に
　  完全カスタマイズすることが可能です。

Q：市販のケースでは性能が物足りない。
　    用途と機能がマッチングしない。

試作品は 無料
A：試作品は、「無料」で製作いたします。

Q：オーダーした商品が届くまで見れないのは不安…

※ただし、試作品の3回目以降は費用が発生致します。
※一部仕様は除く。詳細は担当営業までお問合せください。

Proposal of a custom-made tablet case 

ご指定の端末に合わせて特注作成いたします。ご指定の端末に合わせて特注作成いたします。
素材・カラーや機能などをお選びいただき、素材・カラーや機能などをお選びいただき、

使用用途に合った理想のケースをご提供いたします。使用用途に合った理想のケースをご提供いたします。
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Synthetic leather case Synthetic leather case教育現場での導入事例

導入事例

① 落下による端末の破損が多い。
② 生徒が手軽に安全に持ち運べる軽くて持ちやすい形のケースが必要。
③ タブレットの画面を色々な角度で使いたいが、低学年でも簡単に使えることが必要。
④ 収納保管庫に収まり、取り出しやすいものが良い。
⑤ ケースを装着した状態で端末管理を行いたい。
⑥ 児童・生徒がワクワクするような、明るいカラーのケースも面白い。

① 落下時の破損を防ぐ拡大設計。
② 持ち運びが楽で安全な補助パーツ。
③ 簡単に角度調節ができるスタンド機能。
④ スペースをとらない設計。
⑤ 確認しやすい管理ナンバー用の窓設計。
⑥ 豊富なカラーバリエーション。

ニーズ・問題点 解決策

解決・提案の事例

フラップをなくすことで軽量化されます。
また、薄くなることで保管時もコンパクト
に収納できます。

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。

ハンドホール

片面ケース

肩掛け対応
付属のストラップを組み合わせる事によっ
て、立ち作業にストレスなくタブレット操作が
可能です。

首かけベルト

クッション

端末固定枠＆土台拡大
ケースの土台を 5ｍｍ程
度大きく拡張すること
で、端末本体を落下時の
傷や衝撃から守ります。

また、装着枠をせり出す
設計にすることで落下
時の衝撃を和らげます。

合皮 (オレンジ )

生徒が使用することを想定した、
通常とは異なった明るく楽し気な
オレンジ色の合成皮革です。

Point1 ペンホルダー

固定部はゴム伸縮素材なので出し入れもスムーズです。

装着枠より拡大した土台部分に設計しているため、
タッチペンがケースからはみ出さず収納できます。

Point3

スタンド兼ハンドルPoint4

枠＆土台拡大Point2

① 落下時の破損を防ぐ ② 持ち運びが楽で安全

④ スペースをとらない ⑤ 管理のしやすさ ⑥ カラーバリエーション

手軽にハンドルになるスタンドです。

スタンド兼ハンドル

③ 角度調節ができる

スタンド機能
フラップを折り込んで固定することで、
安定性の高い 2段階スタンドとして使
用することが可能です。

管理シール窓

開口サイズ：10×50ｍｍ

端末に管理シールを貼り付け、ケースの
外からでも確認できる開口設計です。

指定合皮カラー
様々な色の生地に対応可能ですので、
イメージにあったご希望の色をお選び
いただけます。

名刺ホルダー

名刺や端末管理番号を
記載したカードを収納
する事ができます。
端末の管理に便利です。

Point2

ハンドホールPoint3

首掛け対応Point4

キーボード対応Point1

ペンホルダーPoint8

素押しロゴPoint6

合皮 (ネイビー )

