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総合インフォメーション

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

※夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズ
サポートセンター
受付時間  9:00～19:00 / 年中無休 www.hagisol.co.jp

TEL.0570-080-900
WEBサポート

ネットワーク製品に関するお問い合わせ先

TEL.0570-050-060

TEL.0570-033-083

受付時間  10:00～19:00 / 年中無休

エレコムネットワーク
サポートセンター

DXアンテナ製品に関するお問い合わせ先
カスタマーセンター

受付時間  9:30～17:00 / 年中無休

携帯電話・PHS・一部のIP電話など上記でご利用になれない場合： 03-4530-8079

エレコム製品に関するお問い合わせ先
エレコム総合
インフォメーションセンター
受付時間  10:00～19:00 / 年中無休 www.elecom.co.jp/support/

TEL.0570-084-465
WEBサポート

法人様専用営業サポート ［検証機レンタルサービス］

法人営業へのお問い合わせ先

受付時間  法人営業  9:00～18:00 / 月曜日～金曜日

LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品に関するお問い合わせ先
エレコム
ストレージサポートセンター
受付時間  10:00～19:00 / 年中無休

TEL.0570-056-567

LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品の修理に関するお問い合わせ先
修理センター
お問い合わせ窓口 TEL.0265-74-1470
受付時間  9:00～12:00 ・ 13:00～17:00 / 月曜日～金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

TEL.0120-975-579　FAX.0570-005-922

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築。各営業所には、製品知識や提案力に
長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。製品のご質問、在庫・仕切・受注状況の
確認からお見積などをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

法人様専用製品サポート
法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関するご質問はもちろん、
在庫・仕切・受注状況の確認から見積作成などをご依頼いただけます。

TEL.0570-070-040（ナビダイヤル）
購入前後に関わらず、販社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます！

自社運営 法人専用回線

受付時間  9:00～12:00 13:00～18:00 / 月曜日～土曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする
場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

業務効率化 お気に入り スピード見積 旬のトピック満載

仕切表示 納期・出荷確認 在庫確認・データDL 完全無料

従来のお電話や
FAX注文の手間
を削減します

商品や納品先を
お気に入り登録

その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます

弊社営業担当が
個別で旬の
お知らせを配信

販売店様ごとの
仕切を型番ごとに
表示します

ご注文商品の
到着予定日や、
荷物番号の
確認ができます

在庫状況をほぼ
リアルタイムで
確認可能、在庫デ
ータダウンロード
も可能です

ご利用料金は
一切かかりません

「えれなび」の特徴 「えれなび」ご登録までの流れ

1

2

3

弊社営業担当またはコールセンターまで
ご連絡ください

ご登録完了通知をお知らせします

IDとパスワードを発行します

お電話でもメールでもOKです

御社の情報を登録します

当日からご利用可能！

御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス

エレコム販売店様向け商品発注システム 「えれなび」
「えれなび」とは？
取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

Business Solution Web

アクセスはこちら！

エレコムグループの
すべてのソリューションがココに。

Business Solution Web

様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介
エレコムグループは、ソリューションに必要なハードウェアをすべて自分たちで設計・開発することで、
工場・倉庫、土木・建築、教育、BCP対策、販売・店舗、医療、ビジネスなど専門的な領域のソリューションをご提供しています。
Business Solution Webでは、エレコムグループの全社のソリューションを課題ごとに閲覧することができ、
現場にある多種多様なお困りごとを解決するヒントが満載です。

Wi-Fi

Digital
signage

Surveillance
camera

エレコム法人向け
ソリューション・サービス

30年にわたり蓄積してきた
製品開発技術と経験で
30年にわたり蓄積してきた
製品開発技術と経験で
様々な業界の課題を
一気に解決！

30年にわたり蓄積してきた30年にわたり蓄積してきた30年にわたり蓄積してきた30年にわたり蓄積してきた30年にわたり蓄積してきた30年にわたり蓄積してきた
製品開発技術と経験で製品開発技術と経験で製品開発技術と経験で製品開発技術と経験で製品開発技術と経験で製品開発技術と経験で
様々な業界の課題を様々な業界の課題を様々な業界の課題を様々な業界の課題を
一気に解決！一気に解決！一気に解決！一気に解決！
様々な業界の課題を
一気に解決！
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法人向け 外付けHDD
RAID HDD
LaCie HDD
LaCie SSD
メモリモジュール
USBメモリ
セキュリティストレージ

ストレージ

HDMI関連商品
法人工事用タップ
セキュリティワイヤーロック
マウス・キーボード
読込専用DVDドライブ
ドッキングステーション・USBハブ
ヘッドセット・Webカメラ
WEBカメラ用 スタンド
折りたたみノートPC スタンド
カメラレンズの保護カバー
のぞき見防止フィルター
液晶保護フィルム・タブレットケース
インナーバッグ
タブレット用タッチペン
多ポートAC充電器
ミニキーボード
キーボード防塵カバー
ノートPC用 USB ACアダブター

アクセサリ

P
.15

ネットワークカメラ
ネットワークレコーダー
管理ツール・保守サービス
スイッチングハブ・スマートスイッチ
同軸コンバーター
光ファイバーケーブル・LANケーブル
PoE無線アクセスポイント
PoEインジェクター
DFS障害回避アダプター
Wi-Fiルーター・アクセスポイント
無線LANアダプター

ネットワーク
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Windows NAS
Linux NAS
NASみる
NAS COORDINATOR
NAS製品オプション一覧
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ZEROSHOCKタブレット
推奨アプリご紹介
オプション一覧
産業用PC
オンライン資格確認端末
ICカードリーダライタ
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エレコム法人向け
ソリューション・サービス
様々な業界の課題を
一気に解決！

コミュニケーション円滑化
（デジタルサイネージ）
遠隔・リモート監視
（ネットワークカメラ・同軸カメラ）
ICTインフラ構築
（Wi-Fi）



機器メーカーがすべて手掛けるから､さまざまなトラブルに対応できるのです

初期調査のみでも対応可！
まずはお気軽にお問い合わせください！

ただWi-Fiアクセスポイントを設置しただけでは、通信を快適に行えません。目に見えない無線だけに、適切な場所に適切な機器を設置
しなければなりません。そのために現地調査が必要です。設置前のしっかりとした事前調査で、最適なICT整備をサポートいたします！

Check
Point

細やかで正確な現地調査！機器メーカーだからできる

初期調査費用無料

¥0
サポート充実7

機器だけでなく、設置・システムの
不具合にもすべて対応。充実した
サポート体制を敷いています※2

同軸配線を利用したネットワ
ーク工事も行えます

4 同軸配線利用可

6
セキュリティに強い機器の導入や
システムをご提案します

万全のセキュリティ

調査は2週間以内 
導入に関する調査は依頼から2週間
以内に対応。それを基に費用、スケ
ジュールも迅速に提出※1

1
LANケーブルを使って電力を供給
するPoE対応の無線アクセスポイ
ント導入で、電気工事コストを削減

2 電気工事コスト削減
すべてエレコム製品でWi-Fi工事
対応。機器を熟知しているため
導入作業もスムーズ

3 スムーズな導入

5
調査の上、最適なWi-Fi導入方法
をご提案します

Wi-Fi導入の最適化

※1 一部地域・離島はお受けできない場合がございます。詳しくは別途ご相談ください。
※2 当社で設置工事を実施し、工事時と構成や設定が同じである場合に限ります。
　   有償対応になる場合もあります。お客様環境のシステムについては対象外となります。
※３ 工事内容によっては電波サーベイ、ネットワーク設計が必要になる場合があります。その場合、別途費用が発生いたします。

3 ICTインフラ構築（Wi-Fi）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

現場への情報共有や業務指示を
効率化し、生産性を向上します。

PC・タブレット対応
静止画対応
メッセージの編集・削除
既読フラグ
音声アラート
日付・時刻表示
優先フラグ
重要フラグ
一括・個別配信
画面向き設定

WindowsOSのPC・タブレットからメッセージを配信できる
端末内の静止画付きのメッセージを配信できる
送信済のメッセージの編集や削除ができる
送信したメッセージをチェックすることで既読であることを区別できる
メッセージが表示されると同時にアラート音を鳴らす
サイネージ画面に現在の日付と時刻を表示する
優先したいメッセージを全ての画面に表示させる
重要なメッセージのみ色をつけて配信する
全サイネージに対し一斉／個別にメッセージを配信する
サイネージ画面について縦向き／横向きに対応する

メッセージボード機能一覧 活用シーン
情報共有
●作業進捗状況
●設備故障の連絡
●品質不具合の発生連絡
●来客情報など
作業指示
●作業リスト
●作業変更連絡
●荷物の移動指示など

機　能 概　要

簡単な操作で、現場にメッセージを配信

ソリューション・サービス
様々な業界の課題を解決する
エレコムの
ソリューション・サービス

エレコム
法人向け特集

チャットツールのような感覚で、表示させたい文字を入力し、ボタンをクリックするだけで、大型ディスプレイ上に
メッセージを配信できます。画像を添付したり、重要なメッセージの色を変えたり、タブレットやPCから双方向で
のやり取りをすることも可能です。

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。
多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや
保守サービスをご提案いたします。

それぞれの環境で活躍するネットワークカメラ エレコム/DXアンテナなら、任せて安心・便利なオールインワン対応
エレコム/DXアンテナがご提供するセキュリティカメラソリューションでは、不審者侵入などの防犯
対策や、事故防止や記録など、様々なお客様のお悩みを解決します。

監視カメラのすべての施工は、メーカーとし
てしっかりと施工！施工後は操作説明、撮
影映像のテスト、各種設定なども行います。

1 安心のメーカー施工！
機器だけ、施工だけではなく保守サービスも含めて、
すべて一括でご依頼頂けます。

2 機器・施工・保守を一括対応！

防犯と遠隔監視したい、安全確認に利用し
たいなど、様々なお客様のご要望を基に、現
地にてしっかり調査を行い、設置位置や角
度、機器構成などをご提案します。

3 現地調査でベストな提案！
遠隔監視などに必要なネットワーク環境も一括で
ご用意いたします。既存の同軸配線を利用するネッ
トワークなど、ご要望にあったネットワークを構築
します。

4 ネットワーク構築も同時に施工！

工事と機器がセットになった「監視カメラ用リース」がご利用できます。
リースだから初期費用を抑えた最新機器の導入が可能になります。

5 監視カメラ月額リースなどのプランもご用意！

HD-TVI同軸カメラシステムネットワークカメラシステム
同軸ケーブルを利用し、低コストで安定した
長距離伝送が可能！

LAN配線で、小規模店舗から
ビル・オフィスまで幅広く対応！

ほかにも、導入できる場所は沢山あります！

患者様の様子を把握

医療機器の状況把握

迅速な対応が可能

夜間の巡回業務の
軽減

医療／介護

授業中のトラブル抑止

講師のスキル向上

生徒の状況確認

親御様の安心感向上

教 育

窃盗の抑止

従業員の安全を見守る

夜間の警備の
強化

不審者の侵入抑止

オフィス

従業員の安全を見守る

車両に対するイタズラ抑止

入庫車両や荷物など、
倉庫状況の確認

不審者の侵入抑止

工場／物流

以前は監視のみの目的だったカメラも、現在では活用範囲が大きく広がり、
様々な用途に利用されています。エレコムのネットワークカメラは全機種PoE受電対応で、
専用の録画用レコーダーとLANケーブル１本繋ぐだけで、簡単に設置可能。
また、機器の提供はもちろん、設置・工事、アフターサービスまでワンストップでご提供！

ホテル 飲食店 デパート 観光地 公共施設 賃貸物件

ご要望に合わせて選べるカメラシステム パソコンのWebブラウザや
スマホのアプリで視聴可能！

※3

LAN配線
PoE

受電機能
搭載

H.265
対応

同軸配線
低コストで
長距離
伝送

アナログ
カメラの
置換可

感染症拡大を受け、働き方や生活スタイルは一気に様変わりし、リモートワークを
はじめとするＩＣＴ活用が加速しています。様々な市場において高速かつ大容量の
ネットワーク利用のためのITインフラ構築や、密を避けた遠隔・リモートによる
コミュニケーションの円滑化が急務となる中、新たなコミュニケーション・ネットワーク
構築のための「ワンストップソリューション」として、どんな課題も解決に導きます。
機器・設計・施工・保守までの一気通貫したサービスを提供する
エレコムグループにお任せください。

1 コミュニケーション円滑化（デジタルサイネージ）

2 遠隔・リモート監視（ネットワークカメラ・同軸カメラ）

Pickup

ク
ラ
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ド
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N
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▲
小
規
模

大
規
模
▼

特徴

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

テンプレートで
コンテンツを簡単作成

配信代行サービスで
運用工数を大幅削減

オススメのお客様 構成図

1拠点でのご利用
例：オフィス・工場・倉庫様

複数拠点、
各1台でのご利用
例：小規模飲食店様

複数拠点、
各2台～でのご利用
例：チェーン展開の店舗様

管理者PC
表示用端末

表示用端末

10インチ
タブレット

ディスプレイ

ディスプレイ

NET
WORK

エレコムのサイネージなら配信システム・
機器の選定、設置作業、コンテンツ制作など
導入にかかるお手間を大幅に削減

管理者PC 表示用端末
ディスプレイ

ニーズに合わせた配信システム

メッセージボードシステム
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機器メーカーがすべて手掛けるから､さまざまなトラブルに対応できるのです

初期調査のみでも対応可！
まずはお気軽にお問い合わせください！

ただWi-Fiアクセスポイントを設置しただけでは、通信を快適に行えません。目に見えない無線だけに、適切な場所に適切な機器を設置
しなければなりません。そのために現地調査が必要です。設置前のしっかりとした事前調査で、最適なICT整備をサポートいたします！

Check
Point

細やかで正確な現地調査！機器メーカーだからできる

初期調査費用無料

¥0¥0
サポート充実7

機器だけでなく、設置・システムの
不具合にもすべて対応。充実した
サポート体制を敷いています※2

同軸配線を利用したネットワ
ーク工事も行えます

4 同軸配線利用可

6
セキュリティに強い機器の導入や
システムをご提案します

万全のセキュリティ

調査は2週間以内 
導入に関する調査は依頼から2週間
以内に対応。それを基に費用、スケ
ジュールも迅速に提出※1

1
LANケーブルを使って電力を供給
するPoE対応の無線アクセスポイ
ント導入で、電気工事コストを削減

2 電気工事コスト削減
すべてエレコム製品でWi-Fi工事
対応。機器を熟知しているため
導入作業もスムーズ

3 スムーズな導入

5
調査の上、最適なWi-Fi導入方法
をご提案します

Wi-Fi導入の最適化

※1 一部地域・離島はお受けできない場合がございます。詳しくは別途ご相談ください。
※2 当社で設置工事を実施し、工事時と構成や設定が同じである場合に限ります。
　   有償対応になる場合もあります。お客様環境のシステムについては対象外となります。
※３ 工事内容によっては電波サーベイ、ネットワーク設計が必要になる場合があります。その場合、別途費用が発生いたします。

3 ICTインフラ構築（Wi-Fi）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

現場への情報共有や業務指示を
効率化し、生産性を向上します。

PC・タブレット対応
静止画対応
メッセージの編集・削除
既読フラグ
音声アラート
日付・時刻表示
優先フラグ
重要フラグ
一括・個別配信
画面向き設定

WindowsOSのPC・タブレットからメッセージを配信できる
端末内の静止画付きのメッセージを配信できる
送信済のメッセージの編集や削除ができる
送信したメッセージをチェックすることで既読であることを区別できる
メッセージが表示されると同時にアラート音を鳴らす
サイネージ画面に現在の日付と時刻を表示する
優先したいメッセージを全ての画面に表示させる
重要なメッセージのみ色をつけて配信する
全サイネージに対し一斉／個別にメッセージを配信する
サイネージ画面について縦向き／横向きに対応する

メッセージボード機能一覧 活用シーン
情報共有
●作業進捗状況
●設備故障の連絡
●品質不具合の発生連絡
●来客情報など
作業指示
●作業リスト
●作業変更連絡
●荷物の移動指示など

機　能 概　要

簡単な操作で、現場にメッセージを配信

ソリューション・サービス
様々な業界の課題を解決する
エレコムの
ソリューション・サービス

エレコム
法人向け特集

チャットツールのような感覚で、表示させたい文字を入力し、ボタンをクリックするだけで、大型ディスプレイ上に
メッセージを配信できます。画像を添付したり、重要なメッセージの色を変えたり、タブレットやPCから双方向で
のやり取りをすることも可能です。

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。
多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや
保守サービスをご提案いたします。
多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや
現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。

それぞれの環境で活躍するネットワークカメラ エレコム/DXアンテナなら、任せて安心・便利なオールインワン対応
エレコム/DXアンテナがご提供するセキュリティカメラソリューションでは、不審者侵入などの防犯
対策や、事故防止や記録など、様々なお客様のお悩みを解決します。

監視カメラのすべての施工は、メーカーとし
てしっかりと施工！施工後は操作説明、撮
影映像のテスト、各種設定なども行います。

1 安心のメーカー施工！
機器だけ、施工だけではなく保守サービスも含めて、
すべて一括でご依頼頂けます。

2 機器・施工・保守を一括対応！

防犯と遠隔監視したい、安全確認に利用し
たいなど、様々なお客様のご要望を基に、現
地にてしっかり調査を行い、設置位置や角
度、機器構成などをご提案します。

3 現地調査でベストな提案！
遠隔監視などに必要なネットワーク環境も一括で
ご用意いたします。既存の同軸配線を利用するネッ
トワークなど、ご要望にあったネットワークを構築
します。

4 ネットワーク構築も同時に施工！

工事と機器がセットになった「監視カメラ用リース」がご利用できます。
リースだから初期費用を抑えた最新機器の導入が可能になります。

5 監視カメラ月額リースなどのプランもご用意！

HD-TVI同軸カメラシステムネットワークカメラシステム
同軸ケーブルを利用し、低コストで安定した
長距離伝送が可能！

LAN配線で、小規模店舗から
ビル・オフィスまで幅広く対応！

ほかにも、導入できる場所は沢山あります！

患者様の様子を把握

医療機器の状況把握

迅速な対応が可能

夜間の巡回業務の
軽減

医療／介護

授業中のトラブル抑止

講師のスキル向上

生徒の状況確認

親御様の安心感向上

教 育

窃盗の抑止

従業員の安全を見守る

夜間の警備の
強化

不審者の侵入抑止

オフィス

従業員の安全を見守る

車両に対するイタズラ抑止

入庫車両や荷物など、
倉庫状況の確認

不審者の侵入抑止

工場／物流

以前は監視のみの目的だったカメラも、現在では活用範囲が大きく広がり、
様々な用途に利用されています。エレコムのネットワークカメラは全機種PoE受電対応で、
専用の録画用レコーダーとLANケーブル１本繋ぐだけで、簡単に設置可能。
また、機器の提供はもちろん、設置・工事、アフターサービスまでワンストップでご提供！

ホテル 飲食店 デパート 観光地 公共施設 賃貸物件

ご要望に合わせて選べるカメラシステム パソコンのWebブラウザや
スマホのアプリで視聴可能！

※3

LAN配線
PoE

受電機能
搭載

H.265
対応

同軸配線
低コストで
長距離
伝送

アナログ
カメラの
置換可

感染症拡大を受け、働き方や生活スタイルは一気に様変わりし、リモートワークを
はじめとするＩＣＴ活用が加速しています。様々な市場において高速かつ大容量の
ネットワーク利用のためのITインフラ構築や、密を避けた遠隔・リモートによる
コミュニケーションの円滑化が急務となる中、新たなコミュニケーション・ネットワーク
構築のための「ワンストップソリューション」として、どんな課題も解決に導きます。
機器・設計・施工・保守までの一気通貫したサービスを提供する
エレコムグループにお任せください。

1 コミュニケーション円滑化（デジタルサイネージ）

2 遠隔・リモート監視（ネットワークカメラ・同軸カメラ）

Pickup

ク
ラ
ウ
ド
配
信

L
A
N
配
信

▲
小
規
模

大
規
模
▼

特徴

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

テンプレートで
コンテンツを簡単作成

配信代行サービスで
運用工数を大幅削減

オススメのお客様 構成図

1拠点でのご利用
例：オフィス・工場・倉庫様

複数拠点、
各1台でのご利用
例：小規模飲食店様

複数拠点、
各2台～でのご利用
例：チェーン展開の店舗様

管理者PC
表示用端末

表示用端末

10インチ
タブレット

ディスプレイ

ディスプレイ

NET
WORK

エレコムのサイネージなら配信システム・
機器の選定、設置作業、コンテンツ制作など
導入にかかるお手間を大幅に削減

管理者PC 表示用端末
ディスプレイ

ニーズに合わせた配信システム

メッセージボードシステム
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1 Intel® Core™ i5-7300U　2.60GHz
2 Intel® Pentium® N4200　2.50GHz 

拡張コネクタ×1
*排他オプション：COM拡張用または有線LAN拡張用

10.1インチワイド 1280×800
350cd/m2

約6.2時間
電源オフ時：2.8時間/電源オン時：4.5時間

Wi-Fi版

点検エース
バンドル
モデル※3

LTEモジュール搭載
ドコモ版 ※4

LTEモジュール搭載
ソフトバンク版 ※4

LTEモジュール搭載
KDDI（au）版 ※4

OS
画面サイズ/解像度
輝度
タッチパネル
防塵・防滴仕様※2

耐落下衝撃※2

CPU
システムメモリ
ストレージ
外部ストレージ
USB
外部入出力
有線規格
無線規格
バッテリー容量
駆動時間
充電時間
カメラ
マイク／スピーカー
動作温度・湿度
入力電圧
外形寸法
質量

Wi-Fi版

ドコモ版※4

ソフトバンク版※4

KDDI（au）版※4

10.1インチワイド 1920×1200
700cd/m2

W271.8×H197.2×D19.0mm
1.2kg ※スタイラスペン除く

Intel Celeron Quad Core N2930 1.83GHz

64GB mSATA SSD

IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.2m（非動作時）

4GB

microSD×1 （SDHC：最大32GB、SDXC：最大128GB）
USB3.0（Type-A）×1

オプション：RS232C×1 （拡張ケーブル使用/有線LANと排他） ※利用時はIP65非対応
オプション：Gigabit RJ45×1 （拡張ケーブル使用/COMと排他） ※利用時はIP65非対応

IEEE802.11a/b/g/n/ac （2.4GHz/5GHz）、Bluetooth® 4.0
5140mAh
約5.3時間

電源オフ時：2.8時間/電源オン時：4.5時間
フロント：200万画素CMOS、リア：500万画素CMOS

内蔵マイク×1／ 1W×2
温度-10～50℃　湿度10～90％ （但し結露無きこと）

19V（AC/DCアダプタ使用）

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit ／Windows 7 Professional for Embedded System 32bit/64bitから選択

Intel Core i5-5350U 1.80GHz

128GB mSATA SSD

約5.0時間
電源オフ時：2.5時間/電源オン時：3.0時間

W276.1×H201.5×D27.6mm
1.25kg ※スタイラスペン除く

LT-WMT10L/BC92  (Win10)
LT-WMT10L/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10L/BC32  (Win7/32bit)

LZ-WA10/W1  (Win10)
1 LZ-WB10H/W1  (Win10)
2 LZ-WB10M/W1  (Win10)

LT-WMT10L/SET1  (Win10)

LT-WMT10LD/SET1  (Win10)

LT-WMT10LS/SET1  (Win10)

LT-WMT10LK/SET1  (Win10)

LT-WMT10M/SET1  (Win10)

LT-WMT10MD/SET1 (Win10)

LT-WMT10MS/SET1  (Win10)

LT-WMT10MK/SET1 (Win10)

LT-WMT10H2SET1  (Win10)

LT-WMT10HD2SET1 (Win10)

LT-WMT10HS2SET1 (Win10)

LT-WMT10HK2SET1 (Win10)

LT-WMT10M/BC92 (Win10)
LT-WMT10M/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10M/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10H2BC92  (Win10)
LT-WMT10H2BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10H2BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10LD/BC92  (Win10)
LT-WMT10LD/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10LD/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10MD/BC92 (Win10)
LT-WMT10MD/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10MD/BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10HD2BC92 (Win10)
LT-WMT10HD2BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10HD2BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10LS/BC92  (Win10)
LT-WMT10LS/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10LS/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10MS/BC92 (Win10)
LT-WMT10MS/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10MS/BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10HS2BC92 (Win10)
LT-WMT10HS2BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10HS2BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10LK/BC92  (Win10)
LT-WMT10LK/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10LK/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10MK/BC92 (Win10)
LT-WMT10MK/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10MK/BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10HK2BC92 (Win10)
LT-WMT10HK2BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10HK2BC32 (Win7/32bit)

ホットスワップバッテリー高輝度 高輝度 ホットスワップバッテリー 高輝度 ホットスワップバッテリー

すべてオープン価格

受注受注受注受注

受注

エントリーモデル薄型・軽量モデル スタンダードモデル
Windowsモデル Androidモデル

ハイスペックモデル 受注スタンダード/ハイスペックモデル

※1 ： すべての手袋の動作を保証するものではありません。水濡れは水滴がついた状態での操作を想定。いずれもお客様にて事前の動作確認をお願いいたいます。　　※2 ： 無破壊・無故障を保証するものではありません。
※3 ： 「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはバンドルされていません。
※4 ： ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI（au）版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI（au）との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

LT-WMTシリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、
ライセンスを申し込むことができます。

点検エースライセンスパック

1年版
1ライセンス T0101 ¥55,000

無期限
1ライセンス T0001 ¥220,000

1年版
5ライセンス T0105 ¥165,000
3年版
1ライセンス T0301 ¥165,000
3年版
5ライセンス T0305 ¥495,000

※無期限版を除く、上記ライセンスまたはバ
ンドル版をご使用の場合、ライセンスを1
年単位で更新できます。

更新1年版
1ライセンス

●点検エース ロジテックバンドル
　専用更新ライセンス

TB0201

Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC 64bit
10.1インチワイド（16:10） 1280×800（WXGA）

400cd/m2

静電容量方式10ポイントマルチタッチ（手袋・水濡れ対応※1）
IP65準拠

MIL-STD-810G準拠 1.2m（非動作時）
Intel Atom Quad Core x5-Z8350 1.44GHz

4GB
64GB eMMC
microSD×1

USB3.0（Type-A）×1　USB2.0（Type-A）×1
micro HDMI×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth®4.2

9000mAh（35.1Wh）
8時間（JEITA2.0）

電源オフ時：4時間/電源オン時：約4.5時間
フロント：200万画素CMOS、リア500万画素CMOS

内蔵マイク×1/1Wモノラル
温度：-10～50℃　湿度20～90%（結露無きこと）

12W（タブレット）
W268×H183.6×D13.3mm

795g

Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)

800cd/m2

静電容量式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠

MIL-STD-810G 1.5m(動作時)

1 8GB   2 4GB
128GB M.2 SATA SSD

micro SD×1(SDHC：最大32GB、SDXC：最大128GB)
USB3.0(Typa-C)×1、USB3.0(Type-A）×1

micro HDMI×1

4050mAh×2
約12時間(JEITA2.0)

電源オフ時：約4時間/電源オン時：約4時間
フロント：200万画素CMOS、リア：800万画素CMOS AF搭載

内蔵マイク×1／ 1W×1

19V(AC/DCアダプタ使用)
W270.0×H190.0×D19.8mm

1 1.23kg   21.22㎏

－ －

－ －

1 LT-MS08/BCC2 　 (Android 7.1.2)

2 LT-MS08Z/BCC2 (Android 7.1.2)

3 LT-MS08C/BCC2   (Android 7.1.2)

受注スタンダードモデル 受注ハイスペックモデル 受注薄型・軽量モデル

Android 7.1.2
8インチワイド 1280×800

470cd/m2

IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.5m（非動作時）
Rockchip RK3399 （Quad Core1.8GHz）

2GB
32GB eMMC

microSD×1（SDHC：最大32GB、SDXC：最大512GB）
USB3.0（Type A）×1、USB2.0（micro-B）×1
micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth®4.2

11850mAh
約14時間

約7時間（電源オン時・オフ時共通）
フロント：190万画素CMOS、リア：800万画素CMOS

内蔵マイク×1／1W×2
温度-10～50℃ 湿度0～95％（結露無きこと）

DC19V（ACアダプタ使用）
W232.6×H150.0×D22.0mm

1880g  2907g  3886.5g  4913.5g

バーコードリーダ・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載 1 LT-MS10/BCC2　　 (Android 9.0)
バーコードリーダ・非接触ICカードリーダー搭載

1 LZ-AA10C/A1 　   (Android 9.0)
2 LZ-AA10C/A2G 　 (Android 10.0)

2 LT-MS10C/BCC2　   (Android 9.0)
バーコードリーダ・非接触ICカードリーダー搭載

※ソフトバンク版は搭載しておりません4 LT-MS08ZC/BCC2  (Android 7.1.2)
バーコードリーダ・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載

－ － －

受注受注受注受注 エントリーモデル薄型・軽量モデル スタンダードモデル
Windowsモデル

ハイスペックモデル 受注スタンダード/ハイスペックモデル

過酷な現場で使える
ZEROSHOCK
タブレット お客様のご要望により、ご利

用環境で必要なアプリをプリ
インストールしたり、各種設定
や端末管理シールの貼り付け、
ロゴなし加工などのサービス
をご利用可能です（有償）。

耐衝撃・耐振動性能
動作時における各種耐久試験を実施
自由落下試験（動作時）
18方向（面6、角4、編8）×2回、120cmから
大理石に落下  ※MIL-STD-810Gより厳しい条件
耐振動試験（動作時）
MIL-STD-810G相当の試験：前後・左右・上下に
4時間かけて振動を与え続ける

耐環境性能
-10℃～50℃※の耐熱・耐寒性能
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵
倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現
場で活躍できます。
※バッテリー稼動時

防滴・防塵性能
IP65準拠
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の
多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される
現場でも活用できます。

手袋・雨天時操作
操作モードの切り替え不要
手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作
ができます。 
※すべて条件での操作を保証するものではありません。

キッティングサービス
（国内自社工場）を
ご利用可能 

タブレット ZEROSHOCKタブレット TabletZEROSHOCKタブレット

静電容量方式10ポイントマルチタッチ（手袋モードあり）※1 静電容量方式10ポイントマルチタッチ

Android（TM） 9.0
10.1インチワイド (16:10)1920×1200（WUXGA）

550cd/m2

静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠

MIL-STD-810G準拠 1.5m（非動作時）
Rockchip RK3399（最大1.80GHz、6コア）

4GB
64GB eMMC

microSD×1（SDHC：最大32GB、SDXC：最大512GB）
USB3.0（Type A）×1、USB2.0（micro-B）×1
micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth 4.2（Class2）
3.7V、10800mAh（リチウムイオン）

LT-MS10C:約6時間（JEITA2.0）/LT-MS10:約7時間（JEITA2.0）
約6時間（電源オン時・オフ時共通）

フロント：190万画素CMOS、リア：800万画素CMOS
内蔵×1／0.65W×2（ステレオ）

温度-10～50℃ 湿度0～95％（結露無きこと）
DC19V、3.42A（ACアダプタ使用）
W283.4×H192.0×D21.9mm

1290g

10.1インチワイド (16:10)1920×1200（WUXGA）
500cd/m2

静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠

MIL-STD-810G準拠 1.2m（動作時）
MediaTek MTK6765（最大2.30GHz、8コア）

4GB
64GB eMMC

microSD×1（SDHC：最大32GB、SDXC：最大128GB）
USB2.0（Type C）×1
ヘッドセットミニ×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth 4.2（Class2）
3.8V、9000mAh（リチウムイオン）

約14.5時間（JEITA2.0）
電源オフ時：6時間/電源オン時：4.5時間
フロント：500万画素CMOS、リア：1300万画素CMOS
内蔵×1／1.1W×1（モノラル）

温度-10～50℃ 湿度0～90％（結露無きこと）
DC5V、3A（ACアダプタ使用）
W268.0×H183.6×D13.3mm

795g

LZ-WA10 series

LT-WMT series

LT-MS08 series

LT-MS10 series

LZ-AA10 series

ZEROSHOCKタブレット対応　推奨アプリ

製造現場における紙のチェックシートを
カンタン電子化！Excelでの画面設計が可能。

現場帳票電子化システムペーパーレス化

●Excelで作成された帳票（管理表）をタブレット画面から入力
●Excelの関数を利用した閾値チェックやタイムスタンプが可能
●タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
●わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
●ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
●温度計測器や電子天秤などとBluetooth®連携や基幹システムと連携可能
●食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

作業効率化 現場状況を
リアルタイム報告

手書きデータ
を電子化

紙帳票コスト
の削減

各種作業
の効率化

業務のペーパーレス化&効率化！事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

株式会社ビジー・ビー

対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

●使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
●メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
●シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
●オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
●操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
●図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
●マイクロスコープなどの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

作業効率化 紙の報告書を
タブレット化

使い慣れた点検表を
タッチ操作に

メーター読み値と
画像を同時管理

ZEROSHOCKタブレット
バンドルモデルもご用意！

株式会社テクノツリー

LZ-WA10シリーズ用 オプション すべてオープン価格

LT-WMTシリーズ用 オプション すべてオープン価格受注

LT-MS08シリーズ オプション品 すべてオープン価格受注

LT-MS10シリーズ オプション品 すべてオープン価格受注

LZ-AA10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

● デスクトップクレードル　　 ● ショルダーストラップ
● フィルム/反射防止　● フィルム/抗菌仕様
● フィルム/衝撃吸収/反射防止 ● ガラスフィルム/ゴリラ

