
法人ユーザー様向け 今月のおすすめ

2022年7月
法人ユーザー様へ、新製品やキャンペーンのご案内をお届け致します。

今月のおすすめ新製品のご案内 法人

スマートフォン用のストラップにお得でエコな10本入りが登場

ネックストラップ（スタンダード）10本セット

首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックスト
ラップ“P-STN01BK”がオトクな10本セットになりました。簡易包装なの
で大量導入の際にも便利です。

仕様

製品型番 仕様
標準価格
（税抜）

P-STN01BK/10 ネックストラップ10本セット オープン

P-STN01BK ネックストラップ 1本 オープン

・伸縮素材を使用したネックストラップです
・フィンガーストラップにもなる2way仕様！
先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなります

・簡単に着脱できるワンタッチで簡単にスマートフォンの着脱が可能です
・強い力が加わるとストラップが分離する安全パーツを使用しています
・長さ調節可能。ストラップの長さは約50cmですが、
スライドを調整することで37cm-50cmまで調節可能です

・紙箱パッケージの10本セットなので大量導入にも便利です

スマホやパソコンの映像をワイヤレスでテレビの大画面に映せる！

アクセスポイント接続対応Miracastレシーバー

Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無
線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。Wi-Fiダイ
レクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続の２パターンの接続方法
が選べるので幅広い用途に使用できます。

製品型番 仕様
標準価格
（税抜）

LDT-MRC03
Miracastレシーバー（アクセスポイ
ント対応）

12,830

仕様

・テレビとケーブル2本(HDMIケーブル・USB給電ケーブル)をつなぐだけのカンタン
接続。
・2パターン選べる接続方法。Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント
接続を選択できるので、用途に合わせた使い分けが出来ます。
・動画や写真、ウェブブラウザ、アプリなど、多彩なコンテンツを表示可能です。
・Ful HD(解像度:1920×1080、フレームレート:60fps)に対応。高画質・高
音質のスマホコンテンツも大画面で楽しむことができます。

New!

フィンガーストラッ
プにもなります

Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続を使えば外部ネットワークに頼らず会社や取引先での
プレゼン、学校や塾での授業に使えます。
アクセスポイント接続を使えばスマホのデータ通信量を抑えながら大画面でストリーミング
再生を楽しめます。

VIVOTEKのスイッチングハブの取り扱い開始！

VIVOTEKブランド Giga対応 PoE対応HUB ８ポート
人々の仕事と暮らしを見守る力、VIVOTEK。8ポートのPoEスイッチングHUBの取り扱いを開始しました！
全ポートIEEE802.3af/at（PoE+）準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE ギガスイッチ。耐熱50℃にも対応した8ポートの法人向けスイッチングハブ。
Web経由でVLAN・QoSなどを設定できるWebスマートモデルと、アンマネージモデルの2種類をご用意しています。

POE
対応

2年
保証

Web
設定

VLAN
対応

QoS
対応

■伝送速度 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

■準拠規格 IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3

■ポート数 10ポート

■コネクタ形状 RJ-45×8，SFPスロット×2

■PoE仕様 IEEE802.3af/at(PoE+)準拠

■PoE対応ポート数 8ポート

■PoE電源供給能力 54VDC/ポート、最大30W/ポート※合計130Wまで

■動作時環境条件 温度:0℃～50℃ 湿度:10%～90% (ただし結露なきこと)

■設定方法 WEB（英語）

■VLAN
最大4KのVLANを同時サポート (4096 VLAN ID 以外)
ポートベースVLAN802.1Q タグベースVLAN

POE
対応

2年
保証

■伝送速度 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

■準拠規格 IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3

■ポート数 8ポート

■コネクタ形状 RJ45×8

■PoE仕様 IEEE802.3af/at(PoE+)準拠

■PoE対応ポート数 8ポート

■PoE電源供給能力 54VDC/ポート、最大30W/ポート※合計120Wまで

■動作時環境条件 温度:0℃～50℃ 湿度:10%～90% (ただし結露なきこと)

製品型番 仕様
標準価格
（税抜）

AWGEV104C130
8ポート WebSmart PoEスイッ
チ

オープン

製品型番 仕様
標準価格
（税抜）

AWGET080C120 8ポート PoEスイッチ オープン



エレコムからのお知らせ

各種カタログ ご用意しております

導入前に検証ができて安心♪

検証機レンタルサービス

たとえば、法人のお客様で聞きの大量導入をご検討いただいている場合な
どのために、事前に検証機の貸し出しサービスを行っています。既存の機器
や環境との対応を事前確認した上で購入を決定していただいたくことが可
能な安心のサービスです。
お気軽にエレコム営業担当・サポート窓口までお問い合わせください。