紀陽銀行様よりご希望いただいた
ネイビー色の合成皮革です。
高級感のあるツヤ有り合皮を使用
しています。

Point7

枠＆土台拡大Point5

指定合皮カラー
導入先の企業様のコーポレーション
イメージに近い色の合皮を使用する
ことで、一般のお客様からも業務用
端末であることが一目で伝わります。

企業名やロゴを入れることで、市販品
にはないオリジナリティのある製品に
なります。

ロゴ入れ

キーボード＆クレードル対応

手間を加えることなく

独自設計の端末固定パーツにより、
ケースを装着したまま、

ワンタッチでキーボードや
クレードルへの接続が可能になりました。した。

薄型設計
心材を薄く設計することで、ケース全体の
軽量化を図ります。また、通常仕様では入
らない充電保管庫にも収納が可能です。

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。

ハンドホール肩掛け対応
付属のストラップを組み合わせる事に
よって、立ち作業にストレスなくタブレット
操作が可能です。

首かけベルト

クッション

① 外回りでの落下を防ぐ

③ 持ち運びやすい軽量設計

② 手間をかけないキーボード脱着

④ イメージカラー・ロゴ入れ

フラップをなくすことで軽量化されます。
また、薄くなることで保管時もコンパクト
に収納できます。

片面ケース

※薄型設計の場合、耐久性が低下いたします。

iPad 2018 9.7inch 
合成皮革 ( オレンジ )/ マイクロファイバー

生徒から親しまれるカラーと利便性のある合皮ケース

対応機種
素　材
特　徴

岡崎市教育委員会
様

用途：教育用タブレッ
ト岡崎市教育委員会
様

用途：教育用タブレッ
ト岡崎市教育委員会
様

用途：教育用タブレッ
ト

ニーズ・問題点

SSy金融機関での導入事例

導入事例

① 外回りなどで持ち運ぶ際に落下等による端末の破損が多いため解消したい。　
② 帰社後に入力作業があるので、手間をかけずにキーボードが脱着できるものがいい。
③ 持ち運びやすく、軽く頑丈なものを探している。
④ デザインも企業のイメージに合ったカラー、ロゴ入れなどを検討したい。

① 外回りでの落下を防ぐ補助パーツ。
② 手間をかけないキーボード脱着機能。
③ 持ち運びやすい軽量設計。
④ イメージカラー・ロゴなどの専用仕様。

ニーズ・問題点 解決策

解決・提案の事例

VersaPro タイプ VS<VS-4>
合成皮革 ( ネイビー )/ マイクロファイバー

耐衝撃設計に専用カラー &ロゴで高級感がある仕様

対応機種
素　材
特　徴

紀陽銀行様
用途：業務端末
紀陽銀行様
用途：業務端末
紀陽銀行様
用途：業務端末
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Synthetic leather case小売店での導入事例

導入事例

① 店舗内での商品オーダー端末に装着するケースが欲しい。

② バックヤードでは卓上で使用したい。

③ 立ったまま入力しやすいような仕様が必要。

④ 食品売り場で使用するので、抗菌素材が望ましい。

①画面が見やすくタッチしやすいシンプルな仕様。

②入力作業がしやすい卓上スタンド仕様。

③ 立ち作業に最適な補助パーツ。

④安心安全な抗菌加工仕様。

ニーズ・問題点 解決策

解決・提案の事例

肩掛け対応
付属のストラップを組み合わせる事によっ
て、立ち作業にストレスなくタブレット操作
が可能です。

首かけベルト

クッション

片面ケース

滑り止め素材

端末挿入口が大きく開口しており固定部
が少ないため、ケースから端末が落下し
ないように裏地を滑り止め効果のある
素材にしました。

Point1 ペンホルダー

ケースの端ではなく、装着枠より拡大した
土台部分に設計しているため、タッチペン
をよりスムーズに収納できます。

Point3

端末スタンド対応仕様Point4

首掛け仕様Point2

① 画面が見やすい ③ 立ち作業に最適

④ 抗菌加工仕様

タブレット型 スマートフォン型

ストラップホール

ケースの四隅に設計されて
いる耐衝撃仕様です。お手
持ちのショルダーストラップ
と接続して肩掛け仕様にする
ことも可能です。

特殊なフィルム設計により、本ケースに機器を
収納した状態で指紋認証機能を使うことができます。

端末自体のキックスタンドを活用
できるようにケース背面が開口する
仕様です。

背面設計されたパーツを
折りたたむことで、2段階
のスタンドとして使用する
ことが可能です。動画視聴
やタイピングなど、使用ス
タイルに合わせてご使用
いただけます。

※既製品をご採用いただきました。

背面にはハンドホールが設計されており、安定
した操作が可能です。ハンドホールは取り外し
式で、汚れた場合でも水で洗うことができます。

Point1

指紋認証対応Point2

2段階スタンドPoint3

ハンドホールPoint4
ケーブル対応Point2

側面のダイヤルを回すことで、
ケースに装着したままマナー
モードに切り替えられます。

サイレントスイッチ切替Point1

ハイブリッドケース

防水・防塵・耐衝撃ケース
防水・防塵性能を搭載しているケースです。米軍規格
「MIL-STD 810G」に準拠する耐衝撃性も持ち合わせて
います。

IP65 相当 IP68 相当

汎用袋型防水ケース
端末全体を覆う袋型の汎用サイズなので、様々な形状の端末を装着できます。
IP67 の防水・防塵性能で野外の使用に最適です。スポンジ心材で落下時の
衝撃を緩和します。