受注

受注

¥3,058

● デスクトップクレードル　● ショルダーストラップ
● ハンドストラップ　● 車載クレードル（LT-WMT10M＆LT-WMT10L用）
● COM接続ケーブル　● 車載クレードル（LT-WMT10H用）
● 有線LAN接続ケーブル　● 標準交換バッテリー
● VESAマウントキット　● バッテリー充電台
● スタイラスペン　● ACアダプター
● 衝撃吸収フィルム（反射防止タイプ）

● デスクトップクレードル　● ショルダーストラップ
● ハンドストラップ　● 車載クレードル
● 標準交換バッテリー　● ブリーフケースハンドル
● バッテリー充電台

LZ-WB10シリーズ オプション品 すべてオープン価格受注

● デスクトップクレードル　● VESAマウントキット　● ACアダプター
● 有線LANコネクタ　● ハンドストラップ
● COMコネクタ　● 標準交換バッテリー
● バッテリー充電台　● ダミーバッテリー

● デスクトップクレードル　● ショルダーストラップ
● 車載クレードル　● 標準交換バッテリー
● バッテリー充電台

● デスクトップクレードル　　　● ショルダーストラップ
● フィルム/反射防止　● フィルム/抗菌仕様
● フィルム/衝撃吸収/反射防止　● ガラスフィルム/ゴリラ

温度-10～50℃(バッテリー稼働時)0～40℃(ACアダプタ接続時)
湿度20～90%(結露なきこと)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）
1 Bluetooth 5.0（Class1）2 Bluetooth 4.2（Class1）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

（税抜価格
 ¥200,000）

（税抜価格
 ¥50,000）¥55,000（税抜価格 ¥50,000）

（税抜価格
 ¥150,000）
（税抜価格
 ¥150,000）
（税抜価格
 ¥450,000）

（税抜価格¥2,780）

※順次発売予定。発売時期はお問い合わせください。

LZ-WB10 series

1 Android（TM） 9.0　＊GooglePlayストア非対応
2 Android（TM） 10.0　＊GooglePlayストア対応
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1 Intel® Core™ i5-7300U　2.60GHz
2 Intel® Pentium® N4200　2.50GHz 

拡張コネクタ×1
*排他オプション：COM拡張用または有線LAN拡張用

10.1インチワイド 1280×800
350cd/m2

約6.2時間
電源オフ時：2.8時間/電源オン時：4.5時間

Wi-Fi版

点検エース
バンドル
モデル※3

LTEモジュール搭載
ドコモ版 ※4

LTEモジュール搭載
ソフトバンク版 ※4

LTEモジュール搭載
KDDI（au）版 ※4

OS
画面サイズ/解像度
輝度
タッチパネル
防塵・防滴仕様※2

耐落下衝撃※2

CPU
システムメモリ
ストレージ
外部ストレージ
USB
外部入出力
有線規格
無線規格
バッテリー容量
駆動時間
充電時間
カメラ
マイク／スピーカー
動作温度・湿度
入力電圧
外形寸法
質量

Wi-Fi版

ドコモ版※4

ソフトバンク版※4

KDDI（au）版※4

10.1インチワイド 1920×1200
700cd/m2

W271.8×H197.2×D19.0mm
1.2kg ※スタイラスペン除く

Intel Celeron Quad Core N2930 1.83GHz

64GB mSATA SSD

IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.2m（非動作時）

4GB

microSD×1 （SDHC：最大32GB、SDXC：最大128GB）
USB3.0（Type-A）×1

オプション：RS232C×1 （拡張ケーブル使用/有線LANと排他） ※利用時はIP65非対応
オプション：Gigabit RJ45×1 （拡張ケーブル使用/COMと排他） ※利用時はIP65非対応

IEEE802.11a/b/g/n/ac （2.4GHz/5GHz）、Bluetooth® 4.0
5140mAh
約5.3時間

電源オフ時：2.8時間/電源オン時：4.5時間
フロント：200万画素CMOS、リア：500万画素CMOS

内蔵マイク×1／ 1W×2
温度-10～50℃　湿度10～90％ （但し結露無きこと）

19V（AC/DCアダプタ使用）

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit ／Windows 7 Professional for Embedded System 32bit/64bitから選択

Intel Core i5-5350U 1.80GHz

128GB mSATA SSD

約5.0時間
電源オフ時：2.5時間/電源オン時：3.0時間

W276.1×H201.5×D27.6mm
1.25kg ※スタイラスペン除く

LT-WMT10L/BC92  (Win10)
LT-WMT10L/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10L/BC32  (Win7/32bit)

LZ-WA10/W1  (Win10)
1 LZ-WB10H/W1  (Win10)
2 LZ-WB10M/W1  (Win10)

LT-WMT10L/SET1  (Win10)

LT-WMT10LD/SET1  (Win10)

LT-WMT10LS/SET1  (Win10)

LT-WMT10LK/SET1  (Win10)

LT-WMT10M/SET1  (Win10)

LT-WMT10MD/SET1 (Win10)

LT-WMT10MS/SET1  (Win10)

LT-WMT10MK/SET1 (Win10)

LT-WMT10H2SET1  (Win10)

LT-WMT10HD2SET1 (Win10)

LT-WMT10HS2SET1 (Win10)

LT-WMT10HK2SET1 (Win10)

LT-WMT10M/BC92 (Win10)
LT-WMT10M/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10M/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10H2BC92  (Win10)
LT-WMT10H2BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10H2BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10LD/BC92  (Win10)
LT-WMT10LD/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10LD/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10MD/BC92 (Win10)
LT-WMT10MD/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10MD/BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10HD2BC92 (Win10)
LT-WMT10HD2BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10HD2BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10LS/BC92  (Win10)
LT-WMT10LS/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10LS/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10MS/BC92 (Win10)
LT-WMT10MS/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10MS/BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10HS2BC92 (Win10)
LT-WMT10HS2BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10HS2BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10LK/BC92  (Win10)
LT-WMT10LK/BC82  (Win7/64bit)
LT-WMT10LK/BC32  (Win7/32bit)

LT-WMT10MK/BC92 (Win10)
LT-WMT10MK/BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10MK/BC32 (Win7/32bit)

LT-WMT10HK2BC92 (Win10)
LT-WMT10HK2BC82 (Win7/64bit)
LT-WMT10HK2BC32 (Win7/32bit)

ホットスワップバッテリー高輝度 高輝度 ホットスワップバッテリー 高輝度 ホットスワップバッテリー

すべてオープン価格

受注受注受注受注

受注

エントリーモデル薄型・軽量モデル スタンダードモデル
Windowsモデル Androidモデル

ハイスペックモデル 受注スタンダード/ハイスペックモデル

※1 ： すべての手袋の動作を保証するものではありません。水濡れは水滴がついた状態での操作を想定。いずれもお客様にて事前の動作確認をお願いいたいます。　　※2 ： 無破壊・無故障を保証するものではありません。
※3 ： 「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはバンドルされていません。
※4 ： ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI（au）版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI（au）との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

LT-WMTシリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、
ライセンスを申し込むことができます。

点検エースライセンスパック

1年版
1ライセンス T0101 ¥55,000

無期限
1ライセンス T0001 ¥220,000

1年版
5ライセンス T0105 ¥165,000
3年版
1ライセンス T0301 ¥165,000
3年版
5ライセンス T0305 ¥495,000

※無期限版を除く、上記ライセンスまたはバ
ンドル版をご使用の場合、ライセンスを1
年単位で更新できます。

更新1年版
1ライセンス

●点検エース ロジテックバンドル
　専用更新ライセンス

TB0201

Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC 64bit
10.1インチワイド（16:10） 1280×800（WXGA）

400cd/m2

静電容量方式10ポイントマルチタッチ（手袋・水濡れ対応※1）
IP65準拠

MIL-STD-810G準拠 1.2m（非動作時）
Intel Atom Quad Core x5-Z8350 1.44GHz

4GB
64GB eMMC
microSD×1

USB3.0（Type-A）×1　USB2.0（Type-A）×1
micro HDMI×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth®4.2

9000mAh（35.1Wh）
8時間（JEITA2.0）

電源オフ時：4時間/電源オン時：約4.5時間
フロント：200万画素CMOS、リア500万画素CMOS

内蔵マイク×1/1Wモノラル
温度：-10～50℃　湿度20～90%（結露無きこと）

12W（タブレット）
W268×H183.6×D13.3mm

795g

Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)

800cd/m2

静電容量式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠

MIL-STD-810G 1.5m(動作時)

1 8GB   2 4GB
128GB M.2 SATA SSD

micro SD×1(SDHC：最大32GB、SDXC：最大128GB)
USB3.0(Typa-C)×1、USB3.0(Type-A）×1

micro HDMI×1

4050mAh×2
約12時間(JEITA2.0)

電源オフ時：約4時間/電源オン時：約4時間
フロント：200万画素CMOS、リア：800万画素CMOS AF搭載

内蔵マイク×1／ 1W×1

19V(AC/DCアダプタ使用)
W270.0×H190.0×D19.8mm

1 1.23kg   21.22㎏

－ －

－ －

1 LT-MS08/BCC2 　 (Android 7.1.2)

2 LT-MS08Z/BCC2 (Android 7.1.2)

3 LT-MS08C/BCC2   (Android 7.1.2)

受注スタンダードモデル 受注ハイスペックモデル 受注薄型・軽量モデル

Android 7.1.2
8インチワイド 1280×800

470cd/m2

IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.5m（非動作時）
Rockchip RK3399 （Quad Core1.8GHz）

2GB
32GB eMMC

microSD×1（SDHC：最大32GB、SDXC：最大512GB）
USB3.0（Type A）×1、USB2.0（micro-B）×1
micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth®4.2

11850mAh
約14時間

約7時間（電源オン時・オフ時共通）
フロント：190万画素CMOS、リア：800万画素CMOS

内蔵マイク×1／1W×2
温度-10～50℃ 湿度0～95％（結露無きこと）

DC19V（ACアダプタ使用）
W232.6×H150.0×D22.0mm

1880g  2907g  3886.5g  4913.5g

バーコードリーダ・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載 1 LT-MS10/BCC2　　 (Android 9.0)
バーコードリーダ・非接触ICカードリーダー搭載

1 LZ-AA10C/A1 　   (Android 9.0)
2 LZ-AA10C/A2G 　 (Android 10.0)

2 LT-MS10C/BCC2　   (Android 9.0)
バーコードリーダ・非接触ICカードリーダー搭載

※ソフトバンク版は搭載しておりません4 LT-MS08ZC/BCC2  (Android 7.1.2)
バーコードリーダ・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載

－ － －

過酷な現場で使える
ZEROSHOCK
タブレット お客様のご要望により、ご利

用環境で必要なアプリをプリ
インストールしたり、各種設定
や端末管理シールの貼り付け、
ロゴなし加工などのサービス
をご利用可能です（有償）。

耐衝撃・耐振動性能
動作時における各種耐久試験を実施
自由落下試験（動作時）
18方向（面6、角4、編8）×2回、120cmから
大理石に落下  ※MIL-STD-810Gより厳しい条件
耐振動試験（動作時）
MIL-STD-810G相当の試験：前後・左右・上下に
4時間かけて振動を与え続ける

耐環境性能
-10℃～50℃※の耐熱・耐寒性能
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵
倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現
場で活躍できます。
※バッテリー稼動時

防滴・防塵性能
IP65準拠
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の
多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される
現場でも活用できます。

手袋・雨天時操作
操作モードの切り替え不要
手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作
ができます。 
※すべて条件での操作を保証するものではありません。

キッティングサービス
（国内自社工場）を
ご利用可能 

タブレット ZEROSHOCKタブレット TabletZEROSHOCKタブレット

静電容量方式10ポイントマルチタッチ（手袋モードあり）※1 静電容量方式10ポイントマルチタッチ

Android（TM） 9.0
10.1インチワイド (16:10)1920×1200（WUXGA）

550cd/m2

静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠

MIL-STD-810G準拠 1.5m（非動作時）
Rockchip RK3399（最大1.80GHz、6コア）

4GB
64GB eMMC

microSD×1（SDHC：最大32GB、SDXC：最大512GB）
USB3.0（Type A）×1、USB2.0（micro-B）×1
micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth 4.2（Class2）
3.7V、10800mAh（リチウムイオン）

LT-MS10C:約6時間（JEITA2.0）/LT-MS10:約7時間（JEITA2.0）
約6時間（電源オン時・オフ時共通）

フロント：190万画素CMOS、リア：800万画素CMOS
内蔵×1／0.65W×2（ステレオ）

温度-10～50℃ 湿度0～95％（結露無きこと）
DC19V、3.42A（ACアダプタ使用）
W283.4×H192.0×D21.9mm

1290g

10.1インチワイド (16:10)1920×1200（WUXGA）
500cd/m2

静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠

MIL-STD-810G準拠 1.2m（動作時）
MediaTek MTK6765（最大2.30GHz、8コア）

4GB
64GB eMMC

microSD×1（SDHC：最大32GB、SDXC：最大128GB）
USB2.0（Type C）×1
ヘッドセットミニ×1

－
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth 4.2（Class2）
3.8V、9000mAh（リチウムイオン）

約14.5時間（JEITA2.0）
電源オフ時：6時間/電源オン時：4.5時間
フロント：500万画素CMOS、リア：1300万画素CMOS
内蔵×1／1.1W×1（モノラル）

温度-10～50℃ 湿度0～90％（結露無きこと）
DC5V、3A（ACアダプタ使用）
W268.0×H183.6×D13.3mm

795g

LZ-WA10 series

LT-WMT series

LT-MS08 series

LT-MS10 series

LZ-AA10 series

ZEROSHOCKタブレット対応　推奨アプリ

製造現場における紙のチェックシートを
カンタン電子化！Excelでの画面設計が可能。

現場帳票電子化システムペーパーレス化

●Excelで作成された帳票（管理表）をタブレット画面から入力
●Excelの関数を利用した閾値チェックやタイムスタンプが可能
●タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
●わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
●ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
●温度計測器や電子天秤などとBluetooth®連携や基幹システムと連携可能
●食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

作業効率化 現場状況を
リアルタイム報告

手書きデータ
を電子化

紙帳票コスト
の削減

各種作業
の効率化

業務のペーパーレス化&効率化！事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

株式会社ビジー・ビー

対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

●使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
●メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
●シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
●オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
●操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
●図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
●マイクロスコープなどの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

作業効率化 紙の報告書を
タブレット化

使い慣れた点検表を
タッチ操作に

メーター読み値と
画像を同時管理

ZEROSHOCKタブレット
バンドルモデルもご用意！

株式会社テクノツリー

LZ-WA10シリーズ用 オプション すべてオープン価格

LT-WMTシリーズ用 オプション すべてオープン価格受注

LT-MS08シリーズ オプション品 すべてオープン価格受注

LT-MS10シリーズ オプション品 すべてオープン価格受注

LZ-AA10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

● デスクトップクレードル　　 ● ショルダーストラップ
● フィルム/反射防止　● フィルム/抗菌仕様
● フィルム/衝撃吸収/反射防止 ● ガラスフィルム/ゴリラ

受注

受注

¥3,058

● デスクトップクレードル　● ショルダーストラップ
● ハンドストラップ　● 車載クレードル（LT-WMT10M＆LT-WMT10L用）
● COM接続ケーブル　● 車載クレードル（LT-WMT10H用）
● 有線LAN接続ケーブル　● 標準交換バッテリー
● VESAマウントキット　● バッテリー充電台
● スタイラスペン　● ACアダプター
● 衝撃吸収フィルム（反射防止タイプ）

● デスクトップクレードル　● ショルダーストラップ
● ハンドストラップ　● 車載クレードル
● 標準交換バッテリー　● ブリーフケースハンドル
● バッテリー充電台

LZ-WB10シリーズ オプション品 すべてオープン価格受注

● デスクトップクレードル　● VESAマウントキット　● ACアダプター
● 有線LANコネクタ　● ハンドストラップ
● COMコネクタ　● 標準交換バッテリー
● バッテリー充電台　● ダミーバッテリー

● デスクトップクレードル　● ショルダーストラップ
● 車載クレードル　● 標準交換バッテリー
● バッテリー充電台

● デスクトップクレードル　　　● ショルダーストラップ
● フィルム/反射防止　● フィルム/抗菌仕様
● フィルム/衝撃吸収/反射防止　● ガラスフィルム/ゴリラ

温度-10～50℃(バッテリー稼働時)0～40℃(ACアダプタ接続時)
湿度20～90%(結露なきこと)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）
1 Bluetooth 5.0（Class1）2 Bluetooth 4.2（Class1）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

（税抜価格
 ¥200,000）

（税抜価格
 ¥50,000）¥55,000（税抜価格 ¥50,000）

（税抜価格
 ¥150,000）
（税抜価格
 ¥150,000）
（税抜価格
 ¥450,000）

（税抜価格¥2,780）

※順次発売予定。発売時期はお問い合わせください。

LZ-WB10 series

1 Android（TM） 9.0　＊GooglePlayストア非対応
2 Android（TM） 10.0　＊GooglePlayストア対応
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標準の1年保証に加え、オンライン資格確認端末専用の
センドバック延長保守（最長5年）、
デリバリー保守（最長5年）の保守メニューを準備。

●厚生労働省が定める「資格確認端末において
    満たすべき要件」に準拠した専用端末
●コンパクトに設置できるminiBox型
●付属のポートガードで不正使用や
　データ持ち出しを未然に防止
●セキュリティスロット搭載で盗難防止にもお役立ち
● SSDモデルにはグループ会社の
　ハギワラソリューションズ製産業用SSDを搭載
●2025年12月までの長期供給を予定

産業用PC オンライン資格確認端末・ICカードリーダライタ／ICカードリーダクリーナー　　 ネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORK

ネットワークカメラ

ネットワークカメラ&レコーダー
さまざまな検証実験を行った信頼・安心の製品

バレット / 電動バリフォーカルカメラ

市場にさまざまな製品があふれる中、私たちは、
丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、
適切な機能を持った製品を提供します。

電動可変焦点バレット型200万画素ネットワークカメラ

ドーム / 電動バリフォーカルカメラ

電動可変焦点ドーム型200万画素ネットワークカメラ
電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ。

保守サービス
のご案内は
こちらから！

電動可変焦点 ： 設置後にリモートから画角調整可能 

ネットワークカメラ・
レコーダーの
特集ページはこちら！

SCB-EB2M02
 ■寸法：(長さ×幅×高さ)／253.4mm ×86mm ×71.7mm

電動ズーム
2.8～12mm 200万画素 F値 1.6

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 約30°～107°

垂直 約17°～57°
CMOS

約1/3 インチ H.264/H.265 フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約20m ー 防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） microSDスロット WDR オープン価格 SCB-ED2M02

 ■寸法：(径×高さ)／Φ148 x 111.3 mm

電動ズーム
2.8～12mm 200万画素 F値 1.6

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 約27°～107°

垂直 約15°～56°
CMOS

約1/3 インチ H.264/H.265 フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約25m 耐衝撃 IK10 防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） microSDスロット WDR オープン価格

ネットワークカメラ＆レコーダー製品　保守サービス（オプション）ICカードリーダライタ ICカードリーダクリーナー

複数年契約パックについて
製品ご購入後、2か月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご
購入から最長5年間になります。
延長年契約パック
ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約で
きません。ご契約は1年単位となります。先の契約が終了後、2か月以内の
契約が必要です。

※HDD返却不要オンサイト保守  制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計2本までといたします。上限を
超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生
しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に
同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさ
せていただく場合がございます。

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼さ
れる場合に修理費用が不要となるサービスです。

オプション
センドバックセンドバックセンドバックセンドバック
延長保守延長保守延長保守延長保守

※ご購入時より受注

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

オプション

オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守
※ご購入時より受注

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

※ご購入時より受注

オプション
HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要
オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守

※制限事項について：下記注記参照
製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定
場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

※ご購入時より受注

オプション

デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守

複数年契約
パック
延長年契約
パック

1年間
（延長1年）
2年間
3年間
4年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01S

EBS-DH-02S
EBS-DH-03S
EBS-DH-04S
EBS-DH-05S

保守期間 パック型番 標準価格

複数年契約
パック
延長年契約
パック

1年間
（延長1年）
2年間
3年間
4年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01U

EBS-DH-02U
EBS-DH-03U
EBS-DH-04U
EBS-DH-05U

保守期間 パック型番 標準価格

複数年契約
パック
延長年契約
パック

1年間
（延長1年）
2年間
3年間
4年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01T

EBS-DH-02T
EBS-DH-03T
EBS-DH-04T
EBS-DH-05T

ネットワークカメラ
ネットワークカメラ ネットワークレコーダーネットワークレコーダー

ネットワークレコーダー

1年間
（延長1年）
3年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01UNA
EBS-DH-03UNA
EBS-DH-05UNA

8ch対応
返却不要
パック

4ch対応
返却不要
パック

16ch対応
返却不要
パック

1年間
（延長1年）
3年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01UNB
EBS-DH-03UNB
EBS-DH-05UNB

1年間
（延長1年）
3年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01UNC
EBS-DH-03UNC
EBS-DH-05UNC

延長1年
3年間
5年間

保守期間

複数年契約パック
オープン価格
オープン価格
オープン価格

パック型番 標準価格

EBS-OS-E01U
EBS-OS-03U
EBS-OS-05U

ネットワークレコーダー

延長1年
3年間
5年間

保守期間

複数年契約パック
オープン価格
オープン価格
オープン価格

パック型番 標準価格

EBS-OS-E01UN
EBS-OS-03UN
EBS-OS-05UN

延長年
契約
パック

1年間
2年間
3年間
4年間

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-SB-01S
EBS-SB-02S
EBS-SB-03S
EBS-SB-04S

延長年
契約
パック

延長1年
延長2年
延長3年
延長4年

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-SB-01T
EBS-SB-02T
EBS-SB-03T
EBS-SB-04T

保守期間 パック型番 標準価格

延長年
契約
パック

1年間
2年間
3年間
4年間

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-SB-01U
EBS-SB-02U
EBS-SB-03U
EBS-SB-04U

保守期間 パック型番 標準価格

SCB-EF4K03
以外

SCB-EF4K03

SCB-EF4K03
以外

SCB-EF4K03

（税抜価格¥8,510）

■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g※ケーブル含む

¥9,361MR-ICA001BK

マイナンバーカードに対応した
非接触式ICカードリーダライタ

●マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応
●マイナポータルやマイナポイント申請、
　e-Tax、eLTAXなどのご利用可能
●かざすだけでカードを認識
●電源不要のバスパワータイプ

e-Tax対応 NFC対応 MaceLTAX対応

個人番号カード
対応

マイナポータル
対応

公的個人認証サービス
対応 Windows

（税抜価格¥4,420）

■約W20.6×D59.1×H12.8mm/約11g

¥4,862

（税抜価格¥2,280）¥2,508

（税抜価格¥2,640）¥2,904

（税抜価格¥4,060）¥4,466

（税抜価格¥8,550）¥9,405MR-ICD102BK
■カードサイズ：縦53.98mm、横85.60mm

CK-CR4

CK-CR3

CK-CR2

CK-CR1

マイナンバーカードに対応
折り畳める接触式ICカードリーダライタ

ICカードリーダライタ、決済端末機の
読取エラーを予防・解消できる
クリーニングカード

●マイナポータルやマイナポイント申請、
　e-Tax、eLTAXなどのご利用可能
●収納に便利なコンパクトタイプ
●隣のUSBポートをふさがずに使える

●読取接点についた汚れをクリーニング
●読取端末に本製品を5～10回、挿入・
排出するだけで簡単にクリーニング

●超極細繊維で汚れを強力に落とす
●左右2か所にクリーナー
●クリーニングクロスつき

e-Tax対応 MaceLTAX対応

個人番号カード
対応

マイナポータル
対応

公的個人認証サービス
対応 Windows

必要なアプリ、設定を実施済み！
現地での初期設定作業を大幅に
短縮できる端末をご提供！

国内自社工場のワンストップ
フルサポート体制で安心の品質をご提供！

小型筐体に必要な要素を
全て兼ね備えた専用端末

製品型番 LB-JB18/M01 LB-JB18/M02
オープン価格 オープン価格

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Intel(R) Core(TM) i3-8100T（6Mキャッシュ、3.10GHz）

8GB

温度：0～40℃　　湿度：10～90％（結露無きこと）

入力：AC100V～240V、50～60Hz（ACアダプタ使用）
出力：DC12V、10A（ACアダプタ使用）

ACケーブル：2pin アース付、ケーブル長：約1.8m（ACケーブル）、約1.5m（DCケーブル）

USB3.2 Gen.1（Type-A）×4（背面） 、 USB2.0（Type-A）×2（前面）
COM（D-sub 9pin）×2（背面）*RS232 、 LAN（10/100/1000Mbps）×2（背面）

HDMI×2（背面） 、 MIC IN 、 LINE OUT×1

幅170×奥行195×高65mm（突起物除く）
約1.8kg（システム構成による）

ご購入後1年間（センドバック保守対応）
2025年12月末予定
VCCI Class B、PSE

ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー

SSD 240GB HDD 1TB

本体希望小売価格
OS
CPU
メモリ

ストレージ

インターフェース

電源

使用環境条件
外形寸法
重量

保証期間
供給期間
認証規格
付属品

医療機関、薬局の受付業務がスマート化！

オンライン資格確認スタートに向け、
専用端末が登場！

医療機関、薬局の受付業務がスマート化！

オンライン資格確認スタートに向け、
専用端末が登場！専用端末が登場！ 2021年3月からスタートする医療保険のオンライン資格確認。

マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により
患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することが可能となり、
窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。
医療機関の窓口業務のスムーズ化を図ります。

コンパクトなminiBOX型＆
VESAマウントキット標準搭載で

受付にも設置可能な
省スペース設計！

オンライン資格確認端末

【HDDモデル】LB-JB18/M02 オープン価格

【SSDモデル】LB-JB18/M01 オープン価格

資格確認のために必要なソフトのインストールや
煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の
負担を削減します。

除電ができる乾式タイプ

読み取りエラーを解消する湿式タイプ

読み取りエラーを解消する湿式タイプと除電ができる乾式タイプのセット

読み取りエラーを解消する湿式タイプと除電ができる乾式タイプの増量セット

ネットワークレコーダー
SRB-E04101シリーズ SRB-E08201シリーズ
4ch対応ネットワークレコーダー
最大4台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

8ch対応ネットワークレコーダー
最大8台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

SRB-E04S08T101 8TB／4ch対応
SRB-E04S04T101 4TB／4ch対応
SRB-E04S02T101 2TB／4ch対応

 ■寸法：（幅×奥行×高さ）／260mm × 240mm × 44 mm
※全方位4Kネットワークカメラ SCB-EF4K03は、本製品ではご利用いただけません

オープン価格

オープン価格

オープン価格

※HDD2台搭載モデルの、SRB-E08D08T201のみ

SRB-E08D08T201 8TB（4TB×2）／8ch対応
SRB-E08S08T201 8TB／8ch対応
SRB-E08S04T201 4TB／8ch対応

 ■寸法：（幅×奥行×高さ）／380mm × 315mm × 46 mm

オープン価格

オープン価格

オープン価格

PoE給電
8ポート搭載

監視システム向け
HDD搭載

選べるHDD容量
4TB／8TB

重複録画対応
※1部モデルのみ

PoE給電
4ポート搭載

監視システム向け
HDD搭載

選べるHDD容量
2TB／4TB／8TB

※CNE3CBF1以外対象

バレット / 固定焦点カメラ

固定焦点バレット型
200万画素ネットワークカメラ

ドーム / 固定焦点カメラ

固定焦点ドーム型
200万画素ネットワークカメラ

全方位型カメラ

全方位 
4Kネットワークカメラ

狙った方向をしっかり撮影できる。
駐車場や店舗・倉庫などの広域監視にも最適な
固定焦点バレット型ネットワークカメラ。

広角で幅広く撮影できる。
野外の軒下や店舗・倉庫などの監視に最適な
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。

暗いところで使え、1200万画素の
全方位撮影可能。オフィスやスーパーマーケットなどの
全体を撮影したい環境に最適なフィッシュアイ型4Kネットワークカメラ。

固定焦点 ： 出荷時の画角そのままで利用（変更不可） 【画角変更は出来ないがバリフォーカルと比べると低価格】

固定焦点 2.8mm 200万画素 F値 1.6

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 106.7°

ー H.264/H.265
H.265+

フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約40m ー

ー

防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～60℃
（※赤外線OFF時） ー

CNE3CBF1
 ■寸法：(長さ×幅×高さ)／155.9mm × 63.1mm × 62.7mm

オープン価格

固定焦点 2.8mm 200万画素 F値 2.0

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 約103°

垂直 約54°
CMOS

約1/3 インチ H.264/H.265 フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約25m 耐衝撃 IK10

microSDスロット

防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） WDR

SCB-ED2M01
 ■寸法：(径×高さ)／Φ108.5 x 81 mm

オープン価格

固定焦点1.8mm 1200万画素 F値 2.4

最大解像度
4000×3000 低被写体照度カラー 水平 約180°

360°パノラマ撮影 H.264/H.265 フレームレート MAX 15fps
（4000×3000時）

赤外線対応
最大約10m 耐衝撃 IK10 WDR

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） microSDスロット 音声双方向通信

SCB-EF4K03
 ■寸法：(径×高さ)／Φ149 x 55mm

オープン価格

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。66
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標準の1年保証に加え、オンライン資格確認端末専用の
センドバック延長保守（最長5年）、
デリバリー保守（最長5年）の保守メニューを準備。

●厚生労働省が定める「資格確認端末において
    満たすべき要件」に準拠した専用端末
●コンパクトに設置できるminiBox型
●付属のポートガードで不正使用や
　データ持ち出しを未然に防止
●セキュリティスロット搭載で盗難防止にもお役立ち
● SSDモデルにはグループ会社の
　ハギワラソリューションズ製産業用SSDを搭載
●2025年12月までの長期供給を予定

産業用PC ネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORKネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORKネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORKネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORKネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORKNETWORKNETWORKネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダーネットワークカメラ／ネットワークレコーダー NETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORKNETWORK

ネットワークカメラネットワークカメラネットワークカメラ

ネットワークカメラ&レコーダー
さまざまな検証実験を行った信頼・安心の製品

バレット / 電動バリフォーカルカメラ

ネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダーネットワークカメラ&レコーダー
市場にさまざまな製品があふれる中、私たちは、
丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、
適切な機能を持った製品を提供します。

電動可変焦点バレット型200万画素ネットワークカメラ

ドーム / 電動バリフォーカルカメラ

電動可変焦点ドーム型200万画素ネットワークカメラ
電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ。

保守サービス
のご案内は
こちらから！

電動可変焦点 ： 設置後にリモートから画角調整可能 

ネットワークカメラ・
レコーダーの
特集ページはこちら！

SCB-EB2M02
 ■寸法：(長さ×幅×高さ)／253.4mm ×86mm ×71.7mm

電動ズーム
2.8～12mm 200万画素 F値 1.6

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 約30°～107°

垂直 約17°～57°
CMOS

約1/3 インチ H.264/H.265 フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約20m ー 防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） microSDスロット WDR オープン価格 SCB-ED2M02

 ■寸法：(径×高さ)／Φ148 x 111.3 mm

電動ズーム
2.8～12mm 200万画素 F値 1.6

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 約27°～107°

垂直 約15°～56°
CMOS

約1/3 インチ H.264/H.265 フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約25m 耐衝撃 IK10 防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） microSDスロット WDR オープン価格

ネットワークカメラ＆レコーダー製品　保守サービス（オプション）ICカードリーダライタ ICカードリーダクリーナー

複数年契約パックについて
製品ご購入後、2か月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご
購入から最長5年間になります。
延長年契約パック
ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約で
きません。ご契約は1年単位となります。先の契約が終了後、2か月以内の
契約が必要です。

※HDD返却不要オンサイト保守  制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計2本までといたします。上限を
超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生
しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に
同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさ
せていただく場合がございます。

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼さ
れる場合に修理費用が不要となるサービスです。

オプション
センドバックセンドバックセンドバックセンドバック
延長保守延長保守延長保守延長保守

※ご購入時より受注

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

オプション

オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守
※ご購入時より受注

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

※ご購入時より受注

オプション
HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要
オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守

※制限事項について：下記注記参照
製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定
場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

※ご購入時より受注

オプション

デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守

複数年契約
パック
延長年契約
パック

1年間
（延長1年）
2年間
3年間
4年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01S

EBS-DH-02S
EBS-DH-03S
EBS-DH-04S
EBS-DH-05S

保守期間 パック型番 標準価格

複数年契約
パック
延長年契約
パック

1年間
（延長1年）
2年間
3年間
4年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01U

EBS-DH-02U
EBS-DH-03U
EBS-DH-04U
EBS-DH-05U

保守期間 パック型番 標準価格

複数年契約
パック
延長年契約
パック

1年間
（延長1年）
2年間
3年間
4年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01T

EBS-DH-02T
EBS-DH-03T
EBS-DH-04T
EBS-DH-05T

ネットワークカメラ
ネットワークカメラ ネットワークレコーダーネットワークレコーダー

ネットワークレコーダー

1年間
（延長1年）
3年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01UNA
EBS-DH-03UNA
EBS-DH-05UNA