※台数に限りがあるため、機器によってはお待ちいただく場合がございます。
※すべての機器を貸し出しできるわけではございませんのであらかじめご了
承ください。

https://regist11.smp.ne.jp/regist/switch/00011g0005191
1pp2H/verifier_lending

エレコム株式会社
https://www.elecom.co.jp/business

掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
本ドキュメントは、2022年6月末時点の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、
仕様の変更、バージョンアップ等により、内容に変更が生じる可能性があります。あらかじめご了
承ください。

法人様専用営業サポート
(9:00～18:00 月～金曜※祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

0570-067-676

ビジネスのあらゆる場所でソリューション。2022年版

エレコム総合カタログINDEX64

年に一度に発刊しているエレコムの総合カタログが発刊されます！
ネットワーク、ストレージから、かゆいところに手が届くサプライ品まで幅広くご
案内しています。

リニューアルしています

ロジテックカスタムコントローラ vol.12

ロジテックの産業用PC事業と製品・サービス・ソリューションのご案内。

Webカタログもございます
https://www.elecom.co.jp/download/web_catalog/pdf/bu
siness/logitec_custom_pc_vol12.pdf

季節ごとの新製品やニュースをお届け！

法人様向けカタログ 2022年夏号

今回の特集は、「TV会議システム」。多様化する会議環境ごとに、
最適なオンライン製品をパッケージにして、ご提供するサービスです。コミュニ
ケーションを円滑化し、生産性向上に貢献いたします。その他、法人ユー
ザー様のお悩みを解決する各種製品・サービスを掲載しています。

掲示板CLOUDも追加されました！

デジタルサイネージカタログ

エレコムのサイネージなら、３つの形式から選べます！ランニングコストゼロの
掲示板NEXTや、多拠点の掲示物を一括管理する掲示板CLOUD、ま
るごとお任せできるらくちんサイネージの魅力をご紹介。

https://www.elecom.co.jp/download/web_catalog/pdf/bus
iness/T-37N038T.pdf?20210707

NAS、アクセスポイント、WebスマートスイッチングHUBの管理ができます

リモート管理サービス アドミリンク

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者
（Administrator）をつなぐ（Link）、リモート管理サービスです。弊社の対象機
器の管理にご利用頂けます。
https://www.elecom.co.jp/solution/service/adminlink/

Web会議システムのご相談はエレコムに！

TV会議システムセットを発売します

New!

New!

製品型番 仕様
標準価格
（税抜）

TMS-PACK-M02 TV会議システムセット オープン

遠隔操作の種類
Windows

NAS
Linux
NAS

無線アクセス
ポイント

Webスマート
スイッチ

再起動 ○ ○ ○ ○

シャットダウン ○ ○ ー ー

ファームウェアアップデート ー ○ ○ ○

Windows更新のインストール ○ ー ー ー

I'm here ○ ○ ○ ○

ログのダウンロード ○ ○ ○ ○

設定ファイルのダウンロード ー ○ ○ ○

接続クライアントファイルのダウ
ンロード

ー ー ○ ○

遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・
管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

安価で快適にオンラインコミュニケーションが取れる中規模の「TV会議システムセッ
ト」を発売します。常設型の会議システムにぜひご検討下さい。

１、機器だけなので使用できるオンライン会議システムが選べる！
従来はZoom、Webexならそれぞれ専用の機器をお求めいただく必要があり、複数のシステム
を同時に活用したいお客様にとっては選択しづらい状況になっていましたが、お客様が希望するオ
ンライン会議システムを選択・ご利用頂けます。 ※オンライン会議サービスはお客様にてご契約
して頂く必要があります。

２、導入する際のコストが安価！
メーカー様が用意する専用機器セットと比較して半額程度の価格で、設置・設定、保守サービ
スまでご提供いたします。

大型液晶ディスプレイ、ディスプレイスタ
ンド、小型パソコン、カメラ、マイク・ス
ピーカーがすべてセット！
※会議システムは別途ご契約いただく必要が
ございます。

TV会議システムの特徴

デュアルマイクノイズリダクション有線ヘッドセット

VGP2022 SUMMERのテレワークデバイス部
門受賞！

当社のデュアルマイクノイズリダクション有線ヘッドセット「HS-
HP101UNCBK」が「VGP2022 SUMMER」のテレワークデバイス（オー
ディオ関連機器）部門において部門賞を受賞しました。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20220531-01/