TPU ケースの 4つ角を通常より拡張する
ことで直接端末が接触するのを防ぎ、更に
ストラップホールが衝撃を緩和します。

衝撃を吸収しやすい TPUと傷が付きにくい
PCをつなぎ合わせたハイブリッドケースです。
固いコンクリートの上に落としても壊れない
強い耐衝撃性があります。

4つ角エアクッション ハニカム構造

① 強い耐衝撃設計

③ 雨天時にも使用可能な防水性

② 衝撃に強い素材

HP Elite x2 1013 G3
合成皮革 ( ブラック )/ 滑り止め素材

端末のスタンド機構を生かした保護ケース

対応機種
素　材
特　徴

ブックオフコーポレー
ション株式会社様

用途：店舗用端末
ブックオフコーポレー

ション株式会社様

用途：店舗用端末
ブックオフコーポレー

ション株式会社様

用途：店舗用端末

建設・工事現場での導入事例

導入事例

① 柱や建物等による接触で端末破損が多い。

② 通常のレザーケースでは衝撃性能に限界がある。

③ 雨天時にタブレット端末が使用できなくなる。

① 接触による破損を防ぐ強い耐衝撃性のある設計。

② 合成皮革より衝撃に強いハイブリッド素材。

③ 雨天時にも使用可能な防水性。

ニーズ・問題点 解決策

解決・提案の事例

iPad 9.7inch ・ iPhone7/8
TPU / PC / PET

高い防水・防塵・耐衝撃仕様と使い勝手の良いケース

対応機種
素　材
特　徴

東急建設株式会社
様

用途：建設現場端末
東急建設株式会社

様

用途：建設現場端末
東急建設株式会社

様

用途：建設現場端末

ニーズ・問題点

端末固定枠＆土台拡大
ケースの土台を 5ｍｍ程度
大きく拡張することで、端
末本体を落下時の傷や衝
撃から守ります。

また、装着枠をせり出す設
計にすることで落下時の
衝撃を和らげます。

衝撃を吸収しやすいハニカム構造
の TPU ケースです。

MILITARY
GRADE

MIL-STD 810G-516.6

IP65
WATER PROOF

衝撃を緩和します。

Water
Proof

Shock
Proof

Snow
Proof

Dust
Proof

フラップをなくすことで持ち回りがし
やすく軽量化もされるので腕への負担
が軽減されます。
スタンドと組み合わせることで POS
端末として使用できます。

スタンド機能付きケース

② 卓上仕様

フラップを折り込んで固定することで、安定性の
高い 2 段階スタンドとして使用することが可能
です。
片面ケースの場合は背面のスタンドパーツを変
形させて2段階に固定する仕様が対応可能です。

抗菌合皮/抗菌マイクロファイバー 抗菌保護フィルム
黄色ブドウ球菌・大腸菌に対し、99％以上の抗菌作用のある
合成皮革、マイクロファイバーです。毎日触れるタブレットケース
を清潔に保ちます。
食品売り場など衛生面が気になる場所での使用でも安心です。

抗菌

※永続的な抗菌作用をお約束するものではありません。 ※永続的な抗菌作用をお約束するものではありません。

24時間後

黄色ブドウ球菌

大腸菌、黄色ブドウ球菌付着 24 時間後の滅菌率：
99.9％以上で画面を清潔に保ちます。
不特定多数のお客様が触る端末や食材を扱う現場
に必須です。

汎用スタンド
オーダー端末用に最適なスタンドで
す。360 度角度調節機能があるスタン
ドや、折りたたみ可能で移動や収納に
便利なスタンドなど仕様も様々です。

充電ケーブル差込み部のみ簡単に
開けられる仕様になっているため、
装着状態のまま充電が可能です。
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Synthetic leather case物流での導入想定事例

導入予定事例

① 物流倉庫内でのピッキング用タブレットを使用したい。

② 運送中にお客様からの電話対応・その他配送状況の確認が
　できるようにしたい。

③ 配送に利用している端末の破損を防ぎたい。

① ピッキング作業に便利なスタンドやバーコードリーダー。

② 配送中でも対応可能な各種製品。

③ 破損や落下を防止する耐衝撃仕様やストラップ。

ニーズ・問題点 解決策

解決・提案の事例

DC充電器
スマホ / タブレットの同時
充電も可能な車載充電器で
す。トラックなどの大型車で
もお使いいただけます。
(12V/24V)