8ch対応
返却不要
パック

4ch対応
返却不要
パック

16ch対応
返却不要
パック

1年間
（延長1年）
3年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01UNB
EBS-DH-03UNB
EBS-DH-05UNB

1年間
（延長1年）
3年間
5年間

オープン価格

オープン価格
オープン価格

EBS-DH-01UNC
EBS-DH-03UNC
EBS-DH-05UNC

延長1年
3年間
5年間

保守期間

複数年契約パック
オープン価格
オープン価格
オープン価格

パック型番 標準価格

EBS-OS-E01U
EBS-OS-03U
EBS-OS-05U

ネットワークレコーダー

延長1年
3年間
5年間

保守期間

複数年契約パック
オープン価格
オープン価格
オープン価格

パック型番 標準価格

EBS-OS-E01UN
EBS-OS-03UN
EBS-OS-05UN

延長年
契約
パック

1年間
2年間
3年間
4年間

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-SB-01S
EBS-SB-02S
EBS-SB-03S
EBS-SB-04S

延長年
契約
パック

延長1年
延長2年
延長3年
延長4年

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-SB-01T
EBS-SB-02T
EBS-SB-03T
EBS-SB-04T

保守期間 パック型番 標準価格

延長年
契約
パック

1年間
2年間
3年間
4年間

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

EBS-SB-01U
EBS-SB-02U
EBS-SB-03U
EBS-SB-04U

保守期間 パック型番 標準価格

SCB-EF4K03
以外

SCB-EF4K03

SCB-EF4K03
以外

SCB-EF4K03

（税抜価格¥8,510）

■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g※ケーブル含む

¥9,361MR-ICA001BK

マイナンバーカードに対応した
非接触式ICカードリーダライタ

●マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応
●マイナポータルやマイナポイント申請、
　e-Tax、eLTAXなどのご利用可能
●かざすだけでカードを認識
●電源不要のバスパワータイプ

e-Tax対応 NFC対応 MaceLTAX対応

個人番号カード
対応

マイナポータル
対応

公的個人認証サービス
対応 Windows

（税抜価格¥4,420）

■約W20.6×D59.1×H12.8mm/約11g

¥4,862

（税抜価格¥2,280）¥2,508

（税抜価格¥2,640）¥2,904

（税抜価格¥4,060）¥4,466

（税抜価格¥8,550）¥9,405MR-ICD102BK
■カードサイズ：縦53.98mm、横85.60mm

CK-CR4

CK-CR3

CK-CR2

CK-CR1

マイナンバーカードに対応
折り畳める接触式ICカードリーダライタ

ICカードリーダライタ、決済端末機の
読取エラーを予防・解消できる
クリーニングカード

●マイナポータルやマイナポイント申請、
　e-Tax、eLTAXなどのご利用可能
●収納に便利なコンパクトタイプ
●隣のUSBポートをふさがずに使える

●読取接点についた汚れをクリーニング
●読取端末に本製品を5～10回、挿入・
排出するだけで簡単にクリーニング

●超極細繊維で汚れを強力に落とす
●左右2か所にクリーナー
●クリーニングクロスつき

e-Tax対応 MaceLTAX対応

個人番号カード
対応

マイナポータル
対応

公的個人認証サービス
対応 Windows

必要なアプリ、設定を実施済み！
現地での初期設定作業を大幅に
短縮できる端末をご提供！

国内自社工場のワンストップ
フルサポート体制で安心の品質をご提供！

小型筐体に必要な要素を
全て兼ね備えた専用端末

製品型番 LB-JB18/M01 LB-JB18/M02
オープン価格 オープン価格

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Intel(R) Core(TM) i3-8100T（6Mキャッシュ、3.10GHz）

8GB

温度：0～40℃　　湿度：10～90％（結露無きこと）

入力：AC100V～240V、50～60Hz（ACアダプタ使用）
出力：DC12V、10A（ACアダプタ使用）

ACケーブル：2pin アース付、ケーブル長：約1.8m（ACケーブル）、約1.5m（DCケーブル）

USB3.2 Gen.1（Type-A）×4（背面） 、 USB2.0（Type-A）×2（前面）
COM（D-sub 9pin）×2（背面）*RS232 、 LAN（10/100/1000Mbps）×2（背面）

HDMI×2（背面） 、 MIC IN 、 LINE OUT×1

幅170×奥行195×高65mm（突起物除く）
約1.8kg（システム構成による）

ご購入後1年間（センドバック保守対応）
2025年12月末予定
VCCI Class B、PSE

ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー

SSD 240GB HDD 1TB

本体希望小売価格
OS
CPU
メモリ

ストレージ

インターフェース

電源

使用環境条件
外形寸法
重量

保証期間
供給期間
認証規格
付属品

医療機関、薬局の受付業務がスマート化！

オンライン資格確認スタートに向け、
専用端末が登場！ 2021年3月からスタートする医療保険のオンライン資格確認。

マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により
患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することが可能となり、
窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。
医療機関の窓口業務のスムーズ化を図ります。

コンパクトなminiBOX型＆
VESAマウントキット標準搭載で

受付にも設置可能な
省スペース設計！

オンライン資格確認端末

【HDDモデル】LB-JB18/M02 オープン価格

【SSDモデル】LB-JB18/M01 オープン価格

資格確認のために必要なソフトのインストールや
煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の
負担を削減します。

除電ができる乾式タイプ

読み取りエラーを解消する湿式タイプ

読み取りエラーを解消する湿式タイプと除電ができる乾式タイプのセット

読み取りエラーを解消する湿式タイプと除電ができる乾式タイプの増量セット

ネットワークレコーダー
SRB-E04101シリーズ SRB-E08201シリーズ
4ch対応ネットワークレコーダー
最大4台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

8ch対応ネットワークレコーダー
最大8台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

SRB-E04S08T101 8TB／4ch対応
SRB-E04S04T101 4TB／4ch対応
SRB-E04S02T101 2TB／4ch対応

 ■寸法：（幅×奥行×高さ）／260mm × 240mm × 44 mm
※全方位4Kネットワークカメラ SCB-EF4K03は、本製品ではご利用いただけません

オープン価格

オープン価格

オープン価格

※HDD2台搭載モデルの、SRB-E08D08T201のみ

SRB-E08D08T201 8TB（4TB×2）／8ch対応
SRB-E08S08T201 8TB／8ch対応
SRB-E08S04T201 4TB／8ch対応

 ■寸法：（幅×奥行×高さ）／380mm × 315mm × 46 mm

オープン価格

オープン価格

オープン価格

PoE給電
8ポート搭載

監視システム向け
HDD搭載

選べるHDD容量
4TB／8TB

重複録画対応
※1部モデルのみ

PoE給電
4ポート搭載

監視システム向け
HDD搭載

選べるHDD容量
2TB／4TB／8TB

※CNE3CBF1以外対象

バレット / 固定焦点カメラ

固定焦点バレット型
200万画素ネットワークカメラ

ドーム / 固定焦点カメラ

固定焦点ドーム型
200万画素ネットワークカメラ

全方位型カメラ

全方位 
4Kネットワークカメラ

狙った方向をしっかり撮影できる。
駐車場や店舗・倉庫などの広域監視にも最適な
固定焦点バレット型ネットワークカメラ。

広角で幅広く撮影できる。
野外の軒下や店舗・倉庫などの監視に最適な
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。

暗いところで使え、1200万画素の
全方位撮影可能。オフィスやスーパーマーケットなどの
全体を撮影したい環境に最適なフィッシュアイ型4Kネットワークカメラ。

固定焦点 ： 出荷時の画角そのままで利用（変更不可） 【画角変更は出来ないがバリフォーカルと比べると低価格】

固定焦点 2.8mm 200万画素 F値 1.6

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 106.7°

ー H.264/H.265
H.265+

フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約40m ー

ー

防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～60℃
（※赤外線OFF時） ー

CNE3CBF1
 ■寸法：(長さ×幅×高さ)／155.9mm × 63.1mm × 62.7mm

オープン価格

固定焦点 2.8mm 200万画素 F値 2.0

最大解像度
1920×1080 低被写体照度カラー 水平 約103°

垂直 約54°
CMOS

約1/3 インチ H.264/H.265 フレームレート
MAX30fps

赤外線対応
最大約25m 耐衝撃 IK10

microSDスロット

防水 IP67

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） WDR

SCB-ED2M01
 ■寸法：(径×高さ)／Φ108.5 x 81 mm

オープン価格

固定焦点1.8mm 1200万画素 F値 2.4

最大解像度
4000×3000 低被写体照度カラー 水平 約180°

360°パノラマ撮影 H.264/H.265 フレームレート MAX 15fps
（4000×3000時）

赤外線対応
最大約10m 耐衝撃 IK10 WDR

使用温度 ｰ30℃～55℃
（※赤外線OFF時） microSDスロット 音声双方向通信

SCB-EF4K03
 ■寸法：(径×高さ)／Φ149 x 55mm

オープン価格

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。 77
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NETWORK法人向けスイッチングハブ（Webスマート／アンマネージ）／PoE対応スイッチングハブ／同軸コンバーター

法人向けスイッチングハブ（インテリジェント／アンマネージ）

3年＋2年
 保証※

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

19 EHB-SG2B24F-PL
PoE対応

18 EHB-SG2B16F-PL
PoE対応

17 EHB-SG2B08-PL

PoE対応

※「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※ポート1～ 4のみ

レイヤー2Webスマート
WEB設定・管理機能搭載＋PoE給電対応

メタル
ケース

プラスチック
ケース

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現
●ネットワークループによる通信障害を未然に防ぐ
　ループ防止機能搭載

保守サービスについて ➡ P14

VLAN/
QoS対応

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 ファンレス

19インチ
ラックマウント対応

耐熱50℃

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット

EHB-SG2B084 8ポート

EHB-SG2B165 16ポート

（税抜価格¥29,800）EHB-SG2B246 24ポート

EHB-SG2Bシリーズ

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥14,800）
（税抜価格¥9,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥59,800）

（税抜価格¥8,980）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥24,800）

（税抜価格¥39,800）

（税抜価格¥49,800）

（税抜価格¥14,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥34,800）

（税抜価格¥34,800）

（税抜価格¥17,900）

（税抜価格¥7,580）

（税抜価格¥28,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥7,900）

（税抜価格¥5,760）

（税抜価格¥5,800）
¥32,780
¥21,780
¥16,280

■4W280×D180×H44mm/約1.6kg
5W280×D180×H44mm/約1.8kg
6W440×D140×H44mm/約2.2kg ※質量は本体のみ

※ポート
　1～4のみ

3年保証＋2年 保守オプション対象

WEB設定 VLAN対応 QoS対応

6 EHB-SG2B24 5 EHB-SG2B16 4 EHB-SG2B08

レイヤー2Webスマート
WEB設定・管理機能搭載

24ポート 16ポート 8ポート 5ポートモデル・機能 筐体

3年保証＋2年 保守オプション対象

WEB設定 VLAN対応 QoS対応

16 EHB-UF2A08-PF

PoE対応

レイヤー2アンマネージ
基本機能充実＋PoE給電対応、安心ネットワーク

15 EHB-UG2B16F-PL 14 EHB-UG2B08-PL2 13 EHB-UG2B05-PL

3 EHB-UG2C16-PL 2 EHB-UG2C08E-PL 1 EHB-UG2C05E-PL

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応※ ファンレス

100BASE-TX

ギガビット

PoE対応

ギガビット

ギガビット

3年保証＋2年 保守オプション対象

10 EHB-UG2A08-S

レイヤー2アンマネージ
基本機能充実、安心ネットワーク

11 EHB-UG2A16-S12 EHB-UG2A24-S3年保証＋2年 保守オプション対象

8 EHB-UF2A08-TP

7 EHB-UG2A08-TP

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

9 EHB-UG2A05-S

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレスタップ型

100BASE-TX

ファンレスタップ型

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することで
プラス2年の延長保証があります。

3年保証＋2年

レイヤー2 Giga対応 Webスマートスイッチ 4 5 6

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

※ポート

ギガビット

EHB-SG2B24

ギガビット

EHB-UG2A08-TP

ファンレスファンレス

EHB-UG2A24-S EHB-UG2A08-S

ギガビット

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

ネットワーク 法人向けスイッチングハブ（Webスマート／アンマネージ）／PoE対応スイッチングハブ

■約W200×D65×H30mm（本体のみ）/約275g ■約W200×D65×H30mm（本体のみ）/約265g

同軸コンバーター

PoE対応スイッチングハブ

既設の同軸ケーブルを活用し、IPネットワーク化を実現するPoE対応ギガビット同軸コンバーター
●既設の同軸ケーブルを活用したアナログカメラからネットワークカメラへの円滑な移行を推進
●PoE給電に対応しているので、電源重畳方式のアナログ監視カメラからの置き換えも容易
●IEEE802.3afによるPoE給電で最長760mの接続が可能、PoE給電なしで最長1,100mの接続が可能
●別売のACアダプターをスレーブユニットに使えば、PoE給電でも最長1,100mの接続が可能
●有線LANはギガビット対応で、最長100mの接続が可能
●標準で最大15.4W、別売ACアプター使用時で最大30WのPoE給電が可能なためネットワークカメラなどの設置が容易

※防水仕様ではありません。屋内向けです。
※伝送距離は同軸ケーブルに5C-FBを使用
した場合の参考値です。環境や条件により
変化します。

壁面取付対応 マグネット付属 ゴム足付属

設定不要
すぐに通信

PoE給電
対応

耐寒・耐熱
0～50℃1000BASE-T

有線ギガビット

法人向け
PoE対応ギガビット同軸コンバーターセット

ECB-G01CX-HJP ¥65,780

イーサネット側

同軸側
（BNC）

消費電力

サイズ/質量

通信速度
ポート
伝送距離
PoE給電能力

データ通信速度
伝送距離（5C-FB）
使用周波数帯域
変調方式

1000Mbps/100Mbps/10Mbps
RJ-45×1
最長100m
最大30W（スレーブ側にも別売ACアダプター接続時）、
最大15.4W（マスター側のみACアダプター接続時）
※いずれの場合もPoE給電はスレーブ側に接続した機器のみ
最大1000Mbps　※理論値
PoE給電未使用時：最長1,100m、PoE給電時：最長760m
5～95MHz（G.hn規格100MHzプラン）
OFDM
最大4W（マスター側：PoE給電未使用時）、最大4.8W（スレーブ側：PoE給電未使用時）
最大30.6W（マスター側：PoE給電使用時）、最大39.2W（スレーブ側：PoE給電使用時）
W75×D94.3×H39mm（突起部を除く）/約300g（本体のみ）

オプション

本製品をスレーブユニットに接続した場合、IEEE802.3afまたは
IEEE802.3atによるPoE給電でも最長1,100mの接続が可能

ECB-EX-AC54
ACアダプター

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

LANポート側
（マスター/スレーブ）

同軸コネクタ側
（マスター）

¥6,380

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

PoE対応

EHB-UF2A08-PF
■約W280.0×D125.8×H44.0mm/約955g

¥19,690

5ポート合計61.6Wまで

8ポート合計123.2Wまで

16ポート合計246Wまで
※at規格：31.5W/1ポート、af規格：15.4W/1ポート

13

14

15

PoE供給容量 ※

4ポート合計61.6Wまで
※af規格：15.4W/1ポート（ポート1～4）

16
PoE供給容量 ※

EHB-UG2B16F-PL15 16ポート

¥21,780EHB-UG2B08-PL214 8ポート
¥19,580EHB-UG2B05-PL13 5ポート

¥38,280

ファンレス

ファン付き

¥9,878EHB-UG2A08-TP7

■13約W280×D125.8×H44mm/約960g
14約W280×D180×H44mm/約1790g
15約W440×D210×H44mm/約3.1kg　※サイズは突起物除く

EHB-SG2B08-PL17 8ポート

EHB-SG2B16F-PL18 16ポート

¥54,780EHB-SG2B24F-PL19 24ポート

EHB-SG2B-PLシリーズ

¥43,780
¥27,280

8ポート合計78Wまで

16ポート合計193Wまで

24ポート合計193Wまで
※at規格：30.0W/1ポート、af規格：15.4W/1ポート

17

18

19

PoE供給容量 ※

■17W280×D180×H44mm/約2.0kg
18W440×D210×H44mm/約3.4kg
19W440×D210×H44mm/約3.6kg ※質量は本体のみ

3年＋2年
  保証※2

※1：910はコンデンサーを使用していません
※2：「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

障害防止と高信頼性で安心ネットワーク

●UltraFEにより100Mbps環境でも本製品同士で
　最大500Mbpsの高速通信（16/24ポートモデルのみ）
●ACケーブル抜け防止バンドが付属し、ACケーブルが
電源コネクタから不意に外れることを防止
●省電力機能で大幅節電可能

国内メーカー
コンデンサー※1

ループ防止
機能 省電力機能 UltraFE対応※1

ファンレス   19インチ※1
ラックマウント対応

電源内蔵

耐熱50℃

EU RoHS
指令準拠

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

マグネットでスチール面にワンタッチで取り付け可能

●電源内蔵型で底面にマグネットを装備し、スチールデスクなどに簡単に取り付け可能

電源コード
一体型

縦置き・横置き
自由 ファンレス

ループ防止
機能

ループ検知
機能

省電力機能

耐熱50℃ 1000BASE-T
有線ギガビット

1000BASE-T
有線ギガビット

IEEE802.3af/at(PoE+)準拠、
「耐熱50℃」「ループ防止」など多彩な機能を搭載 ！

■9W127.5×D83.6×H30.0/約270g
10W171.5×D83.6×H30mm/約380g
11W215.×D130×H44m/約970g
12W280×D180×H44mm/約1.78kg
※質量は本体のみ

EHB-UG2A08-S10 8ポート

EHB-UG2A16-S11 16ポート

¥31,680EHB-UG2A24-S12 24ポート

EHB-UG2A-Sシリーズ

¥20,680
¥8,690

EHB-UG2A05-S9 5ポート ¥6,336

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14ループ防止
機能 省電力機能 電源内蔵

耐熱50℃

19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット IEEE802.3

af/at準拠
国内メーカー
コンデンサー

●全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の「PoE給電」に対応
●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現
●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、
ON/OFFを設定可能

PoE対応PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14ループ防止
機能 省電力機能 電源内蔵

耐熱50℃

19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット IEEE802.3

af/at準拠
VLAN/
QoS対応

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能
●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を
搭載し、ON/OFFを設定可能

PoE対応4ポートがPoE給電に対応

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14ループ検知
機能 省電力機能 電源内蔵

耐熱50℃

ファンレス 19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

IEEE802.3af
対応×4ポート

100BASE-TX
対応

100BASE-TX
対応

国内メーカー
コンデンサー

●電源の確保や電源工事が難しい環境でもLANケーブルから給電
●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現
●静粛性が求められる場所への導入にも最適
●ネットワークループの発生をお知らせする検知機能搭載

16

¥8,338EHB-UF2A08-TP8

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ 7 8 レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ 9 10 11 12

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 13 14 15 レイヤー2 100/10M対応 PoE アンマネージスイッチ 16

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 17 18 19

EHB-UG2A16-S

EHB-UG2B16F-PL

EHB-SG2B16F-PL

3年＋2年
 保証※1

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

※1「+2年」保証には、ユーザー登録が必要
※2 16ポートのみ ※3 16ポートのみ電源内蔵

放熱性の高いメタル筐体採用　動作時環境温度「50℃」に対応

●オールギガスイッチ　●PoE給電対応
●多様な配置方法に対応　●保守サービス対応
●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を
搭載し、ON/OFFを設定可能

ループ防止機能 省電力機能 ACアダプタ※3

ファンレス 19インチ
ラックマウント対応※2

耐熱50℃

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット

1 5ポート

EHB-UG2C08E-PL2 8ポート

EHB-UG2C05E-PL

¥38,280EHB-UG2C16-PL3 16ポート

EHB-UG2C-PLシリーズ

¥20,680
¥16,280

■1W175×D100×H29mm/約440g
2W197×D160×H40mm/約750g
3W330×D230×H44mm/約2.5kg ※質量は本体のみ

EHB-UG2C-PLシリーズ

※写真は16ポートの付属品です。
　5/8ポートは付属品が異なります。

PoE対応

1

2

3

4ポート（ポート1～4のみ）合計50Wまで

8ポート 合計50Wまで

16ポート 合計120Wまで
※at規格：30.0W/1ポート、af規格：15.4W/1ポート

PoE供給容量 ※

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 1 2 3

1000BASE-X対応SFPモジュール（オプション）

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に ！

■対応ケーブル： 
A 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型
マルチモード光ファイバーケーブル（LCコネクタ）、
B・C 9/125μmSM型シングルモード光ファイ
バーケーブル（LCコネクタ）

EHB-EX-SFPGSX
1000BASE-SX伝送距離：550m

EHB-EX-SFPGLX
1000BASE-LX伝送距離：10km

EHB-EX-SFPGBW-P※
1000BASE-BX伝送距離：10km

A

B

C

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。

¥10,780

¥21,780

¥32,780

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

耐熱50℃ 3年保証1000BASE-X
対応

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

3年保証

光ファイバーケーブルの製品情報→P11
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NETWORK法人向けスイッチングハブ（Webスマート／アンマネージ）／PoE対応スイッチングハブ／同軸コンバーター

法人向けスイッチングハブ（インテリジェント／アンマネージ）

3年＋2年
 保証※

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

19 EHB-SG2B24F-PL
PoE対応

18 EHB-SG2B16F-PL
PoE対応

17 EHB-SG2B08-PL

PoE対応

※「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※ポート1～ 4のみ

レイヤー2Webスマート
WEB設定・管理機能搭載＋PoE給電対応

メタル
ケース

プラスチック
ケース

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現
●ネットワークループによる通信障害を未然に防ぐ
　ループ防止機能搭載

保守サービスについて ➡ P14

VLAN/
QoS対応

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 ファンレス

19インチ
ラックマウント対応

耐熱50℃

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット

EHB-SG2B084 8ポート

EHB-SG2B165 16ポート

（税抜価格¥29,800）EHB-SG2B246 24ポート

EHB-SG2Bシリーズ

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥14,800）
（税抜価格¥9,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥59,800）

（税抜価格¥8,980）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥24,800）

（税抜価格¥39,800）

（税抜価格¥49,800）

（税抜価格¥14,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥34,800）

（税抜価格¥34,800）

（税抜価格¥17,900）

（税抜価格¥7,580）

（税抜価格¥28,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥7,900）

（税抜価格¥5,760）

（税抜価格¥5,800）
¥32,780
¥21,780
¥16,280

■4W280×D180×H44mm/約1.6kg
5W280×D180×H44mm/約1.8kg
6W440×D140×H44mm/約2.2kg ※質量は本体のみ

※ポート
　1～4のみ

3年保証＋2年 保守オプション対象

WEB設定 VLAN対応 QoS対応

6 EHB-SG2B24 5 EHB-SG2B16 4 EHB-SG2B08

レイヤー2Webスマート
WEB設定・管理機能搭載

24ポート 16ポート 8ポート 5ポートモデル・機能 筐体

3年保証＋2年 保守オプション対象

WEB設定 VLAN対応 QoS対応

16 EHB-UF2A08-PF

PoE対応

レイヤー2アンマネージ
基本機能充実＋PoE給電対応、安心ネットワーク

15 EHB-UG2B16F-PL 14 EHB-UG2B08-PL2 13 EHB-UG2B05-PL

3 EHB-UG2C16-PL 2 EHB-UG2C08E-PL 1 EHB-UG2C05E-PL

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応 ファンレス

ギガビット

PoE対応※ ファンレス

100BASE-TX

ギガビット

PoE対応

ギガビット

ギガビット

3年保証＋2年 保守オプション対象

10 EHB-UG2A08-S

レイヤー2アンマネージ
基本機能充実、安心ネットワーク

11 EHB-UG2A16-S12 EHB-UG2A24-S3年保証＋2年 保守オプション対象

8 EHB-UF2A08-TP

7 EHB-UG2A08-TP

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレス

9 EHB-UG2A05-S

ギガビット

ファンレス

ギガビット

ファンレスタップ型

100BASE-TX

ファンレスタップ型

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することで
プラス2年の延長保証があります。

3年保証＋2年

レイヤー2 Giga対応 Webスマートスイッチ 4 5 6

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

EHB-SG2B24

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

ネットワーク 法人向けスイッチングハブ（Webスマート／アンマネージ）／PoE対応スイッチングハブ

■約W200×D65×H30mm（本体のみ）/約275g ■約W200×D65×H30mm（本体のみ）/約265g

同軸コンバーター

PoE対応スイッチングハブ

既設の同軸ケーブルを活用し、IPネットワーク化を実現するPoE対応ギガビット同軸コンバーター
●既設の同軸ケーブルを活用したアナログカメラからネットワークカメラへの円滑な移行を推進
●PoE給電に対応しているので、電源重畳方式のアナログ監視カメラからの置き換えも容易
●IEEE802.3afによるPoE給電で最長760mの接続が可能、PoE給電なしで最長1,100mの接続が可能
●別売のACアダプターをスレーブユニットに使えば、PoE給電でも最長1,100mの接続が可能
●有線LANはギガビット対応で、最長100mの接続が可能
●標準で最大15.4W、別売ACアプター使用時で最大30WのPoE給電が可能なためネットワークカメラなどの設置が容易

※防水仕様ではありません。屋内向けです。
※伝送距離は同軸ケーブルに5C-FBを使用
した場合の参考値です。環境や条件により
変化します。

壁面取付対応 マグネット付属 ゴム足付属

設定不要
すぐに通信

PoE給電
対応

耐寒・耐熱
0～50℃1000BASE-T

有線ギガビット

法人向け
PoE対応ギガビット同軸コンバーターセット

ECB-G01CX-HJP ¥65,780

イーサネット側

同軸側
（BNC）

消費電力

サイズ/質量

通信速度
ポート
伝送距離
PoE給電能力

データ通信速度
伝送距離（5C-FB）
使用周波数帯域
変調方式

1000Mbps/100Mbps/10Mbps
RJ-45×1
最長100m
最大30W（スレーブ側にも別売ACアダプター接続時）、
最大15.4W（マスター側のみACアダプター接続時）
※いずれの場合もPoE給電はスレーブ側に接続した機器のみ
最大1000Mbps　※理論値
PoE給電未使用時：最長1,100m、PoE給電時：最長760m
5～95MHz（G.hn規格100MHzプラン）
OFDM
最大4W（マスター側：PoE給電未使用時）、最大4.8W（スレーブ側：PoE給電未使用時）
最大30.6W（マスター側：PoE給電使用時）、最大39.2W（スレーブ側：PoE給電使用時）
W75×D94.3×H39mm（突起部を除く）/約300g（本体のみ）

オプション

本製品をスレーブユニットに接続した場合、IEEE802.3afまたは
IEEE802.3atによるPoE給電でも最長1,100mの接続が可能

ECB-EX-AC54
ACアダプター

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

LANポート側
（マスター/スレーブ）

同軸コネクタ側
（マスター）

¥6,380

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

PoE対応

EHB-UF2A08-PF
■約W280.0×D125.8×H44.0mm/約955g

¥19,690

5ポート合計61.6Wまで

8ポート合計123.2Wまで

16ポート合計246Wまで
※at規格：31.5W/1ポート、af規格：15.4W/1ポート

13

14

15

PoE供給容量 ※

4ポート合計61.6Wまで
※af規格：15.4W/1ポート（ポート1～4）

16
PoE供給容量 ※

EHB-UG2B16F-PL15 16ポート

¥21,780EHB-UG2B08-PL214 8ポート
¥19,580EHB-UG2B05-PL13 5ポート

¥38,280

ファンレス

ファン付き

¥9,878EHB-UG2A08-TP7

■13約W280×D125.8×H44mm/約960g
14約W280×D180×H44mm/約1790g
15約W440×D210×H44mm/約3.1kg　※サイズは突起物除く

EHB-SG2B08-PL17 8ポート

EHB-SG2B16F-PL18 16ポート

¥54,780EHB-SG2B24F-PL19 24ポート

EHB-SG2B-PLシリーズ

¥43,780
¥27,280

8ポート合計78Wまで

16ポート合計193Wまで

24ポート合計193Wまで
※at規格：30.0W/1ポート、af規格：15.4W/1ポート

17

18

19

PoE供給容量 ※

■17W280×D180×H44mm/約2.0kg
18W440×D210×H44mm/約3.4kg
19W440×D210×H44mm/約3.6kg ※質量は本体のみ

3年＋2年
  保証※2

※1：910はコンデンサーを使用していません
※2：「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

障害防止と高信頼性で安心ネットワーク

●UltraFEにより100Mbps環境でも本製品同士で
　最大500Mbpsの高速通信（16/24ポートモデルのみ）
●ACケーブル抜け防止バンドが付属し、ACケーブルが
電源コネクタから不意に外れることを防止
●省電力機能で大幅節電可能

国内メーカー
コンデンサー※1

ループ防止
機能 省電力機能 UltraFE対応※1

ファンレス   19インチ※1
ラックマウント対応

電源内蔵

耐熱50℃

EU RoHS
指令準拠

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

マグネットでスチール面にワンタッチで取り付け可能

●電源内蔵型で底面にマグネットを装備し、スチールデスクなどに簡単に取り付け可能

電源コード
一体型

縦置き・横置き
自由 ファンレス

ループ防止
機能

ループ検知
機能

省電力機能

耐熱50℃ 1000BASE-T
有線ギガビット

1000BASE-T
有線ギガビット

IEEE802.3af/at(PoE+)準拠、
「耐熱50℃」「ループ防止」など多彩な機能を搭載 ！

■9W127.5×D83.6×H30.0/約270g
10W171.5×D83.6×H30mm/約380g
11W215.×D130×H44m/約970g
12W280×D180×H44mm/約1.78kg
※質量は本体のみ

EHB-UG2A08-S10 8ポート

EHB-UG2A16-S11 16ポート

¥31,680EHB-UG2A24-S12 24ポート

EHB-UG2A-Sシリーズ

¥20,680
¥8,690

EHB-UG2A05-S9 5ポート ¥6,336

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14ループ防止
機能 省電力機能 電源内蔵

耐熱50℃

19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット IEEE802.3

af/at準拠
国内メーカー
コンデンサー

●全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の「PoE給電」に対応
●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現
●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、
ON/OFFを設定可能

PoE対応PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14ループ防止
機能 省電力機能 電源内蔵

耐熱50℃

19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット IEEE802.3

af/at準拠
VLAN/
QoS対応

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能
●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を
搭載し、ON/OFFを設定可能

PoE対応4ポートがPoE給電に対応

3年＋2年
 保証※

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14ループ検知
機能 省電力機能 電源内蔵

耐熱50℃

ファンレス 19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

IEEE802.3af
対応×4ポート

100BASE-TX
対応

100BASE-TX
対応

国内メーカー
コンデンサー

●電源の確保や電源工事が難しい環境でもLANケーブルから給電
●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現
●静粛性が求められる場所への導入にも最適
●ネットワークループの発生をお知らせする検知機能搭載

16

¥8,338EHB-UF2A08-TP8

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ 7 8 レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ 9 10 11 12

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 13 14 15 レイヤー2 100/10M対応 PoE アンマネージスイッチ 16

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 17 18 19

EHB-UG2A16-S

¥17,800）

¥19,800） EHB-UG2B16F-PL

EHB-SG2B16F-PL

3年＋2年
 保証※1

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

※1「+2年」保証には、ユーザー登録が必要
※2 16ポートのみ ※3 16ポートのみ電源内蔵

放熱性の高いメタル筐体採用　動作時環境温度「50℃」に対応

●オールギガスイッチ　●PoE給電対応
●多様な配置方法に対応　●保守サービス対応
●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を
搭載し、ON/OFFを設定可能

ループ防止機能 省電力機能 ACアダプタ※3

ファンレス 19インチ
ラックマウント対応※2

耐熱50℃

EU RoHS
指令準拠

1000BASE-T
有線ギガビット

1 5ポート

EHB-UG2C08E-PL2 8ポート

EHB-UG2C05E-PL

¥38,280EHB-UG2C16-PL3 16ポート

EHB-UG2C-PLシリーズ

¥20,680
¥16,280

■1W175×D100×H29mm/約440g
2W197×D160×H40mm/約750g
3W330×D230×H44mm/約2.5kg ※質量は本体のみ

EHB-UG2C-PLシリーズ

※写真は16ポートの付属品です。
　5/8ポートは付属品が異なります。

PoE対応

1

2

3

4ポート（ポート1～4のみ）合計50Wまで

8ポート 合計50Wまで

16ポート 合計120Wまで
※at規格：30.0W/1ポート、af規格：15.4W/1ポート

PoE供給容量 ※

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 1 2 3

1000BASE-X対応SFPモジュール（オプション）

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に ！

■対応ケーブル： 
A 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型
マルチモード光ファイバーケーブル（LCコネクタ）、
B・C 9/125μmSM型シングルモード光ファイ
バーケーブル（LCコネクタ）

EHB-EX-SFPGSX
1000BASE-SX伝送距離：550m

EHB-EX-SFPGLX
1000BASE-LX伝送距離：10km

EHB-EX-SFPGBW-P※
1000BASE-BX伝送距離：10km

A

B

C

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。

¥10,780

¥21,780

¥32,780

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

耐熱50℃ 3年保証1000BASE-X
対応

光ファイバーケーブルの製品情報→P11
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スイッチングハブ

ポート数 筐体構造電源仕様 MACアドレス
登録数 VCCI 機　能 電源（定格）、消費電力 外形寸法（mm） 重量 製品型番 税込価格

1

7

6

8

9

10

11

12

プラスチック
ケース

メタル
ケース

2,048件

2,048件 B

B

B4,096件

B4,096件

B4,096件

B4,096件

B

B

B

2,048件

2,048件

B2,048件

2,048件

8,192件 A

8,192件 A

AC100-240V、1.9W

AC100-240V、3.0W

AC100-240V、13.1W

W75.0×D52.0×H16.0

W127.5×D83.6×H30.0

W280.0×D180.0×H44.0

40g

330g

1,770g

EHC-G05MN2-HJB
EHC-G05MN2-HJW

EHC-G08MN2-HJB
EHC-G08MN2-HJW

EHC-G08PN2-JB
EHC-G08PN2-JW

EHC-G08PA2-B
EHC-G08PA2-W

EHC-G08PA2-JB
EHC-G08PA2-JW

AC100-240V、4.0W W171.5×D83.6×H30.0 425g

AC100-240V、5.0W W180.2×D86.5×H34.0 245g

AC100-240V、5.4W W140.0×D86.5×H34.0 190g

AC100-240V、5.4W W140.0×D86.5×H34.0 190g

¥6,358

¥4,213

EHC-G24MN-HJW

EHC-G16MN-HJWAC100-240V、10.0W W215.0×D130.0×H44.0 950g ¥19,580

¥30,580

AC
アダプター

プラスチック
ケース

プラスチック
ケース

AC
アダプター

電源
内蔵

AC
アダプター

電源
内蔵

電源
内蔵

メタル
ケース

5

24

16

8

3

国内メーカー
コンデンサ壁掛け

マグネット 壁掛け

12 EHC-G24MN-HJW

A
C
ア
ダ
プ
タ
ー

電
源
内
蔵

3ポート 5ポート 8ポート 24ポート16ポート

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

メ
タ
ル
ケ
ー
ス

Jumbo
Frame マグネット 壁掛け省エネ法

対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラック

19インチ
ラック

マグネット 国内メーカー
コンデンサ壁掛け省エネ法

対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応

5

2

3

4

メタル
ケース

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

マグネット省エネ法
対応

ポート数 筐体構造電源仕様 MACアドレス
登録数 VCCI 機　能 電源（定格）、消費電力 外形寸法（mm） 重量 製品型番 税込価格

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

プラスチック
ケース

メタル
ケース

メタル
ケース

プラスチック
ケース

プラスチック
ケース

メタル
ケース

プラスチック
ケース 2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

8,000件 A

8,000件 A

AC100-240V、1.6W

AC100-240V、1.3W

AC100-240V、1.3W

W73.3×D42.0×H13.5

W90.4×D84.5×H34.0

W90.4×D84.5×H34.0

29ｇ

AC100-240V、1.3W W127.5×D83.6×H30.0 255g

105g

AC100-240V、1.3W W140.0×D84.5×H34.0 175g

125g

AC100-240V、2.1W W73.3×D51.5×H13.5 39ｇ

AC100-240V、1.9W W171.5×D83.6×H30.0 320g

W140×D86.5×H34.0

W140×D86.5×H34.0

150g

160g

AC100-240V、1.9W

W180.2×D86.5×H34.0 220gAC100-240V、1.9W

AC100-240V、1.9W

W215.0×D130.0×H44.0 820gAC100-240V、2.3W

W210.0×D130.0×H44.0 460gAC100-240V、2.3W

EHC-F08PN-JW

EHC-F08MN-HJW

EHC-F05MN-HJW

EHC-F05PN-JW

EHC-F16MN-HW

AC
アダプター

AC
アダプター

電源
内蔵

電源
内蔵

電源
内蔵

AC
アダプター

5

8

16

3 19インチ
ラックマグネット 壁掛け 国内メーカー

コンデンサロジエコ 省エネ法
対応

19インチ
ラックマグネット 壁掛け

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

省エネ法
対応

19インチ
ラックマグネット 壁掛け 国内メーカー

コンデンサロジエコ 省エネ法
対応

EU RoHS指令準拠

EU RoHS指令準拠

2 EHC-G05MN2-HJシリーズ

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応

100BASE-TX / 10BASE-T対応

3 EHC-G05PN-Jシリーズ

¥4,818

¥4,378

EHC-G03PA-SB

¥1,991

¥3,630

¥3,388

¥1,628

¥4,158

¥3,828

¥2,354

¥2,431

¥7,678

¥6,908

LAN-SW03PSBE
LAN-SW03PSWE

EHC-F05PA-B
EHC-F05PA-W

EHC-F05PA-JB
EHC-F05PA-JW

¥2,398LAN-SW05PSBE
LAN-SW05PSWE

W140.0×D84.5×H34.0

W90.4×D84.5×H34.0

W90.4×D84.5×H34.0

EHC-G05PN-JB
EHC-G05PN-JW

EHC-G05PA-B-K
EHC-G05PA-W-K

EHC-G05PA-JB-K
EHC-G05PA-JW-K

AC100-240V、3.3W

AC100-240V、3.3W

AC100-240V、3.3W

190g

W97.0×D57.9×H16.0AC100-240V、2.9W 55g

105g

125g

¥2,728

¥3,498

19インチ
ラックループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

7 EHC-G08MN2-HJシリーズ 11 EHC-G16MN-HJW
ループ検知 トラッキング対策 50℃対応 ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

ループ検知 トラッキング対策

5 EHC-G05PA-Kシリーズ
6 EHC-G05PA-J-Kシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

9 EHC-G08PA2シリーズ
10 EHC-G08PA2-Jシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

1 EHC-G03PA-SB

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応 ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

13 LAN-SW03PSEシリーズ

A
C
ア
ダ
プ
タ
ー

電
源
内
蔵

3ポート 5ポート 8ポート 16ポート

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

メ
タ
ル
ケ
ー
ス 14 EHC-F05MN-HJW

18 LAN-SW05PSEシリーズ 24 EHC-F16PN-JW

19 EHC-F08MN-HJW 23 EHC-F16MN-HW

20 EHC-F08PN-JW

ループ検知 トラッキング対策

15 EHC-F05PN-JW
ループ検知 トラッキング対策

50℃対応 ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

16 EHC-F05PAシリーズ
17 EHC-F05PA-Jシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

21 EHC-F08PAシリーズ
22 EHC-F08PA-Jシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

19インチ
ラックマグネット

マグネット

Jumbo
Frame

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能 マグネット

Jumbo
Frame

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

Jumbo
Frame

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能 マグネット

壁掛け省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

EHC-F08PA-B
EHC-F08PA-W

EHC-F08PA-JB
EHC-F08PA-JW

¥2,035

ネットワークダウンを検出するルー
プ検知機能を搭載しています。

消費状況に応じて消費電力を
制御します。ロジエコ

国内メーカーの電解コンデンサを採
用しています。

国内メーカー
コンデンサ

19インチラックマウントに
対応しています。

19インチ
ラック

スチールデスクなど、スチール面に
簡単に固定できます。マグネット一度に転送できるデータサイズを大きくして

高速データ転送を実現します。
Jumbo
Frame

省エネルギー法の基準を満た
した製品です。

省エネ法
対応

消費状況に応じて消費
電力を制御します。

らくらく
節電E機能

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知

ループ検知 付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に
役立つトラッキング対策プラグを採用しています。トラッキング対策

トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

EHC-F16PN-JW

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

省エネ法
対応

19インチ
ラック

らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

マグネット 壁掛けJumbo
Frame

省エネ法
対応

19インチ
ラック

らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

本体基盤に電解コンデンサ不使用
で長寿命を実現した製品です。

電解コンデンサ
不使用（本体）

壁掛け固定用のフック穴を装備し
ています。壁掛け

¥4,917EHC-G05PA-SB

ループ検知 トラッキング対策

4 EHC-G05PA-SB
ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

マグネット
 （別売）※

※マグネットは別売オプション「EHB-EX-MG4」をお買い求めください。

¥5,918

¥3,608

¥4,818

8 EHC-G08PN2-Jシリーズ
ループ検知 トラッキング対策

50℃までの環境で使用できる
高性能モデルです。50℃対応

NETWORKネットワーク スイッチングハブ

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

光ファイバーケーブル（コネクタ付き）

LD-CTT/RSシリーズツメが
折れない！

ヨリ線 8　芯

スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

LD-GPT/RSシリーズ

5.35mm

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

7.0m

10.0m

15.0m

20.0m

30.0m

LD-CTT/BU1/RS
LD-CTT/BU2/RS
LD-CTT/BU3/RS
LD-CTT/BU5/RS
LD-CTT/BU7/RS
LD-CTT/BU10/RS
LD-CTT/BU15/RS
LD-CTT/BU20/RS
LD-CTT/BU30/RS

¥550
¥660
¥770

¥1,100
¥1,496
¥1,650
¥2,090
¥2,640
¥3,850

ブラック

LD-CTT/BK1/RS
LD-CTT/BK2/RS
LD-CTT/BK3/RS
LD-CTT/BK5/RS
LD-CTT/BK7/RS
LD-CTT/BK10/RS
－
－
－

オレンジ

LD-CTT/DR1/RS
LD-CTT/DR2/RS
LD-CTT/DR3/RS
LD-CTT/DR5/RS
LD-CTT/DR7/RS
LD-CTT/DR10/RS
－
－
－

グリーン

LD-CTT/GN1/RS
LD-CTT/GN2/RS
LD-CTT/GN3/RS
LD-CTT/GN5/RS
LD-CTT/GN7/RS
LD-CTT/GN10/RS
－
－
－

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

7.0m

10.0m

15.0m

20.0m

30.0m

50.0m

LD-GPT/BU1/RS
LD-GPT/BU2/RS
LD-GPT/BU3/RS
LD-GPT/BU5/RS
LD-GPT/BU7/RS
LD-GPT/BU10/RS
LD-GPT/BU15/RS
LD-GPT/BU20/RS
LD-GPT/BU30/RS
LD-GPT/BU50/RS

¥693
¥902

¥1,067
¥1,386
¥1,705
¥2,189
¥3,564
¥4,554
¥6,534
¥9,702

ブラック

LD-GPT/BK1/RS
LD-GPT/BK2/RS
LD-GPT/BK3/RS
LD-GPT/BK5/RS
LD-GPT/BK7/RS
LD-GPT/BK10/RS
LD-GPT/BK15/RS
LD-GPT/BK20/RS
LD-GPT/BK30/RS
－

オレンジ

LD-GPT/DR1/RS
LD-GPT/DR2/RS
LD-GPT/DR3/RS
LD-GPT/DR5/RS
LD-GPT/DR7/RS
LD-GPT/DR10/RS
LD-GPT/DR15/RS
LD-GPT/DR20/RS
LD-GPT/DR30/RS
－

グリーン

LD-GPT/GN1/RS
LD-GPT/GN2/RS
LD-GPT/GN3/RS
LD-GPT/GN5/RS
LD-GPT/GN7/RS
LD-GPT/GN10/RS
LD-GPT/GN15/RS
LD-GPT/GN20/RS
LD-GPT/GN30/RS
－

レッド

LD-GPT/R1/RS
LD-GPT/R2/RS
LD-GPT/R3/RS
LD-GPT/R5/RS
LD-GPT/R7/RS
LD-GPT/R10/RS
LD-GPT/R15/RS
LD-GPT/R20/RS
LD-GPT/R30/RS
－

ツメが
折れない！

ヨリ線 8　芯

スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

6.5mm

イエロー

LD-GPT/Y1/RS
LD-GPT/Y2/RS
LD-GPT/Y3/RS
LD-GPT/Y5/RS
LD-GPT/Y7/RS
LD-GPT/Y10/RS
LD-GPT/Y15/RS
LD-GPT/Y20/RS
LD-GPT/Y30/RS
－

ライトグレー

LD-GPT/LG1/RS
LD-GPT/LG2/RS
LD-GPT/LG3/RS
LD-GPT/LG5/RS
LD-GPT/LG7/RS
LD-GPT/LG10/RS
LD-GPT/LG15/RS
LD-GPT/LG20/RS
LD-GPT/LG30/RS
LD-GPT/LG50/RS

レッド

LD-CTT/R1/RS
LD-CTT/R2/RS
LD-CTT/R3/RS
LD-CTT/R5/RS
LD-CTT/R7/RS
LD-CTT/R10/RS
－
－
－

イエロー

LD-CTT/Y1/RS
LD-CTT/Y2/RS
LD-CTT/Y3/RS
LD-CTT/Y5/RS
LD-CTT/Y7/RS
LD-CTT/Y10/RS
－
－
－

ライトグレー

LD-CTT/LG1/RS 
LD-CTT/LG2/RS 
LD-CTT/LG3/RS 
LD-CTT/LG5/RS 
LD-CTT/LG7/RS 
LD-CTT/LG10/RS
－
－
－

ホワイト

LD-GPT/WH1/RS
LD-GPT/WH2/RS
LD-GPT/WH3/RS
LD-GPT/WH5/RS
LD-GPT/WH7/RS
LD-GPT/WH10/RS
LD-GPT/WH15/RS
LD-GPT/WH20/RS
LD-GPT/WH30/RS
－

ホワイト

LD-CTT/WH1/RS
LD-CTT/WH2/RS
LD-CTT/WH3/RS
LD-CTT/WH5/RS
LD-CTT/WH7/RS
LD-CTT/WH10/RS
LD-CTT/WH15/RS
LD-CTT/WH20/RS
LD-CTT/WH30/RS

CAT6 1000
BASE-T

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

LANケーブル

CAT5E 1000
BASE-T

100BASE-TX
10BASE-T

コネクタ付きLANケーブル

CAT6A 1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

10G
BASE-T

1000
BASE-T

LD-GPAT/RSシリーズ
ヨリ線

単線（※BU60～100のみ）

8　芯

スリム&モールド加工

爪折れ防止カバー

簡易パッケージ

EU RoHS指令準拠

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

15.0m

20.0m

30.0m

40.0m

50.0m

60.0m

70.0m

80.0m

90.0m

100.0m

LD-GPAT/BU1/RS
LD-GPAT/BU2/RS
LD-GPAT/BU3/RS
LD-GPAT/BU5/RS
LD-GPAT/BU10/RS
LD-GPAT/BU15/RS
LD-GPAT/BU20/RS
LD-GPAT/BU30/RS
LD-GPAT/BU40/RS
LD-GPAT/BU50/RS
LD-GPAT/BU60/RS
LD-GPAT/BU70/RS
LD-GPAT/BU80/RS
LD-GPAT/BU90/RS
LD-GPAT/BU100/RS

ブルー

LD-GPAT/WH1/RS
LD-GPAT/WH2/RS
LD-GPAT/WH3/RS
LD-GPAT/WH5/RS
LD-GPAT/WH10/RS
LD-GPAT/WH15/RS
LD-GPAT/WH20/RS
LD-GPAT/WH30/RS
LD-GPAT/WH40/RS
LD-GPAT/WH50/RS
－
－
－
－
－

LD-GPAT/RD1/RS
LD-GPAT/RD2/RS
LD-GPAT/RD3/RS
LD-GPAT/RD5/RS
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

ホワイト レッド

¥1,144
¥1,386
¥1,595
¥2,002
¥3,113
¥4,444
¥5,445
¥7,722
¥9,702

¥12,375
¥15,147
¥17,325
¥19,602
¥20,790
¥22,770

OC-LCLC1/1
OC-LCLC1/2
OC-LCLC1/3
OC-LCLC1/5
OC-LCLC1/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥7,150
¥7,370
¥7,590
¥8,140
¥9,460

シングル
モード
SM

LC-LCコネクタ

OC-LCLC5/1
OC-LCLC5/2
OC-LCLC5/3
OC-LCLC5/5
OC-LCLC5/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥6,050
¥6,490
¥6,820
¥7,700
¥9,680

マルチモード
GI

LC-LCコネクタ

OC-LCLC5OM3/1
OC-LCLC5OM3/2
OC-LCLC5OM3/3
OC-LCLC5OM3/5
OC-LCLC5OM3/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥20,570
¥21,890
¥23,210
¥25,850
¥32,450

マルチモード
GI/OM3

LC-LCコネクタ

OC-LCSC1/1
OC-LCSC1/2
OC-LCSC1/3
OC-LCSC1/5
OC-LCSC1/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥6,160
¥6,380
¥6,710
¥7,150
¥8,470

シングル
モード
SM

LC-SCコネクタ

OC-LCSC5/1
OC-LCSC5/2
OC-LCSC5/3
OC-LCSC5/5
OC-LCSC5/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥5,500
¥5,940
¥6,380
¥7,260
¥9,460

マルチモード
GI

LC-SCコネクタ

OC-LCSC5OM3/1
OC-LCSC5OM3/2
OC-LCSC5OM3/3
OC-LCSC5OM3/5
OC-LCSC5OM3/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥16,610
¥17,930
¥19,250
¥21,890
¥28,490

マルチモード
GI/OM3

LC-SCコネクタ

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P9

ツメが
折れない！

LD-CT6/RSシリーズ

CAT6

10個入

100個入

単線 8　芯

5.5mmEU RoHS
指令準拠

単線 8　芯

EU RoHS
指令準拠

1000
BASE-T

1000
BASE-TX

CAT6A

LD-GPAL/RSシリーズ

6.2mm

100BASE-TX
10BASE-T

ケーブルのみ

CAT6/CAT6A用RJコネクタ

LD-CTXTシリーズ

CAT5E

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

LD-CTXT/BU10
LD-CTXT/BU20
LD-CTXT/BU30
LD-CTXT/BU50

¥902
¥1,089
¥1,265
¥1,584

コネクタ付きクロスLANケーブル

1000
BASE-T

100BASE-TX
10BASE-T

ツメが
折れない！

5.35mm

ヨリ線 8　芯

スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

LD-TWSシリーズ

CAT7

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

LD-TWS/BU1
LD-TWS/BU2
LD-TWS/BU3
LD-TWS/BU5
LD-TWS/BU10

¥1,914
¥2,508
¥3,091
¥4,268
¥7,216

コネクタ付きLANケーブル

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

8.2mm

ヨリ線 8　芯

CAT6/CAT6A対応 単線・ヨリ線仕様

モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

LD-6RJ45T10 ¥1,320
LD-6RJ45T100 ¥13,178

ブルー

100m

300m
LD-GPAL/BU100RS
LD-GPAL/BU300RS

ホワイト

LD-GPAL/WH100RS
LD-GPAL/WH300RS

¥20,328
¥55,880

10G
BASE-T

1000
BASE-T

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

10G
BASE-T

1000
BASE-T

LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせて
LANケーブルを自作するための
RJ45コネクタです。

光ファイバーケーブル／LANケーブル

（税抜価格¥3,830）

（税抜価格¥6,500）
（税抜価格¥6,700）
（税抜価格¥6,900）
（税抜価格¥7,400）
（税抜価格¥8,600）

（税抜価格¥5,500）
（税抜価格¥5,900）
（税抜価格¥6,200）
（税抜価格¥7,000）
（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥18,700）
（税抜価格¥19,900）
（税抜価格¥21,100）
（税抜価格¥23,500）
（税抜価格¥29,500）

（税抜価格¥5,600）
（税抜価格¥5,800）
（税抜価格¥6,100）
（税抜価格¥6,500）
（税抜価格¥7,700）

（税抜価格¥5,000）
（税抜価格¥5,400）
（税抜価格¥5,800）
（税抜価格¥6,600）
（税抜価格¥8,600）

（税抜価格¥15,100）
（税抜価格¥16,300）
（税抜価格¥17,500）
（税抜価格¥19,900）
（税抜価格¥25,900）

（税抜価格¥4,380）

（税抜価格¥3,980）

（税抜価格¥4,470）

（税抜価格¥2,480）

（税抜価格¥3,180）

（税抜価格¥5,780）

（税抜価格¥5,380）

（税抜価格¥3,280）

（税抜価格¥4,380）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥27,800）

（税抜価格¥20,700）
（税抜価格¥18,900）
（税抜価格¥17,820）
（税抜価格¥15,750）
（税抜価格¥13,770）
（税抜価格¥11,250）
（税抜価格¥8,820）
（税抜価格¥7,020）
（税抜価格¥4,950）
（税抜価格¥4,040）
（税抜価格¥2,830）
（税抜価格¥1,820）
（税抜価格¥1,450）
（税抜価格¥1,260）
（税抜価格¥1,040）

（税抜価格¥630）
（税抜価格¥820）
（税抜価格¥970）
（税抜価格¥1,260）
（税抜価格¥1,550）
（税抜価格¥1,990）
（税抜価格¥3,240）
（税抜価格¥4,140）
（税抜価格¥5,940）
（税抜価格¥8,820）

（税抜価格¥500）
（税抜価格¥600）
（税抜価格¥700）
（税抜価格¥1,000）

（税抜価格¥820）
（税抜価格¥990）

（税抜価格¥1,150）
（税抜価格¥1,440）

（税抜価格¥1,740）
（税抜価格¥2,280）
（税抜価格¥2,810）
（税抜価格¥3,880）
（税抜価格¥6,560）

LD-TWSYTシリーズ

CAT7

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

LD-TWSYT/BM1
LD-TWSYT/BM2
LD-TWSYT/BM3
LD-TWSYT/BM5
LD-TWSYT/BM10

¥2,310
¥2,904
¥3,487
¥4,664
¥7,601

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

5,8mm

ヨリ線

モールド加工

8　芯

やわらか

爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

10G
BASE-T

1000
BASE-T

（税抜価格¥2,100）
（税抜価格¥2,640）
（税抜価格¥3,170）
（税抜価格¥4,240）
（税抜価格¥6,910）

（税抜価格¥18,480）
（税抜価格¥50,800）

ブルー

100m

300m
LD-CT6/BU100/RS
LD-CT6/BU300/RS

ライトグレー

LD-CT6/LG100/RS
LD-CT6/LG300/RS

¥14,850
¥41,250

（税抜価格¥13,500）
（税抜価格¥37,500）

（税抜価格¥1,200）
（税抜価格¥11,980）

（税抜価格¥1,360）
（税抜価格¥1,500）
（税抜価格¥1,900）
（税抜価格¥2,400）
（税抜価格¥3,500）

（税抜価格¥1,810）

（税抜価格¥3,300）

（税抜価格¥3,080）

（税抜価格¥1,480）

（税抜価格¥1,850）

（税抜価格¥2,180）

（税抜価格¥3,780）

（税抜価格¥3,480）

（税抜価格¥2,140）

（税抜価格¥2,210）

（税抜価格¥6,980）

（税抜価格¥6,280）

180°曲げても折れない！
1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材
※180°曲げるのは通常使用ではありません

ツメ折れ防止カバー
ツメ折れ防止用プロテクタが
通常の使用でのツメ折れを防止 ！

ポイント②

ポイント①

エレコムだけのW構造

ポイント② ポイント①

ツメ折れしないLANケーブル

NEW

1010

BUSIN
ESS SOLUTION

特
　
集

タ
ブ
レ
ッ
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

N
A
S

ス
ト
レ
ー
ジ

ア
ク
セ
サ
リ



スイッチングハブ

ポート数 筐体構造電源仕様 MACアドレス
登録数 VCCI 機　能 電源（定格）、消費電力 外形寸法（mm） 重量 製品型番 税込価格

1

7

6

8

9

10

11

12

プラスチック
ケース

メタル
ケース

2,048件

2,048件 B

B

B4,096件

B4,096件

B4,096件

B4,096件

B

B

B

2,048件

2,048件

B2,048件

2,048件

8,192件 A

8,192件 A

AC100-240V、1.9W

AC100-240V、3.0W

AC100-240V、13.1W

W75.0×D52.0×H16.0

W127.5×D83.6×H30.0

W280.0×D180.0×H44.0

40g

330g

1,770g

EHC-G05MN2-HJB
EHC-G05MN2-HJW

EHC-G08MN2-HJB
EHC-G08MN2-HJW

EHC-G08PN2-JB
EHC-G08PN2-JW

EHC-G08PA2-B
EHC-G08PA2-W

EHC-G08PA2-JB
EHC-G08PA2-JW

AC100-240V、4.0W W171.5×D83.6×H30.0 425g

AC100-240V、5.0W W180.2×D86.5×H34.0 245g

AC100-240V、5.4W W140.0×D86.5×H34.0 190g

AC100-240V、5.4W W140.0×D86.5×H34.0 190g

¥6,358

¥4,213

EHC-G24MN-HJW

EHC-G16MN-HJWAC100-240V、10.0W W215.0×D130.0×H44.0 950g ¥19,580

¥30,580

AC
アダプター

プラスチック
ケース

プラスチック
ケース

AC
アダプター

電源
内蔵

AC
アダプター

電源
内蔵

電源
内蔵

メタル
ケース

5

24

16

8

3

国内メーカー
コンデンサ壁掛け

マグネット 壁掛け

12 EHC-G24MN-HJW

A
C
ア
ダ
プ
タ
ー

電
源
内
蔵

3ポート 5ポート 8ポート 24ポート16ポート

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

メ
タ
ル
ケ
ー
ス

Jumbo
Frame マグネット 壁掛け省エネ法

対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラック

19インチ
ラック

マグネット 国内メーカー
コンデンサ壁掛け省エネ法

対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応

5

2

3

4

メタル
ケース

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

Jumbo
Frame

マグネット省エネ法
対応

ポート数 筐体構造電源仕様 MACアドレス
登録数 VCCI 機　能 電源（定格）、消費電力 外形寸法（mm） 重量 製品型番 税込価格

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

プラスチック
ケース

メタル
ケース

メタル
ケース

プラスチック
ケース

プラスチック
ケース

メタル
ケース

プラスチック
ケース 2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

2,048件 B

8,000件 A

8,000件 A

AC100-240V、1.6W

AC100-240V、1.3W

AC100-240V、1.3W

W73.3×D42.0×H13.5

W90.4×D84.5×H34.0

W90.4×D84.5×H34.0

29ｇ

AC100-240V、1.3W W127.5×D83.6×H30.0 255g

105g

AC100-240V、1.3W W140.0×D84.5×H34.0 175g

125g

AC100-240V、2.1W W73.3×D51.5×H13.5 39ｇ

AC100-240V、1.9W W171.5×D83.6×H30.0 320g

W140×D86.5×H34.0

W140×D86.5×H34.0

150g

160g

AC100-240V、1.9W

W180.2×D86.5×H34.0 220gAC100-240V、1.9W

AC100-240V、1.9W

W215.0×D130.0×H44.0 820gAC100-240V、2.3W

W210.0×D130.0×H44.0 460gAC100-240V、2.3W

EHC-F08PN-JW

EHC-F08MN-HJW

EHC-F05MN-HJW

EHC-F05PN-JW

EHC-F16MN-HW

AC
アダプター

AC
アダプター

電源
内蔵

電源
内蔵

電源
内蔵

AC
アダプター

5

8

16

3 19インチ
ラックマグネット 壁掛け 国内メーカー

コンデンサロジエコ 省エネ法
対応

19インチ
ラックマグネット 壁掛け

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

省エネ法
対応

19インチ
ラックマグネット 壁掛け 国内メーカー

コンデンサロジエコ 省エネ法
対応

EU RoHS指令準拠

EU RoHS指令準拠

2 EHC-G05MN2-HJシリーズ

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応

100BASE-TX / 10BASE-T対応

3 EHC-G05PN-Jシリーズ

¥4,818

¥4,378

EHC-G03PA-SB

¥1,991

¥3,630

¥3,388

¥1,628

¥4,158

¥3,828

¥2,354

¥2,431

¥7,678

¥6,908

LAN-SW03PSBE
LAN-SW03PSWE

EHC-F05PA-B
EHC-F05PA-W

EHC-F05PA-JB
EHC-F05PA-JW

¥2,398LAN-SW05PSBE
LAN-SW05PSWE

W140.0×D84.5×H34.0

W90.4×D84.5×H34.0

W90.4×D84.5×H34.0

EHC-G05PN-JB
EHC-G05PN-JW

EHC-G05PA-B-K
EHC-G05PA-W-K

EHC-G05PA-JB-K
EHC-G05PA-JW-K

AC100-240V、3.3W

AC100-240V、3.3W

AC100-240V、3.3W

190g

W97.0×D57.9×H16.0AC100-240V、2.9W 55g

105g

125g

¥2,728

¥3,498

19インチ
ラックループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

7 EHC-G08MN2-HJシリーズ 11 EHC-G16MN-HJW
ループ検知 トラッキング対策 50℃対応 ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

ループ検知 トラッキング対策

5 EHC-G05PA-Kシリーズ
6 EHC-G05PA-J-Kシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

9 EHC-G08PA2シリーズ
10 EHC-G08PA2-Jシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

1 EHC-G03PA-SB

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応 ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

13 LAN-SW03PSEシリーズ

A
C
ア
ダ
プ
タ
ー

電
源
内
蔵

3ポート 5ポート 8ポート 16ポート

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

メ
タ
ル
ケ
ー
ス 14 EHC-F05MN-HJW

18 LAN-SW05PSEシリーズ 24 EHC-F16PN-JW

19 EHC-F08MN-HJW 23 EHC-F16MN-HW

20 EHC-F08PN-JW

ループ検知 トラッキング対策

15 EHC-F05PN-JW
ループ検知 トラッキング対策

50℃対応 ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

16 EHC-F05PAシリーズ
17 EHC-F05PA-Jシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

21 EHC-F08PAシリーズ
22 EHC-F08PA-Jシリーズ

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

らくらく
節電E機能

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

19インチ
ラックマグネット

マグネット

Jumbo
Frame

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能 マグネット

Jumbo
Frame

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

Jumbo
Frame

19インチ
ラック 壁掛け 電解コンデンサ

不使用（本体）
省エネ法
対応

らくらく
節電E機能 マグネット

壁掛け省エネ法
対応

らくらく
節電E機能

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

EHC-F08PA-B
EHC-F08PA-W

EHC-F08PA-JB
EHC-F08PA-JW

¥2,035

ネットワークダウンを検出するルー
プ検知機能を搭載しています。

消費状況に応じて消費電力を
制御します。ロジエコ

国内メーカーの電解コンデンサを採
用しています。

国内メーカー
コンデンサ

19インチラックマウントに
対応しています。

19インチ
ラック

スチールデスクなど、スチール面に
簡単に固定できます。マグネット一度に転送できるデータサイズを大きくして

高速データ転送を実現します。
Jumbo
Frame

省エネルギー法の基準を満た
した製品です。

省エネ法
対応

消費状況に応じて消費
電力を制御します。

らくらく
節電E機能

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知 トラッキング対策 50℃対応

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

50℃対応

ループ検知

ループ検知 付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に
役立つトラッキング対策プラグを採用しています。トラッキング対策

トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

EHC-F16PN-JW

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

省エネ法
対応

19インチ
ラック

らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

マグネット 壁掛けJumbo
Frame

省エネ法
対応

19インチ
ラック

らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

Jumbo
Frame

19インチ
ラックマグネット 壁掛け省エネ法

対応
らくらく
節電E機能

電解コンデンサ
不使用（本体）

本体基盤に電解コンデンサ不使用
で長寿命を実現した製品です。

電解コンデンサ
不使用（本体）

壁掛け固定用のフック穴を装備し
ています。壁掛け

¥4,917EHC-G05PA-SB

ループ検知 トラッキング対策

4 EHC-G05PA-SB
ループ検知 トラッキング対策

ループ検知 トラッキング対策

マグネット
 （別売）※

※マグネットは別売オプション「EHB-EX-MG4」をお買い求めください。

¥5,918

¥3,608

¥4,818

8 EHC-G08PN2-Jシリーズ
ループ検知 トラッキング対策

50℃までの環境で使用できる
高性能モデルです。50℃対応

NETWORKネットワーク スイッチングハブ

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

光ファイバーケーブル（コネクタ付き）

LD-CTT/RSシリーズツメが
折れない！

ヨリ線 8　芯

スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

LD-GPT/RSシリーズ

5.35mm

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

7.0m

10.0m

15.0m

20.0m

30.0m

LD-CTT/BU1/RS
LD-CTT/BU2/RS
LD-CTT/BU3/RS
LD-CTT/BU5/RS
LD-CTT/BU7/RS
LD-CTT/BU10/RS
LD-CTT/BU15/RS
LD-CTT/BU20/RS
LD-CTT/BU30/RS

¥550
¥660
¥770

¥1,100
¥1,496
¥1,650
¥2,090
¥2,640
¥3,850

ブラック

LD-CTT/BK1/RS
LD-CTT/BK2/RS
LD-CTT/BK3/RS
LD-CTT/BK5/RS
LD-CTT/BK7/RS
LD-CTT/BK10/RS
－
－
－

オレンジ

LD-CTT/DR1/RS
LD-CTT/DR2/RS
LD-CTT/DR3/RS
LD-CTT/DR5/RS
LD-CTT/DR7/RS
LD-CTT/DR10/RS
－
－
－

グリーン

LD-CTT/GN1/RS
LD-CTT/GN2/RS
LD-CTT/GN3/RS
LD-CTT/GN5/RS
LD-CTT/GN7/RS
LD-CTT/GN10/RS
－
－
－

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

7.0m

10.0m

15.0m

20.0m

30.0m

50.0m

LD-GPT/BU1/RS
LD-GPT/BU2/RS
LD-GPT/BU3/RS
LD-GPT/BU5/RS
LD-GPT/BU7/RS
LD-GPT/BU10/RS
LD-GPT/BU15/RS
LD-GPT/BU20/RS
LD-GPT/BU30/RS
LD-GPT/BU50/RS