※運転中は操作しないでください。

固定スタンド

サイズ調節ホルダー

端末ホルダーをタブレットサイズ
に合わせて調整できるため、様々
なタブレットを取り付けることが
可能です。
(対応画面サイズ：約 7～ 10inch)

Point1
サイズ調節ホルダーPoint1

サイズ調節ホルダーPoint3

円柱クランプPoint3円柱クランプ

カートの手すり部分に固定可能な
円型のクランプです。

Point2

360度回転

端末ホルダー部分が 360 度回転する
ため、好きな角度で固定可能です。

Point2

360度回転Point2

調節アーム

3 つの関節部分で端末の位置を自由に調節します。
折りたためばコンパクトにできます。

Point1

平板クランプPoint4

① ピッキングに便利

③ 破損防止・落下防止

4つ角エアクッション

机や棚などの厚みがある平らな板に
固定可能なクランプです。

スタンドを使用しない際にフラット
になります。また、素材が撥水合皮
なので、汚れや水滴をはじきます。

Point1

ホームボタンを隠すPoint2

収納式スタンドPoint3

TPU素材/シリコーン素材

インターフェイスを隠す
ホームボタンやインターフェイスを塞ぐことによって、誤操作を防止する形状です。
お客様が電源を切ってしまったり専用アプリを閉じてしまうのを物理的に防ぎます。

親油性フィルム
指紋を「馴染ませる」効果を持つフィルムです。
特に、指でなぞって操作したりする場合にはこ
の「馴染ませる」効果により指紋のラインが見え
にくくなります。

ケースにストラップホールを設計すること
で、ショルダーストラップやネックストラップ
と組み合わせて落下防止になります。
持ち歩くことが多い店員用オーダー端末に
最適です。

ケースの 4つ角を通常より拡張することで
直接端末が接触するのを防ぎ、衝撃を緩和
します。またショルダーストラップを取り付
けることで、落下自体を防止できます。

衝撃を吸収しやすい TPU やシリコーン素材で
できたケースであれば、落下時に端末を傷から
守ります。また、柔らかく取り外しが容易なため、
汚れを拭き取りやすくなります。

ストラップ対応

① オーダー端末・モバイルPOS

③ 端末機能の制限 ④ 汚れが目立たない・拭き取りやすい

② 落下による破損防止

～ 10inch タブレット
アルミ合金 / プラスチック etc

台車などに固定可能なタブレットホルダー

対応機種
素　材
特　徴

某運送会社様
用途：カート用端末
某運送会社様
用途：カート用端末
某運送会社様
用途：カート用端末

飲食店での導入事例

導入事例

① 専用のオーダー端末やPOSレジの導入コスト・スペースを抑えたい。

② テーブルからの落下による端末の破損が多い。

③ ホームボタンやインターフェイスを誤操作する場合がある。

④ 食材や調味料等が付着した指で触り、端末が汚れてしまう。

① 通常のスマホやタブレットをオーダー端末やモバイルPOSとして代用。
② 落下による破損を防止する仕様。
③ インターフェイスなどの使用を制限するケース形状。
④ 汚れが目立たない・拭き取りやすいフィルム。

ニーズ・問題点 解決策

解決・提案の事例

SWA10C1 (10.1inch タブレット )
シリコーン / 撥水合皮

ホームボタンを隠すことによる誤操作防止と壊れにくいスタンド構造

対応機種
素　材
特　徴

くら寿司株式会社様

用途：テーブルオー
ダー端末くら寿司株式会社様

用途：テーブルオー
ダー端末くら寿司株式会社様

用途：テーブルオー
ダー端末

専用のオーダー端末・モバイル POS を購入し
なくても、ケースとスタンドの組み合わせること
でオーダー端末の導入を実現できます。
収納式スタンドなら店内の持ち運びもしやすく、
テーブルに置くのも簡単です。

ピッキングカートに固定スタンドを使
用する事で、タブレットの破損を防ぎま
す。また角度調整もできるのでピッキン
グに最適です。

バーコードリーダー

② 配送中でも対応可能

物流倉庫内でピッキングをする際に
必要なバーコードリーダーも取り
扱っております。

タッチペン付き耐衝撃ケース 衝撃吸収保護フィルム
ケース側面を肉厚に設計し、ハニ
カム構造で衝撃を吸収することで
耐衝撃性を向上しています。付属し
ているタッチペンで受け取りサイ
ンなどが可能です。