¥693
¥902

¥1,067
¥1,386
¥1,705
¥2,189
¥3,564
¥4,554
¥6,534
¥9,702

ブラック

LD-GPT/BK1/RS
LD-GPT/BK2/RS
LD-GPT/BK3/RS
LD-GPT/BK5/RS
LD-GPT/BK7/RS
LD-GPT/BK10/RS
LD-GPT/BK15/RS
LD-GPT/BK20/RS
LD-GPT/BK30/RS
－

オレンジ

LD-GPT/DR1/RS
LD-GPT/DR2/RS
LD-GPT/DR3/RS
LD-GPT/DR5/RS
LD-GPT/DR7/RS
LD-GPT/DR10/RS
LD-GPT/DR15/RS
LD-GPT/DR20/RS
LD-GPT/DR30/RS
－

グリーン

LD-GPT/GN1/RS
LD-GPT/GN2/RS
LD-GPT/GN3/RS
LD-GPT/GN5/RS
LD-GPT/GN7/RS
LD-GPT/GN10/RS
LD-GPT/GN15/RS
LD-GPT/GN20/RS
LD-GPT/GN30/RS
－

レッド

LD-GPT/R1/RS
LD-GPT/R2/RS
LD-GPT/R3/RS
LD-GPT/R5/RS
LD-GPT/R7/RS
LD-GPT/R10/RS
LD-GPT/R15/RS
LD-GPT/R20/RS
LD-GPT/R30/RS
－

ツメが
折れない！

ヨリ線 8　芯

スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

6.5mm

イエロー

LD-GPT/Y1/RS
LD-GPT/Y2/RS
LD-GPT/Y3/RS
LD-GPT/Y5/RS
LD-GPT/Y7/RS
LD-GPT/Y10/RS
LD-GPT/Y15/RS
LD-GPT/Y20/RS
LD-GPT/Y30/RS
－

ライトグレー

LD-GPT/LG1/RS
LD-GPT/LG2/RS
LD-GPT/LG3/RS
LD-GPT/LG5/RS
LD-GPT/LG7/RS
LD-GPT/LG10/RS
LD-GPT/LG15/RS
LD-GPT/LG20/RS
LD-GPT/LG30/RS
LD-GPT/LG50/RS

レッド

LD-CTT/R1/RS
LD-CTT/R2/RS
LD-CTT/R3/RS
LD-CTT/R5/RS
LD-CTT/R7/RS
LD-CTT/R10/RS
－
－
－

イエロー

LD-CTT/Y1/RS
LD-CTT/Y2/RS
LD-CTT/Y3/RS
LD-CTT/Y5/RS
LD-CTT/Y7/RS
LD-CTT/Y10/RS
－
－
－

ライトグレー

LD-CTT/LG1/RS 
LD-CTT/LG2/RS 
LD-CTT/LG3/RS 
LD-CTT/LG5/RS 
LD-CTT/LG7/RS 
LD-CTT/LG10/RS
－
－
－

ホワイト

LD-GPT/WH1/RS
LD-GPT/WH2/RS
LD-GPT/WH3/RS
LD-GPT/WH5/RS
LD-GPT/WH7/RS
LD-GPT/WH10/RS
LD-GPT/WH15/RS
LD-GPT/WH20/RS
LD-GPT/WH30/RS
－

ホワイト

LD-CTT/WH1/RS
LD-CTT/WH2/RS
LD-CTT/WH3/RS
LD-CTT/WH5/RS
LD-CTT/WH7/RS
LD-CTT/WH10/RS
LD-CTT/WH15/RS
LD-CTT/WH20/RS
LD-CTT/WH30/RS

CAT6 1000
BASE-T

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

LANケーブル

CAT5E 1000
BASE-T

100BASE-TX
10BASE-T

コネクタ付きLANケーブル

CAT6A 1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

10G
BASE-T

1000
BASE-T

LD-GPAT/RSシリーズ
ヨリ線

単線（※BU60～100のみ）

8　芯

スリム&モールド加工

爪折れ防止カバー

簡易パッケージ

EU RoHS指令準拠

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

15.0m

20.0m

30.0m

40.0m

50.0m

60.0m

70.0m

80.0m

90.0m

100.0m

LD-GPAT/BU1/RS
LD-GPAT/BU2/RS
LD-GPAT/BU3/RS
LD-GPAT/BU5/RS
LD-GPAT/BU10/RS
LD-GPAT/BU15/RS
LD-GPAT/BU20/RS
LD-GPAT/BU30/RS
LD-GPAT/BU40/RS
LD-GPAT/BU50/RS
LD-GPAT/BU60/RS
LD-GPAT/BU70/RS
LD-GPAT/BU80/RS
LD-GPAT/BU90/RS
LD-GPAT/BU100/RS

ブルー

LD-GPAT/WH1/RS
LD-GPAT/WH2/RS
LD-GPAT/WH3/RS
LD-GPAT/WH5/RS
LD-GPAT/WH10/RS
LD-GPAT/WH15/RS
LD-GPAT/WH20/RS
LD-GPAT/WH30/RS
LD-GPAT/WH40/RS
LD-GPAT/WH50/RS
－
－
－
－
－

LD-GPAT/RD1/RS
LD-GPAT/RD2/RS
LD-GPAT/RD3/RS
LD-GPAT/RD5/RS
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

ホワイト レッド

¥1,144
¥1,386
¥1,595
¥2,002
¥3,113
¥4,444
¥5,445
¥7,722
¥9,702

¥12,375
¥15,147
¥17,325
¥19,602
¥20,790
¥22,770

OC-LCLC1/1
OC-LCLC1/2
OC-LCLC1/3
OC-LCLC1/5
OC-LCLC1/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥7,150
¥7,370
¥7,590
¥8,140
¥9,460

シングル
モード
SM

LC-LCコネクタ

OC-LCLC5/1
OC-LCLC5/2
OC-LCLC5/3
OC-LCLC5/5
OC-LCLC5/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥6,050
¥6,490
¥6,820
¥7,700
¥9,680

マルチモード
GI

LC-LCコネクタ

OC-LCLC5OM3/1
OC-LCLC5OM3/2
OC-LCLC5OM3/3
OC-LCLC5OM3/5
OC-LCLC5OM3/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥20,570
¥21,890
¥23,210
¥25,850
¥32,450

マルチモード
GI/OM3

LC-LCコネクタ

OC-LCSC1/1
OC-LCSC1/2
OC-LCSC1/3
OC-LCSC1/5
OC-LCSC1/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥6,160
¥6,380
¥6,710
¥7,150
¥8,470

シングル
モード
SM

LC-SCコネクタ

OC-LCSC5/1
OC-LCSC5/2
OC-LCSC5/3
OC-LCSC5/5
OC-LCSC5/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥5,500
¥5,940
¥6,380
¥7,260
¥9,460

マルチモード
GI

LC-SCコネクタ

OC-LCSC5OM3/1
OC-LCSC5OM3/2
OC-LCSC5OM3/3
OC-LCSC5OM3/5
OC-LCSC5OM3/10

1m
2m
3m
5m
10m

¥16,610
¥17,930
¥19,250
¥21,890
¥28,490

マルチモード
GI/OM3

LC-SCコネクタ

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P9

ツメが
折れない！

LD-CT6/RSシリーズ

CAT6

10個入

100個入

単線 8　芯

5.5mmEU RoHS
指令準拠

単線 8　芯

EU RoHS
指令準拠

1000
BASE-T

1000
BASE-TX

CAT6A

LD-GPAL/RSシリーズ

6.2mm

100BASE-TX
10BASE-T

ケーブルのみ

CAT6/CAT6A用RJコネクタ

LD-CTXTシリーズ

CAT5E

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

LD-CTXT/BU10
LD-CTXT/BU20
LD-CTXT/BU30
LD-CTXT/BU50

¥902
¥1,089
¥1,265
¥1,584

コネクタ付きクロスLANケーブル

1000
BASE-T

100BASE-TX
10BASE-T

ツメが
折れない！

5.35mm

ヨリ線 8　芯

スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

LD-TWSシリーズ

CAT7

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

LD-TWS/BU1
LD-TWS/BU2
LD-TWS/BU3
LD-TWS/BU5
LD-TWS/BU10

¥1,914
¥2,508
¥3,091
¥4,268
¥7,216

コネクタ付きLANケーブル

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

8.2mm

ヨリ線 8　芯

CAT6/CAT6A対応 単線・ヨリ線仕様

モールド加工 爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

LD-6RJ45T10 ¥1,320
LD-6RJ45T100 ¥13,178

ブルー

100m

300m
LD-GPAL/BU100RS
LD-GPAL/BU300RS

ホワイト

LD-GPAL/WH100RS
LD-GPAL/WH300RS

¥20,328
¥55,880

10G
BASE-T

1000
BASE-T

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

10G
BASE-T

1000
BASE-T

LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせて
LANケーブルを自作するための
RJ45コネクタです。

光ファイバーケーブル／LANケーブル

（税抜価格¥3,830）

（税抜価格¥6,500）
（税抜価格¥6,700）
（税抜価格¥6,900）
（税抜価格¥7,400）
（税抜価格¥8,600）

（税抜価格¥5,500）
（税抜価格¥5,900）
（税抜価格¥6,200）
（税抜価格¥7,000）
（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥18,700）
（税抜価格¥19,900）
（税抜価格¥21,100）
（税抜価格¥23,500）
（税抜価格¥29,500）

（税抜価格¥5,600）
（税抜価格¥5,800）
（税抜価格¥6,100）
（税抜価格¥6,500）
（税抜価格¥7,700）

（税抜価格¥5,000）
（税抜価格¥5,400）
（税抜価格¥5,800）
（税抜価格¥6,600）
（税抜価格¥8,600）

（税抜価格¥15,100）
（税抜価格¥16,300）
（税抜価格¥17,500）
（税抜価格¥19,900）
（税抜価格¥25,900）

（税抜価格¥4,380）

（税抜価格¥3,980）

（税抜価格¥4,470）

（税抜価格¥2,480）

（税抜価格¥3,180）

（税抜価格¥5,780）

（税抜価格¥5,380）

（税抜価格¥3,280）

（税抜価格¥4,380）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥27,800）

（税抜価格¥20,700）
（税抜価格¥18,900）
（税抜価格¥17,820）
（税抜価格¥15,750）
（税抜価格¥13,770）
（税抜価格¥11,250）
（税抜価格¥8,820）
（税抜価格¥7,020）
（税抜価格¥4,950）
（税抜価格¥4,040）
（税抜価格¥2,830）
（税抜価格¥1,820）
（税抜価格¥1,450）
（税抜価格¥1,260）
（税抜価格¥1,040）

（税抜価格¥630）
（税抜価格¥820）
（税抜価格¥970）
（税抜価格¥1,260）
（税抜価格¥1,550）
（税抜価格¥1,990）
（税抜価格¥3,240）
（税抜価格¥4,140）
（税抜価格¥5,940）
（税抜価格¥8,820）

（税抜価格¥500）
（税抜価格¥600）
（税抜価格¥700）
（税抜価格¥1,000）

（税抜価格¥820）
（税抜価格¥990）

（税抜価格¥1,150）
（税抜価格¥1,440）

（税抜価格¥1,740）
（税抜価格¥2,280）
（税抜価格¥2,810）
（税抜価格¥3,880）
（税抜価格¥6,560）

LD-TWSYTシリーズ

CAT7

ブルー

1.0m

2.0m

3.0m

5.0m

10.0m

LD-TWSYT/BM1
LD-TWSYT/BM2
LD-TWSYT/BM3
LD-TWSYT/BM5
LD-TWSYT/BM10

¥2,310
¥2,904
¥3,487
¥4,664
¥7,601

1000
BASE-TX

100BASE-TX
10BASE-T

5,8mm

ヨリ線

モールド加工

8　芯

やわらか

爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

10G
BASE-T

1000
BASE-T

（税抜価格¥2,100）
（税抜価格¥2,640）
（税抜価格¥3,170）
（税抜価格¥4,240）
（税抜価格¥6,910）

（税抜価格¥18,480）
（税抜価格¥50,800）

ブルー

100m

300m
LD-CT6/BU100/RS
LD-CT6/BU300/RS

ライトグレー

LD-CT6/LG100/RS
LD-CT6/LG300/RS

¥14,850
¥41,250

（税抜価格¥13,500）
（税抜価格¥37,500）

（税抜価格¥1,200）
（税抜価格¥11,980）

（税抜価格¥1,360）
（税抜価格¥1,500）
（税抜価格¥1,900）
（税抜価格¥2,400）
（税抜価格¥3,500）

（税抜価格¥1,810）

（税抜価格¥3,300）

（税抜価格¥3,080）

（税抜価格¥1,480）

（税抜価格¥1,850）

（税抜価格¥2,180）

（税抜価格¥3,780）

（税抜価格¥3,480）

（税抜価格¥2,140）

（税抜価格¥2,210）

（税抜価格¥6,980）

（税抜価格¥6,280）

180°曲げても折れない！
1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材
※180°曲げるのは通常使用ではありません

ツメ折れ防止カバー
ツメ折れ防止用プロテクタが
通常の使用でのツメ折れを防止 ！

ポイント②

ポイント①

エレコムだけのW構造

ポイント② ポイント①

ツメ折れしないLANケーブル

NEW
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セキュリティ
カバー付

セキュリティ
カバー付

NETWORK法人向けPoE無線アクセスポイント／PoEインジェクター／法人向けアクセスポイント管理ツールネットワーク 法人向けPoE無線アクセスポイント

専用オプション

※1 壁面設置時。設置方法により最大温度は変わります。 ※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

3年＋2年
 保証※2

3年＋2年
 保証※2

3年＋2年
 保証※2

3年＋2年
 保証※2

管理ツール
対応

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

セキュリティカバー

セキュリティ
カバー付

PoE対応MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

●5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、現場における安定通信を実現
●利用が少ない5GHz帯（W53/W56）を有効に活用し、混雑の少ない快適通信を実現
●レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能なチャンネルに
移動します。
●2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に選択

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する
「DFS障害回避アダプター」

11ac 3年保証

■対応機種：WAB-M2133、WAB-I1750-PS、
WAB-S1167-PS
■W70×D70×H23.5mm（ネジ固定部除く）/
70g（本体のみ）

■給電用USBケーブル（約50cm）×1、LANケー
ブル（約50cm）×1、設置用ネジ1組、設置用両
面テープ

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループC ➡ P14

WAB-EX-DFS ¥10,978 ECB-G01HD
HDMIコンバーター

P24に詳しい商品説明があります

WAB-M2133と組み合わせて使用することで、
タブレットの画面を電子黒板やプロジェクター
などに大きく表示し、内容をわかりやすく説明
できます。また、講演者のノートPCなどに保存
した資料を表示するのにも役立ちます。

タブレットやパソコンの画面を大画面に表示可能！WAB-M2133 ¥54,780

■本体：W183×D183×H33mm、セキュリティ
カバー：W199×D252×H34mm（共に突起
部含まず）
■付属品：専用シリアルケーブル×1、マグネット
セット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井
　設置用金具×1、セキュリティカバーセット×1、
外部アンテナ4（2.4GHz/5GHz帯：送受信
4本、うち2本は5GHｚ専用）

¥32,780

動作確認済み

WAB-M2133

電子黒板/ディスプレイ
USBケーブル

ECB-G01HD

HDMI端子
ケーブル

LAN
ケーブル

手元のタブレット画像を
大画面に投影

WAB-M2133との組み合わせで、
会議や授業をより効果的に！

管理用シリアル
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

管理ツール
対応

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

EU RoHS
指令準拠

※無線LANは、構築設定や周辺環境など
による影響を受けるため、必ずしも対象
製品での動作を保証するものではありま
せん。あらかじめご了承ください。

動作確認
済み

法人向けPoE無線アクセスポイント

※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも
対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

「Wi-Fi 5」(IEEE802.11ac)対応 スマート無線アクセスポイント

300300867867
MbpsMbps
＋＋

オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、
法人ニーズに応える
高性能な無線アクセスポイント

製品Pick up!

最大同時接続
50台

外部アンテナ
同梱

●5GHz/867Mbpsと2.4GHz/300Mbps同時通信で最大1167Mbps対応
●最大50台(5GHz:25台、2.4GHz:25台)の無線端末と同時接続が可能
●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。SOHOなどの小規模ネットワークで利用され
ているWPA3-Personalに対応し、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識するこ
となくセキュリティを強固にできます。（WPA3-Enterpriseには対応しておりません。）

各種機器との
設定方法をご紹介！

EU RoHS
指令準拠

耐熱
50℃

国内メーカー
コンデンサ1000BASE-T

有線ギガビット

メタルケース 壁掛け対応 マグネット
　対応※2

ACケーブルの
抜け防止バンド付

共通仕様

EIB-UG01-PF22ポート

近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、
ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置可能

既存ネットワークをPoE環境に ！　耐熱50℃高耐久性のPoEインジェクター

EIB-UG01-PL22ポート¥8,360 ¥10,780

PoEインジェクター

■約W154×D73.1×H36mm（本体のみ）/約410g（本体のみ）
■付属品：専用AC電源ケーブル（3ピン、約1.8m）、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル
抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

IEEE802.3
af/at準拠

電源供給能力
最大30W

※1：「+2年」保証には、ユーザー登録が必要
※2：オプション（EHB-EX-MG4）が別途必要、
　　マグネット4個のうち、本製品では2個使用

3年＋2年
  保証※1

IEEE802.3
af準拠

電源供給能力
最大15.4W

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

■消費電力：最大18.2W ■消費電力：最大34.7Wネットワークカメラ

スイッチングハブ（PoE機能非搭載）

PoEインジェクター

データ＋PoE電源

LANケーブル

データ

LANケーブル

ACコンセント

無線
アクセスポイント

PoE受電対応機器

合計100mまで対応

法人向け
PoE無線AP

法人向け
PoE無線AP

15.4W（802.3af）給電 30W（802.3at）給電
100メートルまで

IEEE802.11at 
PoE給電対応の
スイッチングハブなど

PoE給電

PoEパススルー

100メートルまで

PoE給電

PoE対応の無線APなどから、さらに別の802.3af PoE対応無線APなどにLANケーブルを使って電力供
給できる機能です。これにより無線APをフレキシブルに配置できます。

PoEパススルー機能

法人向け
PoE無線AP

PoE対応
スイッチングハブ

LANケーブル

LANケーブルを使って
無線APへ電源供給

PoE対応スイッチングハブやPoEインジェクターからLANケーブルを使ってPoE対応無線アク
セスポイントに電源を供給できます。無線APの周囲に電源がない場合でも、電気工事が不要
で工事コストの削減につながります。

PoE受電

https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html
ボタンをクリックしてください。ソフトウェア ダウンロード

製品仕様

対応仮想サーバー VMware、Virtual BOX、Hyper-V

対応OS Windows Server(2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(10、8.1、8、7)

必要ディスク容量 850MB以上（ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要）

必要メモリー容量 512MB以上

ユーザー権限 コンピューターの管理権限が必要

管理対象機器台数 最大3000台（推奨1000台）

表示機能 機器リスト、ステータス、ログ

管理機能 死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理

管理対象対応機器 WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、
WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733MI、WAB-S733IWシリーズ、他　
詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat

機器設定機能 IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、
セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
WAB-MAT

低コストで、
手軽に機器管理を実現！
無線アクセスポイント最大3000台
（動作理論値）を一括管理可能。

法人向け
アクセスポイント管理ツール

法人向けアクセスポイント管理ツール

●複数の無線APへの一括設定が可能
●円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
●別セグメントネットワークの機器も管理可能
●仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール

¥21,780

■W100×D130×H35mm/約290g（本体のみ）

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 スマート無線アクセスポイント

57457412011201
MbpsMbps
＋＋

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

PoE対応MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

最大同時接続
100台

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

PoE対応MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

管理ツール
対応

EU RoHS
指令準拠

管理ツール
対応

EU RoHS
指令準拠

●5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応
●最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能
●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、
WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、
　無許可機器を接続させないようにすることが可能です。
■W100×D130×H35mm/約340g（本体のみ）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

（税抜価格¥49,800）

（税抜価格¥9,980） （税抜価格¥29,800）

WAB-S1167 ¥19,580（税抜価格¥17,800） WAB-S1775 ¥21,780（税抜価格¥19,800）

（税抜価格
 ¥7,600）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格
 ¥9,800）

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 マネージ無線アクセスポイント

11ac11ax
(Draft)

57457412011201
MbpsMbps
＋＋

PoEパススルー
対応※

最大同時接続
256台

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも
　対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

PoE対応

11ac 11
nagb

11
nagb

11ac11ax
(Draft)

11
nagb

40040017331733
MbpsMbps
＋＋

11ac 11
nagb

アクセスポイント専用の
2.4GHz/5GHz 共通外付け別売りアンテナ

WAB-EX-ANT1 ¥3,278

●設置場所に合わせてアクセスポイント本体のアンテナ出力先を
　内部/外部に切替が可能（WAB-M2133は切替不可）
●特別な工具は使わず速やかに設置、交換が可能

■対応機種：WAB-M1775-PS、
WAB-M2133
■W18.7×D13.3×H164.8mm/
約15g（1本あたり）

■W170×D180×H35mm/約650g（本体のみ）

EU RoHS
指令準拠

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

Wi-Fi 5 対応

Wi-Fi 5 対応

※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

（税抜価格¥2,980）

WAB-M1775-PS ¥38,280（税抜価格¥34,800）

Wi-Fi規格 型番 標準価格 最大転送速度最大接続台数 5/2.4GHz同時利用 PoE受電 PoEパススルー セキュリティ

Wi-Fi ６

Wi-Fi 5

802.1x

WPA3

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA3

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA3※

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA2

WPA

WEP

¥38,280
（税抜価格¥34,800）

¥54,780
（税抜価格¥49,800）

¥32,780
（税抜価格¥29,800）

¥21,780
（税抜価格¥19,800）

¥21,780
（税抜価格¥19,800）

¥19,580
（税抜価格¥17,800）

5GHz：1201Mbps
2.4GHz：574Mbps

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

×

×

×

◯

◯

5GHz：1733Mbps
2.4GHz：400Mbps

5GHz:1201Mbps
2.4GHz:574Mbps100台

256台

50台

50台

100台

250台

5GHz：1300Mbps
2.4GHz：450Mbps

5GHz：867Mbps
2.4GHz：300Mbps

5GHz：867Mbps
2.4GHz：300Mbps

X

詳しくは右記QRで法人向けWi-Fi（アクセスポイント・PoE無線アクセスポイント） 【詳細製品情報】

※1 壁面設置時。
　設置方法により最大
　温度は変わります。
※2 「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※1 壁面設置時。
　設置方法により最大
　温度は変わります。
※2 「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※1 壁面設置時。
　設置方法により最大
　温度は変わります。
※2 「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※WPA3-Personalのみ対応です。WPA3-Enterpriseには対応しておりません。

Wi-Fi６対応

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

Wi-Fi６対応

WAB-S1775

WAB-M2133

WAB-Ⅰ1750-PS

WAB-S1167-PS

WAB-S1167

WAB-M1775-PS
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セキュリティ
カバー付

セキュリティ
カバー付

NETWORK法人向けPoE無線アクセスポイント／PoEインジェクター／法人向けアクセスポイント管理ツールネットワーク 法人向けPoE無線アクセスポイント

専用オプション

※1 壁面設置時。設置方法により最大温度は変わります。 ※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

3年＋2年
 保証※2

3年＋2年
 保証※2

3年＋2年
 保証※2

3年＋2年
 保証※2

管理ツール
対応

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

セキュリティカバー

セキュリティ
カバー付

PoE対応MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

●5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、現場における安定通信を実現
●利用が少ない5GHz帯（W53/W56）を有効に活用し、混雑の少ない快適通信を実現
●レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能なチャンネルに
移動します。
●2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に選択

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する
「DFS障害回避アダプター」

11ac 3年保証

■対応機種：WAB-M2133、WAB-I1750-PS、
WAB-S1167-PS
■W70×D70×H23.5mm（ネジ固定部除く）/
70g（本体のみ）

■給電用USBケーブル（約50cm）×1、LANケー
ブル（約50cm）×1、設置用ネジ1組、設置用両
面テープ

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループC ➡ P14

WAB-EX-DFS ¥10,978 ECB-G01HD
HDMIコンバーター

P24に詳しい商品説明があります

WAB-M2133と組み合わせて使用することで、
タブレットの画面を電子黒板やプロジェクター
などに大きく表示し、内容をわかりやすく説明
できます。また、講演者のノートPCなどに保存
した資料を表示するのにも役立ちます。

タブレットやパソコンの画面を大画面に表示可能！WAB-M2133 ¥54,780

■本体：W183×D183×H33mm、セキュリティ
カバー：W199×D252×H34mm（共に突起
部含まず）
■付属品：専用シリアルケーブル×1、マグネット
セット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井
　設置用金具×1、セキュリティカバーセット×1、
外部アンテナ4（2.4GHz/5GHz帯：送受信
4本、うち2本は5GHｚ専用）

¥32,780

動作確認済み

WAB-M2133

電子黒板/ディスプレイ
USBケーブル

ECB-G01HD

HDMI端子
ケーブル

LAN
ケーブル

手元のタブレット画像を
大画面に投影

WAB-M2133との組み合わせで、
会議や授業をより効果的に！

管理用シリアル
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

管理ツール
対応

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

EU RoHS
指令準拠

※無線LANは、構築設定や周辺環境など
による影響を受けるため、必ずしも対象
製品での動作を保証するものではありま
せん。あらかじめご了承ください。

動作確認
済み

法人向けPoE無線アクセスポイント

※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも
対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

「Wi-Fi 5」(IEEE802.11ac)対応 スマート無線アクセスポイント

300300867867
MbpsMbps
＋＋

オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、
法人ニーズに応える
高性能な無線アクセスポイント

製品Pick up!

最大同時接続
50台

外部アンテナ
同梱

●5GHz/867Mbpsと2.4GHz/300Mbps同時通信で最大1167Mbps対応
●最大50台(5GHz:25台、2.4GHz:25台)の無線端末と同時接続が可能
●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。SOHOなどの小規模ネットワークで利用され
ているWPA3-Personalに対応し、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識するこ
となくセキュリティを強固にできます。（WPA3-Enterpriseには対応しておりません。）

各種機器との
設定方法をご紹介！

EU RoHS
指令準拠

耐熱
50℃

国内メーカー
コンデンサ1000BASE-T

有線ギガビット

メタルケース 壁掛け対応 マグネット
　対応※2

ACケーブルの
抜け防止バンド付

共通仕様

EIB-UG01-PF22ポート

近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、
ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置可能

既存ネットワークをPoE環境に ！　耐熱50℃高耐久性のPoEインジェクター

EIB-UG01-PL22ポート¥8,360 ¥10,780

PoEインジェクター

■約W154×D73.1×H36mm（本体のみ）/約410g（本体のみ）
■付属品：専用AC電源ケーブル（3ピン、約1.8m）、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル
抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

IEEE802.3
af/at準拠

電源供給能力
最大30W

※1：「+2年」保証には、ユーザー登録が必要
※2：オプション（EHB-EX-MG4）が別途必要、
　　マグネット4個のうち、本製品では2個使用

3年＋2年
  保証※1

IEEE802.3
af準拠

電源供給能力
最大15.4W

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

■消費電力：最大18.2W ■消費電力：最大34.7Wネットワークカメラ

スイッチングハブ（PoE機能非搭載）

PoEインジェクター

データ＋PoE電源

LANケーブル

データ

LANケーブル

ACコンセント

無線
アクセスポイント

PoE受電対応機器

合計100mまで対応

法人向け
PoE無線AP

法人向け
PoE無線AP

15.4W（802.3af）給電 30W（802.3at）給電
100メートルまで

IEEE802.11at 
PoE給電対応の
スイッチングハブなど

PoE給電

PoEパススルー

100メートルまで

PoE給電

PoE対応の無線APなどから、さらに別の802.3af PoE対応無線APなどにLANケーブルを使って電力供
給できる機能です。これにより無線APをフレキシブルに配置できます。

PoEパススルー機能

法人向け
PoE無線AP

PoE対応
スイッチングハブ

LANケーブル

LANケーブルを使って
無線APへ電源供給

PoE対応スイッチングハブやPoEインジェクターからLANケーブルを使ってPoE対応無線アク
セスポイントに電源を供給できます。無線APの周囲に電源がない場合でも、電気工事が不要
で工事コストの削減につながります。

PoE受電

https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html
ボタンをクリックしてください。ソフトウェア ダウンロード

製品仕様

対応仮想サーバー VMware、Virtual BOX、Hyper-V

対応OS Windows Server(2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(10、8.1、8、7)

必要ディスク容量 850MB以上（ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要）

必要メモリー容量 512MB以上

ユーザー権限 コンピューターの管理権限が必要

管理対象機器台数 最大3000台（推奨1000台）

表示機能 機器リスト、ステータス、ログ

管理機能 死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理

管理対象対応機器 WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、
WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733MI、WAB-S733IWシリーズ、他　
詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat

機器設定機能 IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、
セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
WAB-MAT

低コストで、
手軽に機器管理を実現！
無線アクセスポイント最大3000台
（動作理論値）を一括管理可能。

法人向け
アクセスポイント管理ツール

法人向けアクセスポイント管理ツール

●複数の無線APへの一括設定が可能
●円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
●別セグメントネットワークの機器も管理可能
●仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール

¥21,780

■W100×D130×H35mm/約290g（本体のみ）

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 スマート無線アクセスポイント

57457412011201
MbpsMbps
＋＋

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

PoE対応MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

最大同時接続
100台

耐熱
50℃※1

802.1X
認証対応 ゲストWi-Fi 1000BASE-T

有線ギガビット

PoE対応MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

管理ツール
対応

EU RoHS
指令準拠

管理ツール
対応

EU RoHS
指令準拠

●5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応
●最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能
●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、
WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、
　無許可機器を接続させないようにすることが可能です。
■W100×D130×H35mm/約340g（本体のみ）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

（税抜価格¥49,800）

（税抜価格¥9,980） （税抜価格¥29,800）

WAB-S1167 ¥19,580（税抜価格¥17,800） WAB-S1775 ¥21,780（税抜価格¥19,800）

（税抜価格
 ¥7,600）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格
 ¥9,800）

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 マネージ無線アクセスポイント

11ac11ax
(Draft)

57457412011201
MbpsMbps
＋＋

PoEパススルー
対応※

最大同時接続
256台

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも
　対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

PoE対応

11ac 11
nagb

11
nagb

11ac11ax
(Draft)

11
nagb

40040017331733
MbpsMbps
＋＋

11ac 11
nagb

アクセスポイント専用の
2.4GHz/5GHz 共通外付け別売りアンテナ

WAB-EX-ANT1 ¥3,278

●設置場所に合わせてアクセスポイント本体のアンテナ出力先を
　内部/外部に切替が可能（WAB-M2133は切替不可）
●特別な工具は使わず速やかに設置、交換が可能

■対応機種：WAB-M1775-PS、
WAB-M2133
■W18.7×D13.3×H164.8mm/
約15g（1本あたり）

■W170×D180×H35mm/約650g（本体のみ）

EU RoHS
指令準拠

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

Wi-Fi 5 対応

Wi-Fi 5 対応

※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

（税抜価格¥2,980）

WAB-M1775-PS ¥38,280（税抜価格¥34,800）

Wi-Fi規格 型番 標準価格 最大転送速度最大接続台数 5/2.4GHz同時利用 PoE受電 PoEパススルー セキュリティ

Wi-Fi ６

Wi-Fi 5

802.1x

WPA3

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA3

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA3※

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA2

WPA

WEP

802.1x

WPA2

WPA

WEP

¥38,280
（税抜価格¥34,800）

¥54,780
（税抜価格¥49,800）

¥32,780
（税抜価格¥29,800）

¥21,780
（税抜価格¥19,800）

¥21,780
（税抜価格¥19,800）

¥19,580
（税抜価格¥17,800）

5GHz：1201Mbps
2.4GHz：574Mbps

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

×

×

×

◯

◯

5GHz：1733Mbps
2.4GHz：400Mbps

5GHz:1201Mbps
2.4GHz:574Mbps100台

256台

50台

50台

100台

250台

5GHz：1300Mbps
2.4GHz：450Mbps

5GHz：867Mbps
2.4GHz：300Mbps

5GHz：867Mbps
2.4GHz：300Mbps

X

詳しくは右記QRで法人向けWi-Fi（アクセスポイント・PoE無線アクセスポイント） 【詳細製品情報】

※1 壁面設置時。
　設置方法により最大
　温度は変わります。
※2 「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※1 壁面設置時。
　設置方法により最大
　温度は変わります。
※2 「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※1 壁面設置時。
　設置方法により最大
　温度は変わります。
※2 「+2年」保証には、
　ユーザー登録が必要

※WPA3-Personalのみ対応です。WPA3-Enterpriseには対応しておりません。

Wi-Fi６対応

保守延長サービス対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループA ➡ P14

Wi-Fi６対応

WAB-S1775

WAB-M2133

WAB-Ⅰ1750-PS

WAB-S1167-PS

WAB-S1167

WAB-M1775-PS

1313
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ネットワーク Wi-Fiルーター・アクセスポイント／無線LANアダプター／保守サービス

デリバリー
保守

保守内容

対象製品

EHB-SG2Bシリーズ、EHB-SG2Aシリーズ、
WAB-M1775-PS、WAB-S1775、
WAB-M2133、WAB-I1750-PS、
WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、
ECB-G01CX-HJP、ECB-G01HD

センドバック
延長保守

EBS-DH-01A
EBS-DH-03A
EBS-DH-05A

¥6,600
¥13,200
¥16,500

保守型番

1年/1年延長
3年
5年

EBS-SB-01A
EBS-SB-02A

¥2,310
¥2,750

¥1,155
¥1,650

延長1年
延長2年

保守年数 標準価格

EHB-UT2Aシリーズ、EHB-UF2A08-PF、
EHB-UG2Bシリーズ、EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UG2Cシリーズ、
EIB-UG01シリーズ、EHB-UX2A-TPシリーズ、
WDB-867DU3S、WDB-433SU2M2シリーズ、
EHB-UG2A05-S※（※センドバック延長保守の場合はグループC）

EBS-DH-01B
EBS-DH-03B
EBS-DH-05B

¥2,200
¥4,950
¥6,600

保守型番

1年/1年延長
3年
5年

EBS-SB-01B
EBS-SB-02B

延長1年
延長2年

保守年数 標準価格

¥979
¥1,210

WAB-S300IWシリーズ、WAB-S733IWシリーズ、
WAB-S733MI、WAB-EX-DFS、EHB-UG2A05-S※

（※デリバリー保守の場合はグループB）

EBS-DH-01A
EBS-DH-03A
EBS-DH-05A

¥6,600
¥13,200
¥16,500

保守型番

グループ A グループ B グループ C

1年/1年延長
3年
5年

EBS-SB-01C
EBS-SB-02C

延長1年
延長2年

保守年数 標準価格

ネットワーク製品　保守サービスのご案内

製品が故障した場合、お客様にて障
害原因切り分け後、ハードウェア故障
の場合に代替品を指定場所へ発送す
る保守サービスです。代替品が到着
し、故障品と交換いただいた後、故障
品をご返送いただきます。

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

法人向けネットワーク製品には、3年
間のセンドバック形式の無償保証期
間が設定されています。「延長保守」
とは製品購入時に別途「延長保守」
を契約いただくことで、無償保証期
間終了後に修理を依頼される場合に
修理費用が不要となるサービスです。

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！ スイッチングハブ（EHB-）の製品情報→P8.9　　　　　　 EIB-UG01シリーズの製品情報→P13
無線アクセスポイント（WAB-）の製品情報→P12.13.14　　 ECB-G01HDの製品情報→P24

WAB-M1775-PS,WAB-S1775, WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS,
WAB-S1167,WAB-S300, WAB-EX-DFS, WAB-S733MI, WAB-S733IW-AC,
WAB-S300IW-AC, WAB-S733IW2-PD, WAB-S300IW2-PD

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！
仮ユーザー登録

•無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報（製品型番＋シリアル番号等）の登録が必要です。　•ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社（ESSC）が行います。
•お客様の個人情報の取り扱いについて（プライバシーポリシー）は、右記のURLをご確認ください。  https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html

❶エレコム・ホームページで右上の［法人のお客様］をクリック
❷法人トップページの右メニューの「ユーザー登録ボタン」をクリック
❸ESSCトップページ右の「新規ユーザー登録ボタン」をクリック
❹メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

❶届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
❷登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

無線アクセスポイント
EHB-SG2B08, EHB-SG2B16, EHB-SG2B24,
EHB-SG2B08-PL, EHB-SG2B16F-PL, EHB-SG2B24F-PL

Webスマートスイッチ
ECB-G01CX-HJP
同軸コンバーター

ECB-G01HD
HDMIコンバーター

EIB-UG01-PF2, 
EIB-UG01-PL2

PoEインジェクター
EHB-UG2Aシリーズ, EHB-UT2A04F, 
EHB-UT2A08F, EHB-UG2B05-PL, EHB-UG2B08-PL2, 
EHB-UG2B16F-PL, EHB-UG2Cシリーズ, EHB-UF2A08-PF

アンマネージスイッチ

1 本ユーザー登録2 会員ページにログインし、購入製品情報を登録3ユーザー登録
の流れ

無償延長保証
対象製品

通常保証3年 ＋ 延長保証2年
登録完了で、

計5年に！メーカー ESSC

WAB-S733IW-ACWAB-S300IW2-PD

Wi-Fiルーター・アクセスポイント

オプション

ホテルやオフィスで
Wi-Fi環境を提供できる

●PCやスマートフォン、
タブレットから、気軽にWi-Fi接続が可能
●操作ミスやいたずらによる設定の初期化を
防止する機能を搭載
　※盗難防止ホルダが必要となります。

●USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限発揮し
ながら、旧モデル（WDC-867U3）から89%のサイズダウンを実現
●ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmで装着したま
ま持ち運べる
●アクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合などでも集中した
電波を受信できる「ビームフォーミング」機能に対応
●付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用
可能

※MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用するには無線アクセスポイントも
対応している必要があります。

■ 1 2 約W45.5×D42.7×H68.5mm※/約93g　3 4 約W45.5×D41.7×H68.5mm※/約111g
※JIS規格マルチメディアコンセント対応

EU RoHS
指令準拠 簡易パッケージ

ホワイト WRH-300WH-H ¥4,686

盗難防止ホルダ
WRH-300HLDWH

■約W47×D23×H100mm/
約39g（本体のみ）

¥2,805

300
Mbps
300
Mbps

ngb

外付けコンパクトタイプ（業務用ホテルルーター）

Wi-Fi＋
有線LAN

100BASE-TX
×2

設置業者向
無線マニュアル付

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能 ！ ●AC100V電源をダイレクトに接続できる「AC電源専用モデル」とLANケーブルで給電できる
「PoE受電対応モデル」の2タイプをご用意
●消費電力効率の工夫により、前モデルより大幅に消費電力を低下させた低省電力設計
●熱対策をしながら筺体を小型化。長期間使用でも安心な高品質、高信頼性を実現
●壁面設置の際に邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造の内蔵アンテナ
●一括管理ソフト「WAB-MAT」に対応

¥10,978WAB-S733IW2-PD

¥7,678WAB-S300IW2-PD

●AC100V電源をダイレクトに接続できる
AC電源専用モデル
●マルチSSID搭載 
（3 2.4GHz/5GHz各5個 ・ 4 5個）

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べ
るように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。
それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内
景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

TELスルーポート
装備 電源スイッチ付 LED点灯

スイッチ
マルチSSID
最大5個

JIS
マルチメディア
コンセント対応

有線ギガビット
1000BASE-T×2

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

3年＋2年
 保証※

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループC ➡ P14

宿泊施設・集合住宅などへの

「Wi-Fi導入～運用保守」まで、
お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多
数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に
応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。

Wi-Fi導入サービス

https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/

管理ツール
対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループC ➡ P14

1

2

ngb11ac 433+300Mbps

ngb 300Mbps

¥12,078WAB-S733IW-AC

¥8,778WAB-S300IW-AC

3

4

ngb11ac 433+300Mbps

ngb 300Mbps

●電源にPoE受電を使用。周囲にAC100V電源が不要
●マルチSSID搭載 
（1 2.4GHz/5GHz各5個 ・ 2 5個）

無線AP・ルーターモード以外にも、無線子機モード搭載で有線LAN端末の無線化も可能 ！

●無線子機モードを搭載し、有線ポートしか搭載しない機器でも簡単に無線化
●アクセスポイント・ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応し、幅広い端
末との通信が可能
●小型軽量（約90g）で既存の有線LANが引かれている場所に設置してWi-Fi環境を構築可能
●接続機器同士の接続を禁止する無線セパレーター機能によりセキュリティを確保
●マルチSSID（2.4GHz：5個、5GHz：5個）/タグVLAN（2.4GHz：5個、5GHz：5個）/MACアドレスフィ
ルタリング（2.4GHz：64個、5GHz：64個）/QoS：帯域制御

アンテナ内蔵 両面テープ
付属

SSID情報シール
で簡単設定

管理ツール
対応

3モード搭載

無線子機
無線AP
ルーター

■W70×D70×H23.5mm（ネジ固定部除く）約90g（本体のみ）

WAB-S733MI ¥9,878

小型無線アクセスポイント

無線LANアダプター
11ac対応USB3.0モデル ！

11ac nagb300300433433
MbpsMbps
＋＋

11ac nagb300300867867
MbpsMbps
＋＋

IEEE802.1X/
EAP認証対応 3年保証

MU-MIMO
対応

ビームフォーミング
対応

EU RoHS
指令準拠

■W56×D42×H13.5mm/約23g（本体のみ）
■付属品：ACアダプター、LANケーブル

■約W16×D34×H8mm/約4g

WDB-867DU3S ¥5,940

10.10~10.15Win 10
64·32bit

8.1
64·32bit 64·32bit SP1~ Mac

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

3年＋2年
 保証※

電源不要のPoE受電モデル AC100V直結モデル

WAB-S733IW-ACWAB-S300IW2-PD

¥9,878

選べる化粧プレート！

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

NASNASウイルススキャンソフト／スナップショット機能

予期しないデータトラブルや
ランサムウェア被害にも安心

「スナップショット機能」を利用することで、予期しないトラブ
ルや誤操作でのデータ損失、またランサムウェアなどによる攻
撃でデータを損失した状態でも瞬時に任意のポイントにデー
タの復元を可能にします。スナップショット機能を使用して
データを復元することで、バックアップデータをコピーして復
元するよりも迅速に復元することが可能となり、業務のスムー
ズな復旧、継続に貢献します。

スナップショット機能とは
スナップショットを撮った時点のストレージの状態を記録し、
誤ってファイルを削除したり、上書きしてしまった場合でもス
ナップショットを撮った時点の状態に復元することができます。

NSB-7Aシリーズ
●NSB-7A4RLシリーズ（NSB-7A16T4RL／NSB-7A12T4RL／NSB-7A8T4RL／NSB-7A4T4RL）
●NSB-7A4BLシリーズ（NSB-7A2T4BL／NSB-7A4T4BL／NSB-7A6T4BL／NSB-7A8T4BL）
●NSB-7A5BLシリーズ（NSB-7A4T5BL／NSB-7A8T5BL／NSB-7A12T5BL／NSB-7A16T5BL）
●NSB-7A5BLXシリーズ(NSB-7A30T5BLX／NSB-7A40T5BLX)

NSB-5Aシリーズ
●NSB-5A4BLシリーズ（NSB-5A4T4BL／NSB-5A8T4BL／NSB-5A12T4BL／NSB-5A16T4BL）
●NSB-5A1BLシリーズ（NSB-5A1T1BL／NSB-5A2T1BL／NSB-5A3T1BL／NSB-5A4T1BL）
●NSB-5A4RLシリーズ（NSB-5A4T4RL／NSB-5A8T4RL／NSB-5A12T4RL／NSB-5A16T4RL）
●NSB-5A2BLシリーズ（NSB-5A2T2BL／NSB-5A4T2BL／NSB-5A6T2BL／NSB-5A8T2BL）

対象製品

瞬時にデータの保護と復元が可能！
法人向け Linux NAS NSB-5A・7Aシリーズが

本機能はファームウェアバージョン Ver.4.3.6.1256 以降が対応バージョンです。

「スナップショット機能」に対応

バックアップと比較して、以下のような特長があります。
●バックアップよりもすばやく復元ポイント作成できる
●バックアップよりもストレージの使用容量が少ない 

保存場所 外付けHDDなどの外部ストレージ

容量に応じた復元時間がかかる

元データ（オリジナル）+
各世代のバックアップの合計容量

NAS本体のストレージプール

指定したポイントに瞬時に復元

元データ（オリジナル）+
元データの１～２割の合計容量

一般的なローカルバックアップ スナップショット

容　量

復　元

A

ストレージ
プール

AB

AB

ABCNAS

撮 影

NAS
外部ストレージ

はじめましょう！ NASのウイルス対策
“NetStor Virus Scan”

“NetStor Virus Scan”を導入すると

便利なNASに潜む脅威！  NASにもウイルス感染のリスクがあるのをご存知ですか？

エレコムLinux NAS向けウイルススキャンソフト　　　　　　　　　　　　　

対応モデル エレコムLinux NAS NSB-5A・7Aシリーズ

とにかく軽い！
非常駐型

業務中はNASの性能に影響を及ぼさず、可動状態を考慮してスキャンできるように「マニュアル
スキャン」と「タイムスケジュールスキャン」に対応しています。スキャンでウイルスが見つかれば
隔離・削除し、システムログに記録します。

遠隔地もOK！
メール通知機能

遠隔地でも稼働状況を確認できる「メール通知機能」を搭載。ウイルス検出時とスキャン完了時
に自動的にメールでお知らせします。これにより、こちらからわざわざNASにアクセスして状況を
確認する必要がありません。

NetStor
Virus Scanとは？

セキュリティエンジンに、日本国内のレンタルサーバー各社でも採用されている「ClamAV」を使用しています。また、日々のセキュリティ脅威の変化に追随すべく、
メンテナンスが最も重要なパターンファイルは、著名なネットワークベンダーのエンジニア集団「Talos」が作成に貢献。法人用途にも安心してご使用いただけます。

※Netstor Virus ScanをインストールするNASが「NASみる」に登録されている必要があります。また、定期的にインターネット上の管理サーバーと通信する為にNASがインターネットと通信できることが必要です。
※スキャン可能なファイルサイズは、「空きメモリ容量」より「100MB」を差し引いたサイズとなります。また、別売増設メモリー（NSB-EX-MEM8G［P18参照］）により最大4,095MBのファイルサイズまでスキャン可能となります。
※一度にスキャン動作できるスキャンタスクは1つのみとなります。例えばスケジュールスキャンにて複数タスクが同時実行された場合、正しく動作しない場合があります。

2つのスキャン方法
タイムスケジュール
決まった時刻にスキャン

マニュアル
いつでもスキャン可能

LinuxNAS
PCのメールに

スマホのメールに

Scan

オフィスのNASはウイルス対策をせず、放置したままになっていませんか？

社内に蔓延！
NASがウイルスの媒介となって

その結果

CASE

1
CASE

2
CASE

3
そもそもNASのセキュリティ
対策方法がわからない

NASの管理にまで
手が回らず放置していた

セキュリティソフトの導入や
パターンファイルの更新が
面倒

社員全員のパソコンを完全に管理すること
は非常に困難です。社員自身が知らない間
にウイルス感染したパソコンを社内ネット
ワークにつなげている可能性があります。

感染源の情報端末

パターンファイルが
古いパソコン

NASがウイルスに感染

ウイルス対策を
していないNAS

社内の
パソコンに
次々と感染

登録で利用可能！登録で利用可能！

（税抜価格¥8,980）

（税抜価格¥9,980）

（税抜価格¥6,980）

（税抜価格
 ¥2,550）

（税抜価格
 ¥4,260）

（税抜価格¥10,980）

（税抜価格¥7,980）

（税抜価格¥5,400）

（税抜価格¥2,500）
（税抜価格¥2,100）

（税抜価格¥15,000）
（税抜価格¥12,000）
（税抜価格¥6,000）

（税抜価格¥1,500）
（税抜価格¥1,050）

（税抜価格¥6,000）
（税抜価格¥4,500）
（税抜価格¥2,000）

（税抜価格¥1,100）
（税抜価格¥890）

（税抜価格¥15,000）
（税抜価格¥12,000）
（税抜価格¥6,000）
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ネットワーク Wi-Fiルーター・アクセスポイント／無線LANアダプター／保守サービス

デリバリー
保守

保守内容

対象製品

EHB-SG2Bシリーズ、EHB-SG2Aシリーズ、
WAB-M1775-PS、WAB-S1775、
WAB-M2133、WAB-I1750-PS、
WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、
ECB-G01CX-HJP、ECB-G01HD

センドバック
延長保守

EBS-DH-01A
EBS-DH-03A
EBS-DH-05A

¥6,600
¥13,200
¥16,500

保守型番

1年/1年延長
3年
5年

EBS-SB-01A
EBS-SB-02A

¥2,310
¥2,750

¥1,155
¥1,650

延長1年
延長2年

保守年数 標準価格

EHB-UT2Aシリーズ、EHB-UF2A08-PF、
EHB-UG2Bシリーズ、EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UG2Cシリーズ、
EIB-UG01シリーズ、EHB-UX2A-TPシリーズ、
WDB-867DU3S、WDB-433SU2M2シリーズ、
EHB-UG2A05-S※（※センドバック延長保守の場合はグループC）

EBS-DH-01B
EBS-DH-03B
EBS-DH-05B

¥2,200
¥4,950
¥6,600

保守型番

1年/1年延長
3年
5年

EBS-SB-01B
EBS-SB-02B

延長1年
延長2年

保守年数 標準価格

¥979
¥1,210

WAB-S300IWシリーズ、WAB-S733IWシリーズ、
WAB-S733MI、WAB-EX-DFS、EHB-UG2A05-S※

（※デリバリー保守の場合はグループB）

EBS-DH-01A
EBS-DH-03A
EBS-DH-05A

¥6,600
¥13,200
¥16,500

保守型番

グループ A グループ B グループ C

1年/1年延長
3年
5年

EBS-SB-01C
EBS-SB-02C

延長1年
延長2年

保守年数 標準価格

ネットワーク製品　保守サービスのご案内

製品が故障した場合、お客様にて障
害原因切り分け後、ハードウェア故障
の場合に代替品を指定場所へ発送す
る保守サービスです。代替品が到着
し、故障品と交換いただいた後、故障
品をご返送いただきます。

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

法人向けネットワーク製品には、3年
間のセンドバック形式の無償保証期
間が設定されています。「延長保守」
とは製品購入時に別途「延長保守」
を契約いただくことで、無償保証期
間終了後に修理を依頼される場合に
修理費用が不要となるサービスです。

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！ スイッチングハブ（EHB-）の製品情報→P8.9　　　　　　 EIB-UG01シリーズの製品情報→P13
無線アクセスポイント（WAB-）の製品情報→P12.13.14　　 ECB-G01HDの製品情報→P24

WAB-M1775-PS,WAB-S1775, WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS,
WAB-S1167,WAB-S300, WAB-EX-DFS, WAB-S733MI, WAB-S733IW-AC,
WAB-S300IW-AC, WAB-S733IW2-PD, WAB-S300IW2-PD

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！
仮ユーザー登録

•無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報（製品型番＋シリアル番号等）の登録が必要です。　•ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社（ESSC）が行います。
•お客様の個人情報の取り扱いについて（プライバシーポリシー）は、右記のURLをご確認ください。  https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html

❶エレコム・ホームページで右上の［法人のお客様］をクリック
❷法人トップページの右メニューの「ユーザー登録ボタン」をクリック
❸ESSCトップページ右の「新規ユーザー登録ボタン」をクリック
❹メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

❶届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
❷登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

無線アクセスポイント
EHB-SG2B08, EHB-SG2B16, EHB-SG2B24,
EHB-SG2B08-PL, EHB-SG2B16F-PL, EHB-SG2B24F-PL

Webスマートスイッチ
ECB-G01CX-HJP
同軸コンバーター

ECB-G01HD
HDMIコンバーター

EIB-UG01-PF2, 
EIB-UG01-PL2

PoEインジェクター
EHB-UG2Aシリーズ, EHB-UT2A04F, 
EHB-UT2A08F, EHB-UG2B05-PL, EHB-UG2B08-PL2, 
EHB-UG2B16F-PL, EHB-UG2Cシリーズ, EHB-UF2A08-PF

アンマネージスイッチ

1 本ユーザー登録2 会員ページにログインし、購入製品情報を登録3ユーザー登録
の流れ

無償延長保証
対象製品

通常保証3年 ＋ 延長保証2年
登録完了で、

計5年に！メーカー ESSC

WAB-S733IW-ACWAB-S300IW2-PD

Wi-Fiルーター・アクセスポイント

オプション

ホテルやオフィスで
Wi-Fi環境を提供できる

●PCやスマートフォン、
タブレットから、気軽にWi-Fi接続が可能
●操作ミスやいたずらによる設定の初期化を
防止する機能を搭載
　※盗難防止ホルダが必要となります。

●USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限発揮し
ながら、旧モデル（WDC-867U3）から89%のサイズダウンを実現
●ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmで装着したま
ま持ち運べる
●アクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合などでも集中した
電波を受信できる「ビームフォーミング」機能に対応
●付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用
可能

※MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用するには無線アクセスポイントも
対応している必要があります。

■ 1 2 約W45.5×D42.7×H68.5mm※/約93g　3 4 約W45.5×D41.7×H68.5mm※/約111g
※JIS規格マルチメディアコンセント対応

EU RoHS
指令準拠 簡易パッケージ

ホワイト WRH-300WH-H ¥4,686

盗難防止ホルダ
WRH-300HLDWH

■約W47×D23×H100mm/
約39g（本体のみ）

¥2,805

300
Mbps
300
Mbps

ngb

外付けコンパクトタイプ（業務用ホテルルーター）

Wi-Fi＋
有線LAN

100BASE-TX
×2

設置業者向
無線マニュアル付

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能 ！ ●AC100V電源をダイレクトに接続できる「AC電源専用モデル」とLANケーブルで給電できる
「PoE受電対応モデル」の2タイプをご用意
●消費電力効率の工夫により、前モデルより大幅に消費電力を低下させた低省電力設計
●熱対策をしながら筺体を小型化。長期間使用でも安心な高品質、高信頼性を実現
●壁面設置の際に邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造の内蔵アンテナ
●一括管理ソフト「WAB-MAT」に対応

¥10,978WAB-S733IW2-PD

¥7,678WAB-S300IW2-PD

●AC100V電源をダイレクトに接続できる
AC電源専用モデル
●マルチSSID搭載 
（3 2.4GHz/5GHz各5個 ・ 4 5個）

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べ
るように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。
それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内
景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

TELスルーポート
装備 電源スイッチ付 LED点灯

スイッチ
マルチSSID
最大5個

JIS
マルチメディア
コンセント対応

有線ギガビット
1000BASE-T×2

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

3年＋2年
 保証※

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループC ➡ P14

宿泊施設・集合住宅などへの

「Wi-Fi導入～運用保守」まで、
お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多
数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に
応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。

Wi-Fi導入サービス

https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/

管理ツール
対応

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループC ➡ P14

1

2

ngb11ac 433+300Mbps

ngb 300Mbps

¥12,078WAB-S733IW-AC

¥8,778WAB-S300IW-AC

3

4

ngb11ac 433+300Mbps

ngb 300Mbps

●電源にPoE受電を使用。周囲にAC100V電源が不要
●マルチSSID搭載 
（1 2.4GHz/5GHz各5個 ・ 2 5個）

無線AP・ルーターモード以外にも、無線子機モード搭載で有線LAN端末の無線化も可能 ！

●無線子機モードを搭載し、有線ポートしか搭載しない機器でも簡単に無線化
●アクセスポイント・ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応し、幅広い端
末との通信が可能
●小型軽量（約90g）で既存の有線LANが引かれている場所に設置してWi-Fi環境を構築可能
●接続機器同士の接続を禁止する無線セパレーター機能によりセキュリティを確保
●マルチSSID（2.4GHz：5個、5GHz：5個）/タグVLAN（2.4GHz：5個、5GHz：5個）/MACアドレスフィ
ルタリング（2.4GHz：64個、5GHz：64個）/QoS：帯域制御

アンテナ内蔵 両面テープ
付属

SSID情報シール
で簡単設定

管理ツール
対応

3モード搭載

無線子機
無線AP
ルーター

■W70×D70×H23.5mm（ネジ固定部除く）約90g（本体のみ）

WAB-S733MI ¥9,878

小型無線アクセスポイント

無線LANアダプター
11ac対応USB3.0モデル ！

11ac nagb300300433433
MbpsMbps
＋＋

11ac nagb300300867867
MbpsMbps
＋＋

IEEE802.1X/
EAP認証対応 3年保証

MU-MIMO
対応

ビームフォーミング
対応

EU RoHS
指令準拠

■W56×D42×H13.5mm/約23g（本体のみ）
■付属品：ACアダプター、LANケーブル

■約W16×D34×H8mm/約4g

WDB-867DU3S ¥5,940

10.10~10.15Win 10
64·32bit

8.1
64·32bit 64·32bit SP1~ Mac

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

3年＋2年
 保証※

電源不要のPoE受電モデル AC100V直結モデル
選べる化粧プレート！

オプション

デリバリー
保守

デリバリー
保守

オプション

センドバック
延長保守
センドバック
延長保守

グループB ➡ P14

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

NASNASウイルススキャンソフト／スナップショット機能

予期しないデータトラブルや
ランサムウェア被害にも安心

「スナップショット機能」を利用することで、予期しないトラブ
ルや誤操作でのデータ損失、またランサムウェアなどによる攻
撃でデータを損失した状態でも瞬時に任意のポイントにデー
タの復元を可能にします。スナップショット機能を使用して
データを復元することで、バックアップデータをコピーして復
元するよりも迅速に復元することが可能となり、業務のスムー
ズな復旧、継続に貢献します。

スナップショット機能とは
スナップショットを撮った時点のストレージの状態を記録し、
誤ってファイルを削除したり、上書きしてしまった場合でもス
ナップショットを撮った時点の状態に復元することができます。

NSB-7Aシリーズ
●NSB-7A4RLシリーズ（NSB-7A16T4RL／NSB-7A12T4RL／NSB-7A8T4RL／NSB-7A4T4RL）
●NSB-7A4BLシリーズ（NSB-7A2T4BL／NSB-7A4T4BL／NSB-7A6T4BL／NSB-7A8T4BL）
●NSB-7A5BLシリーズ（NSB-7A4T5BL／NSB-7A8T5BL／NSB-7A12T5BL／NSB-7A16T5BL）
●NSB-7A5BLXシリーズ(NSB-7A30T5BLX／NSB-7A40T5BLX)

NSB-5Aシリーズ
●NSB-5A4BLシリーズ（NSB-5A4T4BL／NSB-5A8T4BL／NSB-5A12T4BL／NSB-5A16T4BL）
●NSB-5A1BLシリーズ（NSB-5A1T1BL／NSB-5A2T1BL／NSB-5A3T1BL／NSB-5A4T1BL）
●NSB-5A4RLシリーズ（NSB-5A4T4RL／NSB-5A8T4RL／NSB-5A12T4RL／NSB-5A16T4RL）
●NSB-5A2BLシリーズ（NSB-5A2T2BL／NSB-5A4T2BL／NSB-5A6T2BL／NSB-5A8T2BL）

対象製品

瞬時にデータの保護と復元が可能！
法人向け Linux NAS NSB-5A・7Aシリーズが

本機能はファームウェアバージョン Ver.4.3.6.1256 以降が対応バージョンです。

「スナップショット機能」に対応

バックアップと比較して、以下のような特長があります。
●バックアップよりもすばやく復元ポイント作成できる
●バックアップよりもストレージの使用容量が少ない 

保存場所 外付けHDDなどの外部ストレージ

容量に応じた復元時間がかかる

元データ（オリジナル）+
各世代のバックアップの合計容量

NAS本体のストレージプール

指定したポイントに瞬時に復元

元データ（オリジナル）+
元データの１～２割の合計容量

一般的なローカルバックアップ スナップショット

容　量

復　元

A

ストレージ
プール

AB

AB

ABCNAS

撮 影

NAS
外部ストレージ

はじめましょう！ NASのウイルス対策
“NetStor Virus Scan”

“NetStor Virus Scan”を導入すると

便利なNASに潜む脅威！  NASにもウイルス感染のリスクがあるのをご存知ですか？

エレコムLinux NAS向けウイルススキャンソフト　　　　　　　　　　　　　

対応モデル エレコムLinux NAS NSB-5A・7Aシリーズ

とにかく軽い！
非常駐型

業務中はNASの性能に影響を及ぼさず、可動状態を考慮してスキャンできるように「マニュアル
スキャン」と「タイムスケジュールスキャン」に対応しています。スキャンでウイルスが見つかれば
隔離・削除し、システムログに記録します。

遠隔地もOK！
メール通知機能

遠隔地でも稼働状況を確認できる「メール通知機能」を搭載。ウイルス検出時とスキャン完了時
に自動的にメールでお知らせします。これにより、こちらからわざわざNASにアクセスして状況を
確認する必要がありません。

NetStor
Virus Scanとは？

セキュリティエンジンに、日本国内のレンタルサーバー各社でも採用されている「ClamAV」を使用しています。また、日々のセキュリティ脅威の変化に追随すべく、
メンテナンスが最も重要なパターンファイルは、著名なネットワークベンダーのエンジニア集団「Talos」が作成に貢献。法人用途にも安心してご使用いただけます。

※Netstor Virus ScanをインストールするNASが「NASみる」に登録されている必要があります。また、定期的にインターネット上の管理サーバーと通信する為にNASがインターネットと通信できることが必要です。
※スキャン可能なファイルサイズは、「空きメモリ容量」より「100MB」を差し引いたサイズとなります。また、別売増設メモリー（NSB-EX-MEM8G［P18参照］）により最大4,095MBのファイルサイズまでスキャン可能となります。
※一度にスキャン動作できるスキャンタスクは1つのみとなります。例えばスケジュールスキャンにて複数タスクが同時実行された場合、正しく動作しない場合があります。

2つのスキャン方法
タイムスケジュール
決まった時刻にスキャン

マニュアル
いつでもスキャン可能

LinuxNAS
PCのメールに

スマホのメールに

Scan

オフィスのNASはウイルス対策をせず、放置したままになっていませんか？

社内に蔓延！
NASがウイルスの媒介となって

その結果

CASE

1
CASE

2
CASE

3
そもそもNASのセキュリティ
対策方法がわからない

NASの管理にまで
手が回らず放置していた

セキュリティソフトの導入や
パターンファイルの更新が
面倒

社員全員のパソコンを完全に管理すること
は非常に困難です。社員自身が知らない間
にウイルス感染したパソコンを社内ネット
ワークにつなげている可能性があります。

感染源の情報端末

パターンファイルが
古いパソコン

NASがウイルスに感染

ウイルス対策を
していないNAS

社内の
パソコンに
次々と感染

登録で利用可能！登録で利用可能！

（税抜価格¥8,980）

（税抜価格¥9,980）

（税抜価格¥6,980）

（税抜価格
 ¥2,550）

（税抜価格
 ¥4,260）

（税抜価格¥10,980）

（税抜価格¥7,980）

（税抜価格¥5,400）

（税抜価格¥2,500）
（税抜価格¥2,100）

（税抜価格¥15,000）
（税抜価格¥12,000）
（税抜価格¥6,000）

（税抜価格¥1,500）
（税抜価格¥1,050）

（税抜価格¥6,000）
（税抜価格¥4,500）
（税抜価格¥2,000）

（税抜価格¥1,100）
（税抜価格¥890）

（税抜価格¥15,000）
（税抜価格¥12,000）
（税抜価格¥6,000）
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※1：NASツール搭載、「NetStor Backup」にて対応　※2：別途市販アプリインストール必要　●シリーズ名の■（四角）番号はP18のオプション一覧と連動しています。

Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition Windows Storage Server 2016 Standard Edition

※1：NASツール搭載、「NetStor Backup」にて対応　※2：別途市販アプリインストール必要　●シリーズ名の■（四角）番号はP18のオプション一覧と連動しています。

Windows Server IoT 2019 for S Workgroup Edition 

推奨接続台数

シリーズ名

容量：型番
標準価格

CPU

NAS専用HDD搭載台数
USBポート
シリアルポート
RAIDレベル

メモリ

RAID関連機能

LAN

LAN関連機能

管理・
セキュリティ機能

その他機能

形状寸法（mm）
質量（HDD含む）

Windows 
NAS

W195×D264×H165

1 NSB-7MS2DW9 series

50台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

W195×D264×H210

2 NSB-75S4DW9 series

50台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

W195×D264×H165

4 NSB-7MS2DS9 series

150台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

W195×D264×H210

5 NSB-75S4DS9 series

150台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

Windows Server IoT 2019 for S Standard Edition

付属品

OS・使用目的・対応UPS・動作検証ソフト
ウエアなど、お客様の用途に合わせた
NASを検索することが可能です。

お客様の用途に合わせてNASを一発検索

NAS COORDINATOR

想定クライアント数

シリーズ名

容量：型番
標準価格

CPU

NAS専用HDD搭載台数
USBポート
RAIDレベル

RAID関連機能

LAN

LAN関連機能

冷却ファン
電源コネクタ
形状寸法（mm）
質量

付属品

管理・
セキュリティ機能

その他機能

13 NSB-7A4RL series 14 NSB-7A5BLX series

100

4台
USB3.0×4

RAID0/1/5/6/10

12 NSB-7A5BL series11 NSB-7A4BL series10 NSB-5A4RL series9 NSB-5A4BL series8 NSB-5A2BL series7 NSB-5A1BL series

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

ポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキング

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構

 10G SFP+ ×2※3/1000BASE-T×2

4cmシステムファン×2
ACインレット

W439×D499×H44
約9.3～10.2kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本、

レールキット

100

4台（空き1ベイ）
USB3.0×3

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

 10G SFP+ ×2※3/1000BASE-T×2

12cmシステムファン×1
ACインレット

W210.6×D235.5×H185
約7.6～8.5kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本