ストラップホールがついているの
で、首掛けストラップを付けること
もできます。

厚手の衝撃吸収層が衝撃を吸収・拡散し、打撃やキズから
画面を守る保護フィルムです。重さ 291g の鉄球を 210cm
の高さから落下させるテストをクリアしています。

ヘッドセット
配送中にお客様からの電話
対応にワンタッチで通話可能
なヘッドセットです。

ネックストラップ
首に優しい厚手でしなやかな平型ヒモ仕様です。
長さ調節スライダーと、先端モジュールを気軽に
取り外し可能なワンタッチ着脱機構が特徴です。
安全で便利な分離機構も搭載しています。

車載スタンド
車内に取り付けることで、配送
中でも端末を確認できます。

291g

210cm

ホームボタン・電源ボタン・ステータスバーを隠す
衝撃吸収層

Aタイプ Bタイプ
Cタイプ

スタンド機能付きケース 汎用スタンド

インターフェイスを

テーブルに置くのも簡単です。

末機能の制限③ 端末

フッ素配合抗菌コートフィルム
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
と拭き取ることが可能です。また、99.9%の高い抗菌
率で画面を清潔に保ちます。

カスタムケースと組み合わせることで、
テーブルオーダー端末に最適なスタンド
になります。折り畳みスタンドは省スペー
スで持ち運びも楽です。

通常品本製品

導入企業様のご意見

※既製品をご採用いただく予定です。

タブレットの仕様が決まっていない段階にも関わらず、スケジュールの関係で並行してケースのお問い合わせ

をしました。そこから試供品の確認、ご提案、素材の特性や構造的な問題の説明、仕様決定までスムーズにご対応

いただき、納期が迫っている中、急な仕様変更にもご対応いただけました。そんな状況でもしっかり期日内に納品

が完了し、非常に助かりました。07 08



合成皮革ケース
形状　Shape

手帳型ケース

片面型ケース

基本カラー

【開いた状態】 【閉じた状態】

Synthetic leather case

基本素材・カラー　Basic material ＆ Color

olor

合皮素材を使用した、スタンダードなケースです。
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。

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。

●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(手帳型のみ)

その他、キーボード同時収納可能な形状や
スマートフォン用の形状などもお選びいただけます。

参考画像の仕様

※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・素材以外もお選びいただけます。（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。
※生地の種類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。

マット調で落ち着いた生地。

シボあり合皮

つやつやとした光沢感のある生地。

艶あり合皮

雨などの水滴をはじくことが
できる特殊加工生地。

撥水合皮

大腸菌・黄色ブドウ球菌などの
抗菌率99%の特殊加工生地。

抗菌合皮

表面摩耗、スレに強い生地。

強化合皮

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

ホワイト
その他ご相談可

マリンブルーパープル

レッド

se

でご利用が可能です。

TThThThThThThThThThThThhheeeeeee eee mmimiimmmmmm niniinn mmmmuuummmmmm loooottttTTTThThThThThhhhhhheeeeeee mmiimmmmm nin mmmmummmm lootTThThThThThThThThThThhhhheeeeeeeeee mmiimmmmmmm niniinn mmmmuummmmm loottt

最最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低低低低低ロロロロロロッッッッットトトトトト最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低ロロロロロロッッッッットトロ最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低低ロロロロロロッッッッットト
下下下下下以以以以以以以以以以以下下下下下下下下下下以以以以下下下下下以以以以以以以下下下下下下下下

ででもでもでもでもでももも対対対対応対応対応応応応可可可能可能可能可能可能能能能でもでもでもでもも対対応対応対応可可可能可能能能能能ででもでもでもでももも対対対応対応対応可可可能可能可能能能能

The minimum lotThe minimum lot

最低ロット最低ロット
100100以下以下
でも対応可能でも対応可能

The minimum lot

最低ロット
100以下
でも対応可能

The minimum lot

最低ロット
100以下
でも対応可能

カスタムメニュー　Custom menu

開発初期費用　Development initial expense

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。

複数色のインクを塗布し
て印字します。

素押し

1色シルク印刷

多色シルク印刷

名入れ Printing 開閉方法 Closing motion

アームバンド Armband

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※

※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。

※別の色が隣接している場合、
　ズレが発生することがあります。

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。

ステッチ

ステッチをお好きなカラー
に変更可能です。

タッチペンホルダー

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。

ストラップ使用時の肩や首への
負担を軽減します。

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。

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

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 

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。

(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

※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。

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。

※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。

※金額は機種・数量・カスタマイズ内容によって異なります。  詳細は弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