100

2台（空き2ベイ）
USB3.0×3

RAID0/1対応※1

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

 10G SFP+ ×1※3/1000BASE-T×2

12cmシステムファン×1
DCジャック

W160×D219×H169
約3.9～4.4kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）2本

50

4台
USB3.0×4

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

10G SFP+ ×1※3/1000BASE-T×2

4cm システムファン×3
ACインレット

W439×D291×H44
約9.3～10.2kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本、

レールキット

50

4台
USB3.0×3

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

1000BASE-T×2

12cmシステムファン×1
DCジャック

W160×D219×H169
約3.9～4.4kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）2本

50

2台
USB3.0×3
RAID0/1

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

1000BASE-T×2

7cmシステムファン×1
DCジャック

W102×D219×H169
約2.2～2.6kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）2本

50

1台
USB3.0×3

－

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

1000BASE-T×1

5cmシステムファン×1
DCジャック

W73×D219×H169
約1.5～1.7kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）1本

¥51,480

¥59,202

¥67,232

¥82,192

1TB:NSB-5A1T1BL

2TB:NSB-5A2T1BL

3TB:NSB-5A3T1BL

4TB:NSB-5A4T1BL

¥129,690

¥159,500

¥192,500

¥209,000

¥297,000

2TB :

4TB :

6TB :

8TB :

12TB :

NSB-7MS2T2DW9

NSB-7MS4T2DW9

NSB-7MS6T2DW9

NSB-7MS8T2DW9

NSB-7MS12T2DW9

W195×D264×H165

1 NSB-7MS2CW6 series

50台50台 50台 150台 150台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥129,800

¥159,500

¥192,500

¥231,000

¥297,000

2TB:

4TB:

6TB:

8TB:

12TB:

NSB-7MS2T2CW6

NSB-7MS4T2CW6

NSB-7MS6T2CW6

NSB-7MS8T2CW6

NSB-7MS12T2CW6

W195×D264×H165

4 NSB-7MS2CS6 series

150台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥225,500

¥258,500

¥291,500

¥330,000

¥396,000

2TB:

4TB:

6TB:

8TB:

12TB:

NSB-7MS2T2CS6

NSB-7MS4T2CS6

NSB-7MS6T2CS6

NSB-7MS8T2CS6

NSB-7MS12T2CS6

W195×D264×H210

2 NSB-75S4DW6 series

50台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥209,000

¥231,000

¥275,000

¥330,000

¥440,000

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4DW6

NSB-75S8T4DW6

NSB-75S12T4DW6

NSB-75S16T4DW6

NSB-75S24T4DW6

W430×D540×H45

3 NSB-75S4RW6 series

50台

4GB
4台

USB3.0×1、USB2.0×3
×

RAID 0/1/5

Intel Celeron
2.0～2.42GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド、レールキット

¥238,700

¥275,000

¥311,300

¥404,800

¥514,800

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4RW6

NSB-75S8T4RW6

NSB-75S12T4RW6

NSB-75S16T4RW6

NSB-75S24T4RW6

W195×D264×H210

5 NSB-75S4DS6 series

150台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥294,800

¥330,000

¥374,000

¥426,800

¥517,000

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4DS6

NSB-75S8T4DS6

NSB-75S12T4DS6

NSB-75S16T4DS6

NSB-75S24T4DS6

6 NSB-75S4RS6 series

150台

4GB
4台

USB3.0×1、USB2.0×3
×

RAID 0/1/5

W430×D540×H45

Intel Celeron
2.0～2.42GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド、レールキット

¥294,800

¥327,800

¥360,800

¥459,800

¥569,800

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4RS6

NSB-75S8T4RS6

NSB-75S12T4RS6

NSB-75S16T4RS6

NSB-75S24T4RS6

¥201,300

¥214,500

¥236,500

¥253,000

¥319,000

2TB :

4TB :

6TB :

8TB :

12TB :

NSB-7MS2T2DS9

NSB-7MS4T2DS9

NSB-7MS6T2DS9

NSB-7MS8T2DS9

NSB-7MS12T2DS9

¥209,000

¥231,000

¥261,800

¥316,690

¥426,800

4TB :

8TB :

12TB :

16TB :

24TB :

NSB-75S4T4DW9

NSB-75S8T4DW9

NSB-75S12T4DW9

NSB-75S16T4DW9

NSB-75S24T4DW9

¥253,000

¥283,800

¥305,800

¥360,800

¥470,800

4TB :

8TB :

12TB :

16TB :

24TB :

NSB-75S4T4DS9

NSB-75S8T4DS9

NSB-75S12T4DS9

NSB-75S16T4DS9

NSB-75S24T4DS9

¥70,400

¥97,900

¥108,900

¥126,500

2TB:NSB-5A2T2BL

4TB:NSB-5A4T2BL

6TB:NSB-5A6T2BL

8TB:NSB-5A8T2BL

¥85,800

¥107,800

¥130,900

¥155,100

2TB:NSB-7A2T4BL

4TB:NSB-7A4T4BL

6TB:NSB-7A6T4BL

8TB:NSB-7A8T4BL

¥130,900

¥141,900

¥159,500

¥210,100

4TB:NSB-5A4T4BL

8TB:NSB-5A8T4BL

12TB:NSB-5A12T4BL

16TB:NSB-5A16T4BL

¥170,500

¥181,500

¥212,300

¥272,800

4TB:NSB-5A4T4RL

8TB:NSB-5A8T4RL

12TB:NSB-5A12T4RL

16TB:NSB-5A16T4RL

¥152,900

¥196,900

¥214,500

¥262,900

4TB:NSB-7A4T5BL

8TB:NSB-7A8T5BL

12TB:NSB-7A12T5BL

16TB:NSB-7A16T5BL

ポートトランキング

盗難防止機構

100

5台
USB3.0×3

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

 10G SFP+ ×2※3/10GBASE-T x1/1000BASE-T x2

12cmシステムファン×1
ACインレット

W210.6×D235.5×H185
約8.8Kg ～約9.4Kg 

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本

¥185,900

¥205,700

¥242,000

¥275,000

4TB:NSB-7A4T4RL

8TB:NSB-7A8T4RL

12TB:NSB-7A12T4RL

16TB:NSB-7A16T4RL

¥382,80030TB:NSB-7A30T5BLX

¥536,80040TB:NSB-7A40T5BLX

Linux 
NAS

※1：スペアドライブ追加によりRAID5/6/10にも対応　　※2：RAID5/6使用時に有効　　※3：別途オプションで、10G SFP＋モジュールが必要　　※4：NASツール搭載、「NetStor Backup」にて対応
●シリーズ名の■（四角）番号はP18のオプション一覧と連動しています。

NSB-5Aシリーズ NSB-7Aシリーズ NSB-7A5BLXシリーズ

Windows 10/ 8.1/7、 Windows Server 2019/2016/2012(R2)、 Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2)
macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12

Windows 10/ 8.1/7、 Windows Server 2019/2016/2012(R2)/2008(R2)、 Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2)
macOS Sierra 10.12、 OS X El Capitan 10.11、 OS X Yosemite 10.10、 OS X Mavericks 10.9対応OS

●最大6つの登録済みメールアドレス宛に通知可能
●通知イベントログに記録された異常検知情報をメールにて通知
●月次メール通知を有効にすることで、登録されたNASの情報を毎
月1日にメールで通知

各種通知機能により迅速な障害対応が可能

NASの内蔵HDDのステータス情報からHDDの健康レベルを
5段階に自動判定

早期障害復旧をサポート ！

●NAS本体のステータス情報
●NASに接続された外部ストレージ、UPSの情報
●各拠点に設置されたNASからインターネット経由で
　接続することで、管理者のPCから場所を選ばず一元管理

運用に役立つ豊富なステータス情報のご提供
NASの情報を一元で管理できる ！

「NASみる」とはエレコム製NAS製品“NSBシリーズ”をご利用いただくことで、
無償で利用できるクラウド型NAS状態管理サービスです。Webブラウザでの運
用が可能で、OS環境を選ばず、インターネット経由でシステム管理者のPCで一
元管理できます。離れた場所に設置したNASの管理負担を軽減できます。

クラウドサービスにより、登録したNASの情報を
いつでもどこでも、端末を選ばずにWebブラウザ
を使って確認することができます。
※管理対象のNASと「NASみる」を閲覧する端
末がインターネットに接続されている必要があ
ります。

※本機能はシリーズによって対
応が異なります。 「NASみ
る」エージェントへのバー
ジョンアップが必要になる場
合がございます。

●NASの安定稼働確認指針として特に重要なCPU、メモリ負荷率、
HDD内部温度などの情報をグラフ表示
●通知イベントログ一覧を表示可能、「情報」「エラー」［警告」の3段
階に分類し、異常検知情報はカラーで表示
●通知イベントログ一覧やNAS製品情報をCSVファイルで
　ダウンロード可能

統計グラフやイベントログなど見える情報
NASの稼働状況が目に見える

導入・運用、保守まで
ワンストップサービス

システム管理者の運用負担を大幅に軽減 ！
詳細

マニュアル
Q&Aなど

NAS管理
クラウドサービス ※すべて有償（オプション）サービス

ご相談無料！法人様専用製品サポートもご用意
➡詳細は裏表紙へ

無償提供

環境や場所を選ばない
クラウド型

NAS状態管理サービス

外出先からも確認可能会社からPCで確認

複数の管理者で
レポート障害を
共有できます。

グラフ表示

イベントログ表示

運用負荷を軽減! NASのトラブル発生時の早期障害復旧を支援する管理サービス！
クラウド型NAS状態管理サービス

紹介動画

機能拡張 HDD健康レベル通知

機能拡張 UPS残量表示

HDDの健康レベル（ステータス）変更時に
メールを配信。
HDD故障、データ破損前に『気づき』を提供！

状態を
自動送信

管理者

通知

保守担当

通知
情報システム
担当

通知

送信先は最大6アドレス
まで登録可能

※NSB-5A/7Aシリーズのみ対応（2021年6月現在）

無償で
障害管理が
できる！

拠点A 拠点B本社

「NASみる」のおもな機能

導
　入

運
　用

保
　守

・オンサイト保守
・HDD返却不要
　　　 オンサイト保守
・デリバリー保守
・センドバック延長保守

各種情報を
一元で管理可能

UPSの推定残り時間も「分」刻みでお知らせ！
※NASみる対応UPSのみ

万一の停電時にランタイム
把握で安全なシャット
ダウンが出来るかどうか
事前チェック！
機器やデータの保護を
強力にサポート！

搭載OS
対応OS
対応ブラウザー

Windows 10/8.1/ 7、 Windows Server 2019/2016/2012（R2）/2012/2008（R2）/2008、 macOS Mojave 10.14、 macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、 OS X Yosemite 10.10、 OS X Mavericks 10.9、macOS Catalina 10.15
IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome

Linux OS

4T：約8.5Kg/8T：約8.5Kg/12T：約9.0Kg/
16T：約9.0Kg/24T：約9.0Kg ※全てレール含まず

2T：約5.5kg/4T：約5.5kg/6T：約5.5kg/
8T：約5.5kg/12T：約5.5kg

2T：約5.3kg/4T：約5.7kg/6T：約5.7kg/
8T：約5.7kg/12T：約5.9kg

4T：約6.9kg/8T：約7.6kg/12T：約7.6kg/
16T：約7.6kg/24T：約8.0kg

2T：約5.3kg/4T：約5.7kg/6T：約5.7kg/
8T：約5.7kg/12T：約5.9kg

4T：約6.9kg/8T：約7.6kg/12T：約7.6kg/
16T：約7.6kg/24T：約8.0kg

4T：約7.0kg/8T：約8.0Kg/12T：約8.0Kg/
16T：約8.0Kg/24T：約8.5Kg  

4T：約8.5Kg/8T：約8.5Kg/12T：約9.0Kg/
16T：約9.0Kg/24T：約9.0Kg ※全てレール含まず

2T：約5.5kg/4T：約5.5kg/6T：約5.5kg/
8T：約5.5kg/12T：約5.5kg

4T：約7.0kg/8T：約8.0Kg/12T：約8.0Kg/  
 16T：約8.0Kg/24T：約8.5Kg  

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1
履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1
履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

Windows NAS／Linux NASNAS NASNASみる／NAS COORDINATOR

（税抜価格¥46,800） （税抜価格¥64,000） （税抜価格¥119,000） （税抜価格¥155,000） （税抜価格¥78,000） （税抜価格¥139,000） （税抜価格¥169,000）

（税抜価格¥268,000）

（税抜価格¥298,000）

（税抜価格¥328,000）

（税抜価格¥418,000）

（税抜価格¥518,000）

（税抜価格¥268,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥340,000）

（税抜価格¥388,000）

（税抜価格¥470,000）

（税抜価格¥205,000）

（税抜価格¥235,000）

（税抜価格¥265,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥360,000）

（税抜価格¥217,000）

（税抜価格¥250,000）

（税抜価格¥283,000）

（税抜価格¥368,000）

（税抜価格¥468,000）

（税抜価格¥190,000）

（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥250,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥400,000）

（税抜価格¥118,000）

（税抜価格¥145,000）

（税抜価格¥175,000）

（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥270,000）

（税抜価格¥230,000）

（税抜価格¥258,000）

（税抜価格¥278,000）

（税抜価格¥328,000）

（税抜価格¥428,000）

（税抜価格¥183,000）

（税抜価格¥195,000）

（税抜価格¥215,000）

（税抜価格¥230,000）

（税抜価格¥290,000）

（税抜価格¥190,000）

（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥238,000）

（税抜価格¥287,900）

（税抜価格¥388,000）

（税抜価格¥117,900）

（税抜価格¥145,000）

（税抜価格¥175,000）

（税抜価格¥190,000）

（税抜価格¥270,000）

（税抜価格¥53,820） （税抜価格¥89,000） （税抜価格¥129,000） （税抜価格¥165,000） （税抜価格¥98,000） （税抜価格¥179,000） （税抜価格¥187,000）

（税抜価格¥61,120） （税抜価格¥99,000） （税抜価格¥145,000） （税抜価格¥193,000） （税抜価格¥119,000） （税抜価格¥195,000） （税抜価格¥220,000）

（税抜価格¥74,720） （税抜価格¥115,000） （税抜価格¥191,000） （税抜価格¥248,000） （税抜価格¥141,000） （税抜価格¥239,000） （税抜価格¥250,000）

（税抜価格¥348,000）

（税抜価格¥488,000）
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※1：NASツール搭載、「NetStor Backup」にて対応　※2：別途市販アプリインストール必要　●シリーズ名の■（四角）番号はP18のオプション一覧と連動しています。

Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition Windows Storage Server 2016 Standard Edition

※1：NASツール搭載、「NetStor Backup」にて対応　※2：別途市販アプリインストール必要　●シリーズ名の■（四角）番号はP18のオプション一覧と連動しています。

Windows Server IoT 2019 for S Workgroup Edition 

推奨接続台数

シリーズ名

容量：型番
標準価格

CPU

NAS専用HDD搭載台数
USBポート
シリアルポート
RAIDレベル

メモリ

RAID関連機能

LAN

LAN関連機能

管理・
セキュリティ機能

その他機能

形状寸法（mm）
質量（HDD含む）

Windows 
NAS

W195×D264×H165

1 NSB-7MS2DW9 series

50台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

W195×D264×H210

2 NSB-75S4DW9 series

50台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

W195×D264×H165

4 NSB-7MS2DS9 series

150台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

W195×D264×H210

5 NSB-75S4DS9 series

150台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、

リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド

Windows Server IoT 2019 for S Standard Edition

付属品

OS・使用目的・対応UPS・動作検証ソフト
ウエアなど、お客様の用途に合わせた
NASを検索することが可能です。

お客様の用途に合わせてNASを一発検索

NAS COORDINATOR

想定クライアント数

シリーズ名

容量：型番
標準価格

CPU

NAS専用HDD搭載台数
USBポート
RAIDレベル

RAID関連機能

LAN

LAN関連機能

冷却ファン
電源コネクタ
形状寸法（mm）
質量

付属品

管理・
セキュリティ機能

その他機能

13 NSB-7A4RL series 14 NSB-7A5BLX series

100

4台
USB3.0×4

RAID0/1/5/6/10

12 NSB-7A5BL series11 NSB-7A4BL series10 NSB-5A4RL series9 NSB-5A4BL series8 NSB-5A2BL series7 NSB-5A1BL series

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

ポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキングポートトランキング

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構盗難防止機構

 10G SFP+ ×2※3/1000BASE-T×2

4cmシステムファン×2
ACインレット

W439×D499×H44
約9.3～10.2kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本、

レールキット

100

4台（空き1ベイ）
USB3.0×3

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

 10G SFP+ ×2※3/1000BASE-T×2

12cmシステムファン×1
ACインレット

W210.6×D235.5×H185
約7.6～8.5kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本

100

2台（空き2ベイ）
USB3.0×3

RAID0/1対応※1

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

 10G SFP+ ×1※3/1000BASE-T×2

12cmシステムファン×1
DCジャック

W160×D219×H169
約3.9～4.4kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）2本

50

4台
USB3.0×4

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

10G SFP+ ×1※3/1000BASE-T×2

4cm システムファン×3
ACインレット

W439×D291×H44
約9.3～10.2kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本、

レールキット

50

4台
USB3.0×3

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

1000BASE-T×2

12cmシステムファン×1
DCジャック

W160×D219×H169
約3.9～4.4kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）2本

50

2台
USB3.0×3
RAID0/1

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

1000BASE-T×2

7cmシステムファン×1
DCジャック

W102×D219×H169
約2.2～2.6kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）2本

50

1台
USB3.0×3

－

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

1000BASE-T×1

5cmシステムファン×1
DCジャック

W73×D219×H169
約1.5～1.7kg

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
ACアダプター、

LANケーブル（約1.5m）1本

¥51,480

¥59,202

¥67,232

¥82,192

1TB:NSB-5A1T1BL

2TB:NSB-5A2T1BL

3TB:NSB-5A3T1BL

4TB:NSB-5A4T1BL

¥129,690

¥159,500

¥192,500

¥209,000

¥297,000

2TB :

4TB :

6TB :

8TB :

12TB :

NSB-7MS2T2DW9

NSB-7MS4T2DW9

NSB-7MS6T2DW9

NSB-7MS8T2DW9

NSB-7MS12T2DW9

W195×D264×H165

1 NSB-7MS2CW6 series

50台50台 50台 150台 150台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

ディスク暗号化

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥129,800

¥159,500

¥192,500

¥231,000

¥297,000

2TB:

4TB:

6TB:

8TB:

12TB:

NSB-7MS2T2CW6

NSB-7MS4T2CW6

NSB-7MS6T2CW6

NSB-7MS8T2CW6

NSB-7MS12T2CW6

W195×D264×H165

4 NSB-7MS2CS6 series

150台

4GB
2台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥225,500

¥258,500

¥291,500

¥330,000

¥396,000

2TB:

4TB:

6TB:

8TB:

12TB:

NSB-7MS2T2CS6

NSB-7MS4T2CS6

NSB-7MS6T2CS6

NSB-7MS8T2CS6

NSB-7MS12T2CS6

W195×D264×H210

2 NSB-75S4DW6 series

50台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥209,000

¥231,000

¥275,000

¥330,000

¥440,000

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4DW6

NSB-75S8T4DW6

NSB-75S12T4DW6

NSB-75S16T4DW6

NSB-75S24T4DW6

W430×D540×H45

3 NSB-75S4RW6 series

50台

4GB
4台

USB3.0×1、USB2.0×3
×

RAID 0/1/5

Intel Celeron
2.0～2.42GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド、レールキット

¥238,700

¥275,000

¥311,300

¥404,800

¥514,800

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4RW6

NSB-75S8T4RW6

NSB-75S12T4RW6

NSB-75S16T4RW6

NSB-75S24T4RW6

W195×D264×H210

5 NSB-75S4DS6 series

150台

4GB
4台

USB3.0×2、USB2.0×2
○

RAID 0/1/5

VIA nano quad core
2.0GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、

電源ケーブル抜け防止バンド

¥294,800

¥330,000

¥374,000

¥426,800

¥517,000

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4DS6

NSB-75S8T4DS6

NSB-75S12T4DS6

NSB-75S16T4DS6

NSB-75S24T4DS6

6 NSB-75S4RS6 series

150台

4GB
4台

USB3.0×1、USB2.0×3
×

RAID 0/1/5

W430×D540×H45

Intel Celeron
2.0～2.42GHz　4コア/4スレッド

容量制限機能 フォルダ単位

容量制限機能 ファイル単位

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF（毎日/曜日ごと）

システムのみリカバリー機能

システム設定の保存/復帰機能

1000BASE-T×2

ディスク暗号化

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約2m）1本、設定用CD 1枚、
リカバリー用DVD 1枚、ドライブロックキー、
電源ケーブル抜け防止バンド、レールキット

¥294,800

¥327,800

¥360,800

¥459,800

¥569,800

4TB:

8TB:

12TB:

16TB:

24TB:

NSB-75S4T4RS6

NSB-75S8T4RS6

NSB-75S12T4RS6

NSB-75S16T4RS6

NSB-75S24T4RS6

¥201,300

¥214,500

¥236,500

¥253,000

¥319,000

2TB :

4TB :

6TB :

8TB :

12TB :

NSB-7MS2T2DS9

NSB-7MS4T2DS9

NSB-7MS6T2DS9

NSB-7MS8T2DS9

NSB-7MS12T2DS9

¥209,000

¥231,000

¥261,800

¥316,690

¥426,800

4TB :

8TB :

12TB :

16TB :

24TB :

NSB-75S4T4DW9

NSB-75S8T4DW9

NSB-75S12T4DW9

NSB-75S16T4DW9

NSB-75S24T4DW9

¥253,000

¥283,800

¥305,800

¥360,800

¥470,800

4TB :

8TB :

12TB :

16TB :

24TB :

NSB-75S4T4DS9

NSB-75S8T4DS9

NSB-75S12T4DS9

NSB-75S16T4DS9

NSB-75S24T4DS9

¥70,400

¥97,900

¥108,900

¥126,500

2TB:NSB-5A2T2BL

4TB:NSB-5A4T2BL

6TB:NSB-5A6T2BL

8TB:NSB-5A8T2BL

¥85,800

¥107,800

¥130,900

¥155,100

2TB:NSB-7A2T4BL

4TB:NSB-7A4T4BL

6TB:NSB-7A6T4BL

8TB:NSB-7A8T4BL

¥130,900

¥141,900

¥159,500

¥210,100

4TB:NSB-5A4T4BL

8TB:NSB-5A8T4BL

12TB:NSB-5A12T4BL

16TB:NSB-5A16T4BL

¥170,500

¥181,500

¥212,300

¥272,800

4TB:NSB-5A4T4RL

8TB:NSB-5A8T4RL

12TB:NSB-5A12T4RL

16TB:NSB-5A16T4RL

¥152,900

¥196,900

¥214,500

¥262,900

4TB:NSB-7A4T5BL

8TB:NSB-7A8T5BL

12TB:NSB-7A12T5BL

16TB:NSB-7A16T5BL

ポートトランキング

盗難防止機構

100

5台
USB3.0×3

RAID0/1/5/6/10

Annapurna Labs
AL314クアッドコア

ホットスワップ ホットスペア

ディスク暗号化 イベントメール通知

ActiveDirectory連携

フォルダ・アクセス権 サブフォルダ以下も可

スケジュール電源ON/OFF

オートリビルド RAIDアクセラレーター※2

iSCSI機能 レプリケーション

スケジュールバックアップ TimeMachine対応

クラウド連携※4 UPS連動

 10G SFP+ ×2※3/10GBASE-T x1/1000BASE-T x2

12cmシステムファン×1
ACインレット

W210.6×D235.5×H185
約8.8Kg ～約9.4Kg 

AC電源ケーブル（約1.8m）1本、
LANケーブル（約1.5m）2本

¥185,900

¥205,700

¥242,000

¥275,000

4TB:NSB-7A4T4RL

8TB:NSB-7A8T4RL

12TB:NSB-7A12T4RL

16TB:NSB-7A16T4RL

¥382,80030TB:NSB-7A30T5BLX

¥536,80040TB:NSB-7A40T5BLX

Linux 
NAS

※1：スペアドライブ追加によりRAID5/6/10にも対応　　※2：RAID5/6使用時に有効　　※3：別途オプションで、10G SFP＋モジュールが必要　　※4：NASツール搭載、「NetStor Backup」にて対応
●シリーズ名の■（四角）番号はP18のオプション一覧と連動しています。

NSB-5Aシリーズ NSB-7Aシリーズ NSB-7A5BLXシリーズ

Windows 10/ 8.1/7、 Windows Server 2019/2016/2012(R2)、 Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2)
macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12

Windows 10/ 8.1/7、 Windows Server 2019/2016/2012(R2)/2008(R2)、 Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2)
macOS Sierra 10.12、 OS X El Capitan 10.11、 OS X Yosemite 10.10、 OS X Mavericks 10.9対応OS

●最大6つの登録済みメールアドレス宛に通知可能
●通知イベントログに記録された異常検知情報をメールにて通知
●月次メール通知を有効にすることで、登録されたNASの情報を毎
月1日にメールで通知

各種通知機能により迅速な障害対応が可能

NASの内蔵HDDのステータス情報からHDDの健康レベルを
5段階に自動判定

早期障害復旧をサポート ！

●NAS本体のステータス情報
●NASに接続された外部ストレージ、UPSの情報
●各拠点に設置されたNASからインターネット経由で
　接続することで、管理者のPCから場所を選ばず一元管理

運用に役立つ豊富なステータス情報のご提供
NASの情報を一元で管理できる ！

「NASみる」とはエレコム製NAS製品“NSBシリーズ”をご利用いただくことで、
無償で利用できるクラウド型NAS状態管理サービスです。Webブラウザでの運
用が可能で、OS環境を選ばず、インターネット経由でシステム管理者のPCで一
元管理できます。離れた場所に設置したNASの管理負担を軽減できます。

クラウドサービスにより、登録したNASの情報を
いつでもどこでも、端末を選ばずにWebブラウザ
を使って確認することができます。
※管理対象のNASと「NASみる」を閲覧する端
末がインターネットに接続されている必要があ
ります。

※本機能はシリーズによって対
応が異なります。 「NASみ
る」エージェントへのバー
ジョンアップが必要になる場
合がございます。

●NASの安定稼働確認指針として特に重要なCPU、メモリ負荷率、
HDD内部温度などの情報をグラフ表示
●通知イベントログ一覧を表示可能、「情報」「エラー」［警告」の3段
階に分類し、異常検知情報はカラーで表示
●通知イベントログ一覧やNAS製品情報をCSVファイルで
　ダウンロード可能

統計グラフやイベントログなど見える情報
NASの稼働状況が目に見える

導入・運用、保守まで
ワンストップサービス

システム管理者の運用負担を大幅に軽減 ！
詳細

マニュアル
Q&Aなど

NAS管理
クラウドサービス ※すべて有償（オプション）サービス

ご相談無料！法人様専用製品サポートもご用意
➡詳細は裏表紙へ

無償提供

環境や場所を選ばない
クラウド型

NAS状態管理サービス

外出先からも確認可能会社からPCで確認

複数の管理者で
レポート障害を
共有できます。

グラフ表示

イベントログ表示

「NASみる」とはエレコム製NAS製品“NSBシリーズ”をご利用いただくことで、

運用負荷を軽減! NASのトラブル発生時の早期障害復旧を支援する管理サービス！
クラウド型NAS状態管理サービス

紹介動画

機能拡張 HDD健康レベル通知

機能拡張 UPS残量表示

HDDの健康レベル（ステータス）変更時に
メールを配信。
HDD故障、データ破損前に『気づき』を提供！

状態を
自動送信

管理者

通知

保守担当

通知
情報システム
担当

通知

送信先は最大6アドレス
まで登録可能

※NSB-5A/7Aシリーズのみ対応（2021年6月現在）

無償で
障害管理が
できる！

拠点A 拠点B本社

「NASみる」のおもな機能

導
　入

運
　用

保
　守

・オンサイト保守
・HDD返却不要
　　　 オンサイト保守
・デリバリー保守
・センドバック延長保守

各種情報を
一元で管理可能

UPSの推定残り時間も「分」刻みでお知らせ！
※NASみる対応UPSのみ

万一の停電時にランタイム
把握で安全なシャット
ダウンが出来るかどうか
事前チェック！
機器やデータの保護を
強力にサポート！

搭載OS
対応OS
対応ブラウザー

Windows 10/8.1/ 7、 Windows Server 2019/2016/2012（R2）/2012/2008（R2）/2008、 macOS Mojave 10.14、 macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、 OS X Yosemite 10.10、 OS X Mavericks 10.9、macOS Catalina 10.15
IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome

Linux OS

4T：約8.5Kg/8T：約8.5Kg/12T：約9.0Kg/
16T：約9.0Kg/24T：約9.0Kg ※全てレール含まず

2T：約5.5kg/4T：約5.5kg/6T：約5.5kg/
8T：約5.5kg/12T：約5.5kg

2T：約5.3kg/4T：約5.7kg/6T：約5.7kg/
8T：約5.7kg/12T：約5.9kg

4T：約6.9kg/8T：約7.6kg/12T：約7.6kg/
16T：約7.6kg/24T：約8.0kg

2T：約5.3kg/4T：約5.7kg/6T：約5.7kg/
8T：約5.7kg/12T：約5.9kg

4T：約6.9kg/8T：約7.6kg/12T：約7.6kg/
16T：約7.6kg/24T：約8.0kg

4T：約7.0kg/8T：約8.0Kg/12T：約8.0Kg/
16T：約8.0Kg/24T：約8.5Kg  

4T：約8.5Kg/8T：約8.5Kg/12T：約9.0Kg/
16T：約9.0Kg/24T：約9.0Kg ※全てレール含まず

2T：約5.5kg/4T：約5.5kg/6T：約5.5kg/
8T：約5.5kg/12T：約5.5kg

4T：約7.0kg/8T：約8.0Kg/12T：約8.0Kg/  
 16T：約8.0Kg/24T：約8.5Kg  

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

クラウド連携※1 UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1
履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ポートトランキング 外部認証

ActiveDirectory連携

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

ホットスワップ ホットスペア

オートリビルド

リモートアクセス プリントサーバー機能

iSCSI機能 レプリケーション

UPS連動※2

盗難防止機構 Wake On LAN

クラウド連携※1

履歴差分バックアップ

Windows NAS／Linux NASNAS NASNASみる／NAS COORDINATOR

（税抜価格¥46,800） （税抜価格¥64,000） （税抜価格¥119,000） （税抜価格¥155,000） （税抜価格¥78,000） （税抜価格¥139,000） （税抜価格¥169,000）

（税抜価格¥268,000）

（税抜価格¥298,000）

（税抜価格¥328,000）

（税抜価格¥418,000）

（税抜価格¥518,000）

（税抜価格¥268,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥340,000）

（税抜価格¥388,000）

（税抜価格¥470,000）

（税抜価格¥205,000）

（税抜価格¥235,000）

（税抜価格¥265,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥360,000）

（税抜価格¥217,000）

（税抜価格¥250,000）

（税抜価格¥283,000）

（税抜価格¥368,000）

（税抜価格¥468,000）

（税抜価格¥190,000）

（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥250,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥400,000）

（税抜価格¥118,000）

（税抜価格¥145,000）

（税抜価格¥175,000）

（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥270,000）

（税抜価格¥230,000）

（税抜価格¥258,000）

（税抜価格¥278,000）

（税抜価格¥328,000）

（税抜価格¥428,000）

（税抜価格¥183,000）

（税抜価格¥195,000）

（税抜価格¥215,000）

（税抜価格¥230,000）

（税抜価格¥290,000）

（税抜価格¥190,000）

（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥238,000）

（税抜価格¥287,900）

（税抜価格¥388,000）

（税抜価格¥117,900）

（税抜価格¥145,000）

（税抜価格¥175,000）

（税抜価格¥190,000）

（税抜価格¥270,000）

（税抜価格¥53,820） （税抜価格¥89,000） （税抜価格¥129,000） （税抜価格¥165,000） （税抜価格¥98,000） （税抜価格¥179,000） （税抜価格¥187,000）

（税抜価格¥61,120） （税抜価格¥99,000） （税抜価格¥145,000） （税抜価格¥193,000） （税抜価格¥119,000） （税抜価格¥195,000） （税抜価格¥220,000）

（税抜価格¥74,720） （税抜価格¥115,000） （税抜価格¥191,000） （税抜価格¥248,000） （税抜価格¥141,000） （税抜価格¥239,000） （税抜価格¥250,000）

（税抜価格¥348,000）

（税抜価格¥488,000）
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EU RoHS
指令準拠

10ギガ有線LANボード

法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボード登場 ！
NSB-5A/7Aシリーズ専用メモリモジュール

メモリ容量を大幅にアップ

●10GBASE-T対応、Cat6A/7環境でギガビット超えの超高速通信を実現
●802.3bzマルチギガビット対応、既設のCat5e/6ケーブルをそのまま2.5/5Gのギガビット
環境に使用可能

●Windows /Mac/Windows Storage Serverに対応のマルチプラットフォーム
●エレコム製Linux NAS（NSB-7A4RLシリーズ/NSB-7A5BLシリーズ）はドライバーのイン
ストールが不要
●パソコンなどの形状に合わせて選べる3種類のブラケット付き