パワーアップ　　　　　  プパワーアップ　　　　　  　　　　　  パワーアップパワーアップパワーアップパワーアップ

※一部仕様は除く。詳細は担当営業までお問合せください。

カラビナ

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。

スタンド Stand

Stitch

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。

カードホルダー CardholderTouch pen holder

名刺や端末管理番号を
記載したカードを
収納可能です。

特殊指定カラー・素材

首掛け・肩掛けスタイル Neck/Shoulder Strap

2回目まで、サンプル費用2回目まで、サンプル費用2回目まで、サンプル費用無料！
※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）

手帳のようにフラップが
ついている形状です。
フラップで覆うことで画
面を傷や汚れから保護す
ることができます。

【特徴】

フラップのないシンプル
な形状です。
薄くしたい場合やあまり
持ち運ばない場合に使い
勝手のよい仕様です。

【特徴】

※グラデーション等の連続的な色の変化
　は表現することはできません。
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樹脂成形型ケース
形状　Shape

ハードケース(PC) TPUケース

シリコーンケース EVAケース

Resin molding case

カラー　Color
ご指定のカラーに合わせて作成いたします。

※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。）

※素材によっては使用できないカラーがございます。

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

ホワイト
その他ご相談可

マリンブルーパープル

レッド

カスタムメニュー　Custom menu

開発初期費用　Development initial cost

UV光沢 UVマット

表面加工 Surface processing プリント

※金額は機種・数量・カスタマイズ内容によって異なります。  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）

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

肉厚　　　　　　　　程度1.2mm1.2mm1.2mm1.2mm 肉厚　 　　　　　　程度1.2mm1.2mm1.2mm1.2mm

肉厚　　　　　　程度3mm3mm3mm 肉厚　　　　　　　　程度10mm10mm10mm10mm

※完全な色の再現が出来ない場合がございます。

【仕様】

【仕様】 【仕様】

【仕様】

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

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。

2Hとは
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。

Printing

ハンドル Handle 肉厚設計 Wall thickness design

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

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。

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。

フルカラー印刷の場
合に適しています。

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。

● ロゴ印刷(1色)

● ロゴ印刷(多色)

● ロゴ箔押し(1色)

シルク印刷

インクジェット印刷

ホットスタンプ

● 表面硬度2H ● 表面硬度2H

※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。

ＣＡＤデータ取得費

各金型代

ハードケース

TPUケース

シリコーンケース

EVAケース

※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。

※採用実績がある金型の場合は無料で作成可能です。

※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。

TPUケース

case
TThThThThThThThThThThThhheeeeeee eee mmimiimmmmmm niniinn mmmmuuummmmmm loooottttTTTThThThThThhhhhhheeeeeee mmiimmmmm nin mmmmummmm lootTThThThThThThThThThThhhhheeeeeeeeee mmiimmmmmmm niniinn mmmmuummmmm loottt

低低低低ロロロロロロッッッッッットトトトトト最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低 ト低低低低 ト最最最最最最最最最最最最低低最最最最最最最最最最最最低低ロロロロロロロロロロロロロ低低低低低低 ッッッ低低低低低低 ッッッッ最最最最最最最低低低低低低低ロロロ最最最最低低 ッットトトッットト最最最最最最最最最最最最最最最最低低最最最最最最最低最最最最最最低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低低ロロロロロロッッッッットト
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

The minimum lotThe minimum lot

最低ロット最低ロット
1000～
The minimum lot

最低ロット
～

The minimum lot

最低ロット
1000～

((5(5(5(5( 0000000000～は～は～は～は要要要相要相要相相相相談談談談談)談)談))((5(5(50000000 ははは要相要相相相談談談談))((5(5(5(500000000～ははは要要相要相相相談談談)談)談)談)談)(500～は要相談)(500～は要相談)(500～は要相談)(500～は要相談)

ハンドルなし

ハンドルがないためシンプル
でコンパクトです。

ハンドル兼スタンド

持ち運びやすいハンドルからスタンドに変形します。動画鑑賞や
タイピングなど、使い方に応じて角度を変えて使用可能です。

● 2段階スタンド ● 360度回転スタンド

薄型設計

ケースの厚みが
薄く、内側に耐衝
撃仕様のない形
状です。

肉厚設計

内側に設計したエア
クッションで衝撃を
吸収します。落下時に
傷つきやすい4つ角
は特に分厚くなって
おります。

◇ 傷に強いUVコーティング

◇ 衝撃や傷から端末を守る

◇ 端末本体のデザインを損な

　 わない薄型成形

◇ さらさらとした質感

◇ 衝撃や傷から端末を守る

◇ 柔軟性と耐久性のある素材

◇ 柔軟性と耐久性のある素材

◇ 端末の着脱が容易

◇ 滑りにくいグリップ感

◇ 貼りつき防止ドット加工

◇ 耐久性に優れた素材

◇ 軽量で持ち運びやすい

◇ ハンドル兼スタンド仕様

PC

PC TPU

PC TPU

シリコーン

シリコーン シリコーンEVA EVA

PC

PC PC

TPU

PC

PC TPU シリコーンEVA ……対応可能素材
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保護フィルム
フィルム種類　Film type

Protective film

梱包形態　Packing method

付属品　Accessories

ロゴ入れ可能ロゴ入れ可能コテ Squeeze

フィルムを貼りつけやすく
するためのコテです。

クリーニングクロス ホコリ除去ラベル Dust removal labelCleaning cloth

フィルムを貼る前の端末画面を
綺麗に拭くためのクロスです。

※ロゴ入れの場合、最低ロット数が上がります。

フィルムを貼る前の端末画面に
ついているホコリを取り除くための
粘着シートです。

ロゴ入れ可能ロゴ入れ可能剥離フィルム

剥離フィルムが分割されておらず
1枚になっている仕様。

剥離フィルムが2～3分割
されている仕様。

剥離フィルムが分割され、フィルムを
剥がしやすいタグシールがついている
仕様。

※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。

→フィルムがすぐに取り出せ、ゴミも少なく環境に優しい簡易梱包など！

商品に最適な梱包を提案いたします。

※サンプル作成時にフィルム型代が発生する場合がございます。
※端末の種類によっては実機のお貸出しをお願いする場合がございます。

商品に最適な梱包を提案いたします。

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。

目の疲れを軽減

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。

10H

重さ 291g の鉄球を
210cm の高さから
落下させるテストに
クリアしています。

291g

210cm

衝撃吸収層

特殊層が衝撃を吸収
打撃やキズから画面を守る

衝撃吸収 耐アルコール性
無水エタノールを表面に塗布し、
一定時間置いても変質に変化はありません。
※自社検査

エタノールが付着しても
変質しない

通常品本製品

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
汚れを弾き
手入れがしやすい 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

エアーレス加工により、
気泡の発生を軽減

気泡軽減

貼り直し可能

シリコン粘着 スムースタッチ
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

基本仕様

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。

光沢

※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
180度覗き見防止

※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
360度覗き見防止 正面 上面

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。

反射防止

ective film

え ストレス アン

反射防止

TThThThThThThThThThThhhheeeeeeeeee mmimimmmmmm nniniimmmmumuummmmm m loooottttTTTThThThThThhhhhhheeeeeee mmiimmmmm nnimmmmummm lootTThThThThThThThThThThhhhheeeeeeeeee mmiimmmmmmm nniniin mmmmuuummmm m loottt

低低低低ロロロロロロッッッッッットトトトト最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低 ト低低低低 ト最最最最最最最最最最最最低低最最最最最最最最最最最最低低ロロロロロロロロロロロロロ低低低低低低 ッッ低低低低低低 ッッッ最最最最最最最低低低低低低低ロロロ最最最最低低 ッットトトッットト最最最最最最最最最最最最最最最低低最最最最最最最低最最最最最最最低低低低低低低低最最最最最最最最最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低低低低低ロロロロロロッッッッットト
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

The minimum lotThe minimum lot

最低ロット最低ロット
100100～
The minimum lot

最低ロット
100～
The minimum lot

最低ロット
100～

※タブレット用フィルムなど

剥離フィルムを分割することで位置合わせがしやすく、貼りやすくなります。安価でゴミが少なくなります。

●分割無し ●分割あり ●分割あり+タグシールあり

その他プロダクト Other products

折り畳みスタンドPoint1

microSDカード (32GB)

業務用 32GB の microSDHCカードです。
タブレットで撮影した写真をバックアップできます。

Point2

導電繊維製タッチペンPoint3

導入事例
蔵衛門 Pad（KP04-QZ）・蔵衛門 Pad mini（KP05-QZ） 

プラスチック / PET / アルミニウム etc
AC アダプター・保護フィルム・メモリカード・スタンドを

セットにした専用のアクセサリーキット

対応機種
素　材

特　徴

長めで持ちやすいロングタイプで
す。ストラップホール付きなのでス
トラップと組み合わせことができ
ます。

導電繊維タイプ

MPP筆圧対応

タッチペン Touch pen ストラップ Strap

ネックストラップ

ネックストラップとフィン
ガーストラップの2Way仕様
です。負荷が掛かると外れる
安全装置付きです。

フィンガーストラップ

両端がループストラップになっ
た伸縮可能ストラップです。紛
失・盗難・落下防止etc…使い
道は様々です。

バンジーストラップ

PCやタブレットの
充電に必要なACア
ダプターです。

端末のセキュリティーロット
やUSBに取り付ける盗難防止
のワイヤーです。

PC周辺機器

使いやすいワイヤレスマウスや、
タブレットに使える有線マウス
など様々です。

LightningやUSB対応の有線キー
ボードです。ケース付きのキー
ボードもあります。

スタンド Stand

ロゴ入れ可能

固定しやすいクリップ仕様です。ス
トラップホール付きなのでストラッ
プと組み合わせことができます。

シリコンゴムタイプ

ロゴ入れ可能 ロゴ入れ可能

首に優しい厚手でしなやかな平
型ヒモ仕様です。長さ調節とワ
ンタッチ着脱機構が特徴です。

ネ

セキュリティワイヤー

HDMIケーブル・USBケーブ
ル・LANケーブル・RCAケーブ
ルなど様々なケーブルに対応
可能です。

ケーブル類

キーボード

マウス

タブレット・スマートフォン以外
の機器にも対応可能！

タブレット・スマートフォン以外
の機器にも対応可能！

タブレット・スマートフォン以外
の機器にも対応可能！

PCバッグ PC bag

タブレットやラップトップを収納する
専用のバッグです。ご希望の形状や素材
で作成できます。

ロゴ入れ可能

株式会社ルクレ様
用途：建設業界向け

端末株式会社ルクレ様
用途：建設業界向け

端末株式会社ルクレ様
用途：建設業界向け

端末

持ち運びや収納に便利な折り畳み
式で、角度調整可能なタブレットス
タンドです。滑り止めゴム付きの三
脚タイプなので、タブレットを安定
させて操作できます。

静電容量方式のタッチパネルに対応
するスタイラスタッチペンです。現場
で軍手をしながらタブレットの操作が
できます。手帳やポケットに挟めるク
リップと紛失や落下防止に便利なスト
ラップホール付きです。

USB Type-C ケーブルPoint4
充電に必要な USB Type-C ケーブル
です。タブレットとパソコンを繋ぎデー
タ転送も可能です。ケーブルの長さ
はデスク周りに最適な 1ｍで、不必要
に場所を取りません。

ACアダプターPoint5
充電に必要なACアダプターです。タブレットと繋ぎ充電可能です。
プラグ部分は 90 度折りたたみ式で、不要な際はコンパクトに収
納可能です。

マット保護フィルムPoint6
蔵衛門 Pad 専用の画面保護フィルムです。
マットな表面が反射を防止し、ギラつき
や映り込みを軽減します。クリーニングク
ロス、貼り付け用コテ、ホコリ除去ラベル
付きです。

Surfaceシリーズで使えます。
筆圧検知レベル4096段階対
応です。

PC Peripherals

その他にも、バーコードリーダーや書画カメラ・プロジェクタースクリーンなど、

様々なアクセサリーや機器をご案内可能です！

その他にも、バーコードリーダーや書画カメラ・プロジェクタースクリーンなど、

様々なアクセサリーや機器をご案内可能です！

その他にも、バーコードリーダーや書画カメラ・プロジェクタースクリーンなど、

様々なアクセサリーや機器をご案内可能です！

ロゴ入れ可能

Type-Cコネクタの端末にも
充電可能な10000ｍAhの
大容量バッテリーです。

ロゴ入れ可能

ACアダプター

運転しながらでも充
電可能な車載用の
アダプターです。

DCアダプター

モバイルバッテリー

チャージャー類 Chargers

端末を設置できるスタンドです。使用用途
によって、卓上や車載など様々なスタンド
が対応可能です。

Release film
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