●NASみるご利用者に無償提供中の“Netstor Virus Scan”で、スキャン可能な
ファイルサイズが標準メモリ時の450MB～500MBから増設により最大4GBに
アップ
●メモリ大容量化により各種アプリケーションの機能アップ・スワップ回避を実現
●グループ会社であるハギワラソリューションズ製の高信頼メモリモジュールを採用
■対応機種：NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、
　　　　　 NSB-7A5BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ
■bit構成：512M×8bit×16　■SPD：対応

マルチ
ギガビット対応

10ギガビット
通信

マルチ
プラットフォーム

ブラケット3種
付属

動作確認ランプ
搭載

保 証
33 DDR3-

SDRAM
NSB-5A/7A
シリーズ専用

■対応機種：PCI Express 2.0（Gen2）×4を搭載したDOS/Vマシン（Low profileにも対応）、
Intel社製CPUを搭載したMac Pro

■伝送速度（理論値）：10G/5G/2.5G/1G/100Mbps
■W121×D84×H19mm（標準ブラケット含む）/約38g（ブラケット含まず）

EDB-10GMPE4T ¥30,470

Mac

server 2012 R2server 2016 server 2012

Win 8.110 8
※いずれも32/64bit

server 2008 R2
64bit

2016
Storage Server

macOS 10.12.6
2012

Storage Server

2012 R2
Storage Server

2008 R2
Storage Server

64bit

macOS High Sierra 10.13

DDR3-1600/PC3-12800 204pin

¥32,780NSB-EX-MEM8G8GB

保 証
33

NAS製品　保守サービス（オプション）
弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

オプション

オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守
※ご購入時より受注 1年間

2年間
3年間
4年間
5年間
6年間
7年間

保守期間

複数年
契約パック

2年目1年間
3年目1年間
4年目1年間
5年目1年間

延長年
契約パック

¥34,650
¥55,000
¥91,300

¥135,300
¥184,800
¥288,200
¥415,800

標準価格

¥31,900
¥45,100
¥61,600
¥74,800

6年目1年間
7年目1年間 ¥182,600

パック型番

EBS-LN-HP-12
EBS-LN-HP-13
EBS-LN-HP-14
EBS-LN-HP-15

EBS-LN-HP-E1

EBS-LN-HP-01
EBS-LN-HP-02
EBS-LN-HP-03
EBS-LN-HP-04
EBS-LN-HP-05
EBS-LN-HP-06
EBS-LN-HP-07

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定
場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

※ご購入時より受注

オプション

デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守

1年間
2年間
3年間
4年間
5年間
6年間
7年間

保守期間

複数年
契約パック

1年間延長
延長年
契約パック

¥16,500
¥22,000
¥26,400
¥50,600
¥64,900

¥119,900
¥171,600

パック型番 標準価格

EBS-LN-DS-11 ¥30,800

6年目1年間
7年目1年間 EBS-LN-DS-E1 ¥77,000

EBS-LN-DS-01
EBS-LN-DS-02
EBS-LN-DS-03
EBS-LN-DS-04
EBS-LN-DS-05
EBS-LN-DS-06
EBS-LN-DS-07

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。 
製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間
は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック
ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でな
い場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。
延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の
前日（※）までに契約を完了することとし、期間満了日を過
ぎてからの延長契約は行えないものとします。
※期間満了日の前日が土日祝日、または当社休業日の場合はその前
　の営業日とします。

※HDD返却不要オンサイト保守  制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までとい
たします。上限を超過して交換が必要となる場合は、
原因調査のため不具合が発生しているHDDの返
却が必要となる場合がございます。上記返却に同意
いただけない場合には、以後の保守サービスの提供
をお断りさせていただく場合がございます。

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依
頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

オプション
センドバックセンドバックセンドバックセンドバック
延長保守延長保守延長保守延長保守

※ご購入時より受注
保守期間

2年間延長延長年
契約パック

パック型番 標準価格

EBS-LN-SS-02 ¥39,050

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

オプション
HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要
オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守

※ご購入時より受注

※制限事項について：下記注記参照

1年間
2年間
3年間
4年間
5年間
6年間
7年間

保守期間

複数年
契約パック

2年目1年間
3年目1年間
4年目1年間
5年目1年間

延長年
契約パック

パック型番 標準価格

EBS-LN-HP-12
EBS-LN-HP-13
EBS-LN-HP-14
EBS-LN-HP-15

6年目1年間
7年目1年間 EBS-LN-HP-E1

¥54,450
¥74,800

¥111,100
¥155,100
¥204,600
¥347,600
¥494,230

¥31,900
¥45,100
¥61,600
¥74,800

¥182,600

EBS-LN-HN-01
EBS-LN-HN-02
EBS-LN-HN-03
EBS-LN-HN-04
EBS-LN-HN-05
EBS-LN-HN-06
EBS-LN-HN-07

詳しくは、
エレコム・ホームページまで面倒な設置もお任せください！ NAS本体の設置とクライアントPC設定（5台）に基本説明の基本メニューに加え、

オプションでクライアントPC6台目以降の設定にも対応いたします。

NAS NAS製品オプション一覧

スペアドライブほかオプション品一覧
■スペアドライブ

NAS製品　オプション品

※カッコ内はドライブ容量

7 ・ 8 ・ 9 ・ 11
NSB-SD1TD（1TB）
NSB-SD2TD（2TB）
NSB-SD3TD（3TB）
NSB-SD4TD（4TB）

¥24,200
¥30,800
¥38,500
¥55,000

10 ・ 12 ・ 13 ・ 14
NSB-SD1TU（1TB）
NSB-SD2TU（2TB）
NSB-SD3TU（3TB）
NSB-SD4TU（4TB）
NSB-SD6TU（6TB）
NSB-SD8TU（8TB）

¥24,200
¥30,800
¥38,500
¥55,000
¥82,500

¥109,780

NSB-7SFAN4C ¥4,400

■専用スペアファン

2 ・ 5 受注

●型番上部の■（四角）番号はP16-17の
各シリーズ製品と連動しています。

3 ・ 6
NSB-7SD1T4R-S（1TB）
NSB-7SD2T4R-S（2TB）
NSB-7SD3T4R-S（3TB）
NSB-7SD4T4R-S（4TB）
NSB-7SD6T4R-S（6TB）

¥31,350
¥41,250
¥57,200
¥93,500

¥132,000

1 ・ 2 ・ 4 ・ 5
NSB-7SD1T4D-S（1TB）
NSB-7SD2T4D-S（2TB）
NSB-7SD3T4D-S（3TB）
NSB-7SD4T4D-S（4TB）
NSB-7SD6T4D-S（6TB）

¥31,350
¥41,250
¥57,200
¥93,500

¥132,000

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル

●NAS向けに開発された「WD Red」を採用したハードディスク
●高速データ転送
●革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制
●バランス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載
●冷却ファンを使用しないスマートデザイン
●24時間稼動などのNAS特有の条件にも最適化
●優れた静音性を実現

■W120×D183×H35mm（突起部を除く）/約850g（本体のみ）

法人向け“WD Red”搭載ハードディスク（バックアップ用）

高信頼性 “WD Red” 搭載 ●電力消費・発熱を低減し、高性能なエラーリカバリ制御機能で高い安定性
●突然の電力喪失でデータが失われることを防止あんしんバックアップ！

ファンレス PC電源
連動機能

ACアダプター
付属

USB3.0
ケーブル付

ダブルデッキ
エアフロー
空冷構造

WD RED
採用

保 証
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USB3.0対応
高速転送

server 2016server 2019Win 8.110 8 server 2012
SP2

USB3.0/2.0 server 2012 R2 server 2008 R2server 2008
SP2

Mac 10.4~10.15

ELD-RENシリーズ
オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

STORAGE外付けポータブルSSD／法人向け 外付けHDD

デスクトップモデル ポータブルモデル

■W120×D183×H35mm/1TB：850g、2TB：980g、
3・4TB：1030g（本体のみ）

e:DISK外付けHDD
¥12,980
¥16,280
¥19,580
¥24,200

ACアダプター
付属

セキュリティ
スロット装備

テレビ接続
対応

かんたん接続
ガイド付

あんしん
エレコムサポート

EU RoHS
指令準拠

Win 8.110

Mac

ファンレス PC電源
連動機能

コネクタ：USB3.0
micro-B

USB3.0
ケーブル付

server 2008 server 2008 R2server 2012 R2server 2012

10 S

パソコンやTV・レコーダーなどに
簡単接続できる外付けHDD ！

●タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続
機器の周囲に最適な設置が可能
●本体裏面にセキュリティスロットを装備

USB3.0/2.0

10.8~10.15

server 2016

USB3.0対応
高速転送

超小型サイズで
大容量データの携帯も便利

■500GB：W115×D75×H13mm/140g
1TB：W115×D75×H13mm/160g
2TB：W115×D75×H20mm/240g（すべて本体のみ）

USB
バスパワー

e:DISKポータブルHDD
¥9,680

¥11,880
¥15,950

テレビ接続
対応

かんたん接続
ガイド付

あんしん
エレコムサポート

EU RoHS
指令準拠

ファンレス PC電源
連動機能

コネクタ：USB3.0
micro-B

USB3.0
ケーブル付

Win 8.110

Mac

server 2012 R2 server 2008server 2012 server 2008 R2

10 S

USB3.0/2.0

10.8~10.15

server 2016

USB3.0対応
高速転送

簡単接続外付けHDD “e：DISK”

手軽に使えるHDD！ ※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。高速USB3.0対応
ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能

テレビ録画対応
テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能

Mac 10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4 Catalina 10.5 Mojave 10.4

server 2012 R2 server 2008 R2

Win 8.110 server 2016server 2019
server 2012

SP2
server 2008

SP2

USB3.0/2.0

Mac

server 2012 R2

server 2016server 2019

server 2008 R2

Win 8.110 8
server 2012

SP2
server 2008

SP2

USB3.0/2.0

10.8~10.15

ハードウェア
暗号化

AES
256bit

オリジナル
認証ツール

ファンレス

セキュリティ
スロット装備

エアフロー
空冷構造

コネクタ：USB3.0
micro-B

ACアダプター
付属

あんしん
エレコムサポート

USB3.0対応
高速転送

AES
256bit

フローティング
構造

USB
バスパワー

衝撃吸収
ラバーフレーム

コネクタ：USB3.0
micro-B

ハードウェア
暗号化

オリジナル
認証ツール

あんしん
エレコムサポート

USB3.0対応
高速転送

■W120×D183×H35mm/約850g（本体のみ）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

■W79×D116.5×H20.5mm/約240g（本体のみ）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

デスクトップモデル ポータブルモデル

セキュリティ対策外付けHDD

自動暗号化機能で大切なデータを守る ！
●ユニット内に高度な暗号化エンジン（AES-XTS 256bit）
を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
●ハードウェアによる暗号化形式であるため、
　高速でバックアップやリストアが可能
●オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、
　パスワード入力によりロック・解除可能

●ユニット内に高度な暗号化エンジン（AES-XTS 256bit）を搭載、
リアルタイムでデータを暗号化/復元
●ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップ
やリストアが可能
●オリジナルのパスワード管理ツールを
内蔵し、パスワード入力により
ロック・解除可能

自動暗号化機能で大切なデータを守る ！

セキュリティ対策ポータブルHDD

暗号化対応外付けHDD

情報漏洩対策に最適！ 強力暗号化機能 AES 256bit搭載 ハードウェアによる自動暗号化

server 2019 server 2019

Catalina 10.5 Mojave 10.4 Catalina 10.5 Mojave 10.4

Catalina 10.5 Mojave 10.4

USB
バスパワー

LEDランプ
装備

PlayStation®4
で使用可能

セキュリティ
ソフト付

USB3.2
（Gen1）対応
高速転送

USB
バスパワー

LEDランプ
装備

PlayStation®4
で使用可能

セキュリティ
ソフト付

USB3.2
（Gen1）対応
高速転送

外付けポータブルSSD

●指定したパソコン（最大3台）で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

■W130×D100×H23mm/約130g（本体）
■付属品：USB3.2 Gen1
（USB3.1Gen1/USB3.0/2.0互換) 
typeA-microBケーブル（約0.4mコネクタ含まず）
ユーザーズマニュアル、PS4用設定マニュアル

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS（Password Authentication Security System）」を
使用可能※

ブラック

レッド

¥15,532

¥9,867
¥15,532
¥26,840

¥9,867

¥26,840 Win 8.110USB3.2(Gen1) Mac macOS Catalina 10.15

抜群の耐衝撃性能を誇る
“ZEROSHOCK”モデル。

●読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実
現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブル
SSDです。

●衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動
部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性
能を兼ね備えています。

●1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ
復旧サービスLiteを利用可能です。

■W115×D78×H12mm/約100g（本体）
■付属品：USB3.2(Gen1)-A-Micro-Bケーブル
（約0.4mコネクタ含まず）、マニュアル

ブラック

ホワイト

¥24,717
¥44,968

¥8,459
¥14,113

Win 8.110USB3.2(Gen1) Mac macOS Big Sur 11.0

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い
「データ復旧サービスLite」付きモデル。

（税抜価格¥27,700）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥4,000）

（税抜価格¥8,970）

（税抜価格¥14,120）

（税抜価格¥24,400）

（税抜価格¥8,970）

（税抜価格¥14,120）

（税抜価格¥24,400）

（税抜価格¥7,690）

（税抜価格¥12,830）

（税抜価格¥22,470）

（税抜価格¥40,880）

¥24,717
¥44,968

¥8,459
¥14,113

（税抜価格¥7,690）

（税抜価格¥12,830）

（税抜価格¥22,470）

（税抜価格¥40,880）

（税抜価格¥22,000）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥14,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥14,500）

（税抜価格¥10,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥28,500）
（税抜価格¥37,500）
（税抜価格¥52,000）
（税抜価格¥85,000）
（税抜価格¥120,000）

（税抜価格¥28,500）
（税抜価格¥37,500）
（税抜価格¥52,000）
（税抜価格¥85,000）
（税抜価格¥120,000）

（税抜価格¥22,000）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥35,000）
（税抜価格¥50,000）

（税抜価格¥31,500）
（税抜価格¥50,000）
（税抜価格¥83,000）
（税抜価格¥123,000）
（税抜価格¥168,000）
（税抜価格¥262,000）
（税抜価格¥378,000）

（税抜価格¥29,000）
（税抜価格¥41,000）
（税抜価格¥56,000）
（税抜価格¥68,000）

（税抜価格¥166,000）

（税抜価格¥15,000）
（税抜価格¥20,000）
（税抜価格¥24,000）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥59,000）
（税抜価格¥109,000）
（税抜価格¥156,000）

（税抜価格¥28,000）

（税抜価格¥70,000）

（税抜価格¥49,500）
（税抜価格¥68,000）
（税抜価格¥101,000）
（税抜価格¥141,000）
（税抜価格¥186,000）
（税抜価格¥316,000）
（税抜価格¥449,300）

（税抜価格¥29,000）
（税抜価格¥41,000）
（税抜価格¥56,000）
（税抜価格¥68,000）

（税抜価格¥166,000）

（税抜価格¥22,000）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥35,000）
（税抜価格¥50,000）
（税抜価格¥75,000）
（税抜価格¥99,800）

（税抜価格¥35,500）

NEW

●最大読み込み速度410MB/s、最大書き込み
速度380MB/sの高速データ転送を実現する
USB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSD
です。
●米国国防総省が制定した
　『MIL-STD-810G Method 
516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠す
る落下試験をクリアした耐衝撃性能です。
※すべての状態においての無破損・無故障を
　保証するものではありません。

●四隅にダンパーを設置し、衝撃を効率的に吸
収。さらに衝撃吸収に適したソフト素材と剛性
に優れるハード素材を使用したダブルレイヤー
設計を採用。

最適なNASを一発検索 「NAS COORDINATOR」

目的のNASが検索できます！
OS・使用目的・対応UPS・
動作検証ソフトウエアなど、
お客様の用途に合わせた
NASを検索することが可能です。

https://nasc.elecom.co.jp/nas_coordinator/nas_search/

お客様の用途に合わせてNASを検索
NAS COORDINATOR

NASの利用目的や利用環境の他、お
客様の多様なご要望に合致した最適
なNASを、簡単検索表示。

他

OS

HDD容量

価格帯

筺体

ユーザ数

動作ソフト

OS別・目的別・対応UPS・
動作検証ソフト別

豊富な検索条件に対応。
お客様に最適なNASが

必ず見つかる！

検索はコチラから！

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。1818

BUSIN
ESS SOLUTION

特
　
集

タ
ブ
レ
ッ
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

N
A
S

ス
ト
レ
ー
ジ

ア
ク
セ
サ
リ



EU RoHS
指令準拠

10ギガ有線LANボード

法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボード登場 ！
NSB-5A/7Aシリーズ専用メモリモジュール

メモリ容量を大幅にアップ

●10GBASE-T対応、Cat6A/7環境でギガビット超えの超高速通信を実現
●802.3bzマルチギガビット対応、既設のCat5e/6ケーブルをそのまま2.5/5Gのギガビット
環境に使用可能

●Windows /Mac/Windows Storage Serverに対応のマルチプラットフォーム
●エレコム製Linux NAS（NSB-7A4RLシリーズ/NSB-7A5BLシリーズ）はドライバーのイン
ストールが不要
●パソコンなどの形状に合わせて選べる3種類のブラケット付き

●NASみるご利用者に無償提供中の“Netstor Virus Scan”で、スキャン可能な
ファイルサイズが標準メモリ時の450MB～500MBから増設により最大4GBに
アップ
●メモリ大容量化により各種アプリケーションの機能アップ・スワップ回避を実現
●グループ会社であるハギワラソリューションズ製の高信頼メモリモジュールを採用
■対応機種：NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、
　　　　　 NSB-7A5BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ
■bit構成：512M×8bit×16　■SPD：対応

マルチ
ギガビット対応

10ギガビット
通信

マルチ
プラットフォーム

ブラケット3種
付属

動作確認ランプ
搭載

保 証
33 DDR3-

SDRAM
NSB-5A/7A
シリーズ専用

■対応機種：PCI Express 2.0（Gen2）×4を搭載したDOS/Vマシン（Low profileにも対応）、
Intel社製CPUを搭載したMac Pro

■伝送速度（理論値）：10G/5G/2.5G/1G/100Mbps
■W121×D84×H19mm（標準ブラケット含む）/約38g（ブラケット含まず）

¥30,470

Mac

server 2012 R2server 2016 server 2012

Win 8.110 8
※いずれも32/64bit

server 2008 R2
64bit

2016
Storage Server

macOS 10.12.6
2012

Storage Server

2012 R2
Storage Server

2008 R2
Storage Server

64bit

macOS High Sierra 10.13

DDR3-1600/PC3-12800
¥32,7808GB

保 証
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NAS製品　保守サービス（オプション）
弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

オプション

オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守
※ご購入時より受注 1年間

2年間
3年間
4年間
5年間
6年間
7年間

保守期間

複数年
契約パック

2年目1年間
3年目1年間
4年目1年間
5年目1年間

延長年
契約パック

¥34,650
¥55,000
¥91,300

¥135,300
¥184,800
¥288,200
¥415,800

標準価格

¥31,900
¥45,100
¥61,600
¥74,800

6年目1年間
7年目1年間 ¥182,600

パック型番

EBS-LN-HP-12
EBS-LN-HP-13
EBS-LN-HP-14
EBS-LN-HP-15

EBS-LN-HP-E1

EBS-LN-HP-01
EBS-LN-HP-02
EBS-LN-HP-03
EBS-LN-HP-04
EBS-LN-HP-05
EBS-LN-HP-06
EBS-LN-HP-07

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定
場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

※ご購入時より受注

オプション

デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守デリバリー保守

1年間
2年間
3年間
4年間
5年間
6年間
7年間

保守期間

複数年
契約パック

1年間延長
延長年
契約パック

¥16,500
¥22,000
¥26,400
¥50,600
¥64,900

¥119,900
¥171,600

パック型番 標準価格

EBS-LN-DS-11 ¥30,800

6年目1年間
7年目1年間 EBS-LN-DS-E1 ¥77,000

EBS-LN-DS-01
EBS-LN-DS-02
EBS-LN-DS-03
EBS-LN-DS-04
EBS-LN-DS-05
EBS-LN-DS-06
EBS-LN-DS-07

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。 
製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間
は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック
ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でな
い場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。
延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の
前日（※）までに契約を完了することとし、期間満了日を過
ぎてからの延長契約は行えないものとします。
※期間満了日の前日が土日祝日、または当社休業日の場合はその前
　の営業日とします。

※HDD返却不要オンサイト保守  制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までとい
たします。上限を超過して交換が必要となる場合は、
原因調査のため不具合が発生しているHDDの返
却が必要となる場合がございます。上記返却に同意
いただけない場合には、以後の保守サービスの提供
をお断りさせていただく場合がございます。

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依
頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

オプション
センドバックセンドバックセンドバックセンドバック
延長保守延長保守延長保守延長保守

※ご購入時より受注
保守期間

2年間延長延長年
契約パック

パック型番 標準価格

EBS-LN-SS-02 ¥39,050

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

オプション
HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要HDD返却不要
オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守オンサイト保守

※ご購入時より受注

※制限事項について：下記注記参照

1年間
2年間
3年間
4年間
5年間
6年間
7年間

保守期間

複数年
契約パック

2年目1年間
3年目1年間
4年目1年間
5年目1年間

延長年
契約パック

パック型番 標準価格

EBS-LN-HP-12
EBS-LN-HP-13
EBS-LN-HP-14
EBS-LN-HP-15

6年目1年間
7年目1年間 EBS-LN-HP-E1

¥54,450
¥74,800

¥111,100
¥155,100
¥204,600
¥347,600
¥494,230

¥31,900
¥45,100
¥61,600
¥74,800

¥182,600

EBS-LN-HN-01
EBS-LN-HN-02
EBS-LN-HN-03
EBS-LN-HN-04
EBS-LN-HN-05
EBS-LN-HN-06
EBS-LN-HN-07

詳しくは、
エレコム・ホームページまで面倒な設置もお任せください！ NAS本体の設置とクライアントPC設定（5台）に基本説明の基本メニューに加え、

オプションでクライアントPC6台目以降の設定にも対応いたします。

NAS NAS製品オプション一覧

スペアドライブほかオプション品一覧
■スペアドライブ

NAS製品　オプション品

※カッコ内はドライブ容量

7 ・ 8 ・ 9 ・ 11
NSB-SD1TD（1TB）
NSB-SD2TD（2TB）
NSB-SD3TD（3TB）
NSB-SD4TD（4TB）

¥24,200
¥30,800
¥38,500
¥55,000

10 ・ 12 ・ 13 ・ 14
NSB-SD1TU（1TB）
NSB-SD2TU（2TB）
NSB-SD3TU（3TB）
NSB-SD4TU（4TB）
NSB-SD6TU（6TB）
NSB-SD8TU（8TB）

¥24,200
¥30,800
¥38,500
¥55,000
¥82,500

¥109,780

NSB-7SFAN4C ¥4,400

■専用スペアファン

2 ・ 5 受注

●型番上部の■（四角）番号はP16-17の
各シリーズ製品と連動しています。

3 ・ 6
NSB-7SD1T4R-S（1TB）
NSB-7SD2T4R-S（2TB）
NSB-7SD3T4R-S（3TB）
NSB-7SD4T4R-S（4TB）
NSB-7SD6T4R-S（6TB）

¥31,350
¥41,250
¥57,200
¥93,500

¥132,000

1 ・ 2 ・ 4 ・ 5
NSB-7SD1T4D-S（1TB）
NSB-7SD2T4D-S（2TB）
NSB-7SD3T4D-S（3TB）
NSB-7SD4T4D-S（4TB）
NSB-7SD6T4D-S（6TB）

¥31,350
¥41,250
¥57,200
¥93,500

¥132,000

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル

●NAS向けに開発された「WD Red」を採用したハードディスク
●高速データ転送
●革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制
●バランス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載
●冷却ファンを使用しないスマートデザイン
●24時間稼動などのNAS特有の条件にも最適化
●優れた静音性を実現

■W120×D183×H35mm（突起部を除く）/約850g（本体のみ）

法人向け“WD Red”搭載ハードディスク（バックアップ用）

高信頼性 “WD Red” 搭載 ●電力消費・発熱を低減し、高性能なエラーリカバリ制御機能で高い安定性
●突然の電力喪失でデータが失われることを防止あんしんバックアップ！

ファンレス PC電源
連動機能

ACアダプター
付属

USB3.0
ケーブル付

ダブルデッキ
エアフロー
空冷構造

WD RED
採用

保 証
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USB3.0対応
高速転送

server 2016server 2019Win 8.110 8 server 2012
SP2

USB3.0/2.0 server 2012 R2 server 2008 R2server 2008
SP2

Mac 10.4~10.15

ELD-RENシリーズ

ELD-REN020UBK2TB

ELD-REN030UBK3TB

ELD-REN040UBK4TB

ELD-REN010UBK1TB

ELD-REN060UBK6TB

ELD-REN080UBK8TB

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

STORAGE外付けポータブルSSD／法人向け 外付けHDD

デスクトップモデル ポータブルモデル

■W120×D183×H35mm/1TB：850g、2TB：980g、
3・4TB：1030g（本体のみ）

e:DISK外付けHDD

ELD-CED020UBK
ELD-CED010UBK ¥12,980

¥16,280
ELD-CED030UBK ¥19,580
ELD-CED040UBK

2TB

1TB

3TB

4TB ¥24,200

ACアダプター
付属

セキュリティ
スロット装備

テレビ接続
対応

かんたん接続
ガイド付

あんしん
エレコムサポート

EU RoHS
指令準拠

Win 8.110

Mac

ファンレス PC電源
連動機能

コネクタ：USB3.0
micro-B

USB3.0
ケーブル付

server 2008 server 2008 R2server 2012 R2server 2012

10 S

パソコンやTV・レコーダーなどに
簡単接続できる外付けHDD ！

●タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続
機器の周囲に最適な設置が可能
●本体裏面にセキュリティスロットを装備

USB3.0/2.0

10.8~10.15

server 2016

USB3.0対応
高速転送

超小型サイズで
大容量データの携帯も便利

■500GB：W115×D75×H13mm/140g
1TB：W115×D75×H13mm/160g
2TB：W115×D75×H20mm/240g（すべて本体のみ）

USB
バスパワー

e:DISKポータブルHDD

ELP-CED010UBK
ELP-CED005UBK ¥9,680

¥11,880
ELP-CED020UBK

1TB

500GB

2TB ¥15,950

テレビ接続
対応

かんたん接続
ガイド付

あんしん
エレコムサポート

EU RoHS
指令準拠

ファンレス PC電源
連動機能

コネクタ：USB3.0
micro-B

USB3.0
ケーブル付

Win 8.110

Mac

server 2012 R2 server 2008server 2012 server 2008 R2

10 S

USB3.0/2.0

10.8~10.15

server 2016

USB3.0対応
高速転送

簡単接続外付けHDD “e：DISK”

手軽に使えるHDD！ ※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。高速USB3.0対応
ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能

テレビ録画対応
テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能

Mac 10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4 Catalina 10.5 Mojave 10.4

server 2012 R2 server 2008 R2

Win 8.110 server 2016server 2019
server 2012

SP2
server 2008

SP2

USB3.0/2.0

Mac

server 2012 R2

server 2016server 2019

server 2008 R2

Win 8.110 8
server 2012

SP2
server 2008

SP2

USB3.0/2.0

10.8~10.15

ハードウェア
暗号化

AES
256bit

オリジナル
認証ツール

ファンレス

セキュリティ
スロット装備

エアフロー
空冷構造

コネクタ：USB3.0
micro-B

ACアダプター
付属

あんしん
エレコムサポート

USB3.0対応
高速転送

AES
256bit

フローティング
構造

USB
バスパワー

衝撃吸収
ラバーフレーム

コネクタ：USB3.0
micro-B

ハードウェア
暗号化

オリジナル
認証ツール

あんしん
エレコムサポート

USB3.0対応
高速転送

■W120×D183×H35mm/約850g（本体のみ）

ELD-EEN020UBK2TB

ELD-EEN010UBK1TB

ELD-EEN030UBK3TB

ELD-EEN040UBK4TB

ELD-EEN060UBK6TB

ELD-EEN080UBK8TB

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格
1TB

500GB

2TB

■W79×D116.5×H20.5mm/約240g（本体のみ）

ELP-EEN010UBK
ELP-EEN005UBK

ELP-EEN020UBK

オープン価格

オープン価格

オープン価格

デスクトップモデル ポータブルモデル

セキュリティ対策外付けHDD

自動暗号化機能で大切なデータを守る ！
●ユニット内に高度な暗号化エンジン（AES-XTS 256bit）
を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
●ハードウェアによる暗号化形式であるため、
　高速でバックアップやリストアが可能
●オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、
　パスワード入力によりロック・解除可能

●ユニット内に高度な暗号化エンジン（AES-XTS 256bit）を搭載、
リアルタイムでデータを暗号化/復元
●ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップ
やリストアが可能
●オリジナルのパスワード管理ツールを
内蔵し、パスワード入力により
ロック・解除可能

自動暗号化機能で大切なデータを守る ！

セキュリティ対策ポータブルHDD

暗号化対応外付けHDD

情報漏洩対策に最適！ 強力暗号化機能 AES 256bit搭載 ハードウェアによる自動暗号化

server 2019 server 2019

Catalina 10.5 Mojave 10.4 Catalina 10.5 Mojave 10.4

Catalina 10.5 Mojave 10.4

USB
バスパワー

LEDランプ
装備

PlayStation®4
で使用可能

セキュリティ
ソフト付

USB3.2
（Gen1）対応
高速転送

USB
バスパワー

LEDランプ
装備

PlayStation®4
で使用可能

セキュリティ
ソフト付

USB3.2
（Gen1）対応
高速転送

外付けポータブルSSD

●指定したパソコン（最大3台）で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

■W130×D100×H23mm/約130g（本体）
■付属品：USB3.2 Gen1
（USB3.1Gen1/USB3.0/2.0互換) 
typeA-microBケーブル（約0.4mコネクタ含まず）
ユーザーズマニュアル、PS4用設定マニュアル

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS（Password Authentication Security System）」を
使用可能※

ブラック

レッド

ESD-ZSA0500GBK
ESD-ZSA0250GBK

ESD-ZSA1000GBK

ESD-ZSA0500GRD
ESD-ZSA0250GRD

ESD-ZSA1000GRD

500GB

250GB

1TB

500GB

250GB

1TB

¥15,532

¥9,867
¥15,532
¥26,840

¥9,867

¥26,840 Win 8.110USB3.2(Gen1) Mac macOS Catalina 10.15

抜群の耐衝撃性能を誇る
“ZEROSHOCK”モデル。

●読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実
現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブル
SSDです。

●衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動
部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性
能を兼ね備えています。

●1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ
復旧サービスLiteを利用可能です。

■W115×D78×H12mm/約100g（本体）
■付属品：USB3.2(Gen1)-A-Micro-Bケーブル
（約0.4mコネクタ含まず）、マニュアル

1TB

500GB

250GBブラック

2TB

ESD-EJ1000GBKR
ESD-EJ0500GBKR
ESD-EJ0250GBKR

ESD-EJ2000GBKR
ホワイト

¥24,717
¥44,968

¥8,459
¥14,113

Win 8.110USB3.2(Gen1) Mac macOS Big Sur 11.0

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い
「データ復旧サービスLite」付きモデル。

（税抜価格¥27,700）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥4,000）

（税抜価格¥8,970）

（税抜価格¥14,120）

（税抜価格¥24,400）

（税抜価格¥8,970）

（税抜価格¥14,120）

（税抜価格¥24,400）

（税抜価格¥7,690）

（税抜価格¥12,830）

（税抜価格¥22,470）

（税抜価格¥40,880）

1TB

500GB

250GB

2TB

ESD-EJ1000GWHR
ESD-EJ0500GWHR
ESD-EJ0250GWHR

ESD-EJ2000GWHR
¥24,717
¥44,968

¥8,459
¥14,113

（税抜価格¥7,690）

（税抜価格¥12,830）

（税抜価格¥22,470）

（税抜価格¥40,880）

（税抜価格¥22,000）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥14,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥14,500）

（税抜価格¥10,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥28,500）
（税抜価格¥37,500）
（税抜価格¥52,000）
（税抜価格¥85,000）
（税抜価格¥120,000）

（税抜価格¥28,500）
（税抜価格¥37,500）
（税抜価格¥52,000）
（税抜価格¥85,000）
（税抜価格¥120,000）

（税抜価格¥22,000）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥35,000）
（税抜価格¥50,000）

（税抜価格¥31,500）
（税抜価格¥50,000）
（税抜価格¥83,000）
（税抜価格¥123,000）
（税抜価格¥168,000）
（税抜価格¥262,000）
（税抜価格¥378,000）

（税抜価格¥29,000）
（税抜価格¥41,000）
（税抜価格¥56,000）
（税抜価格¥68,000）

（税抜価格¥166,000）

（税抜価格¥15,000）
（税抜価格¥20,000）
（税抜価格¥24,000）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥59,000）
（税抜価格¥109,000）
（税抜価格¥156,000）

（税抜価格¥28,000）

（税抜価格¥70,000）

（税抜価格¥49,500）
（税抜価格¥68,000）
（税抜価格¥101,000）
（税抜価格¥141,000）
（税抜価格¥186,000）
（税抜価格¥316,000）
（税抜価格¥449,300）

（税抜価格¥29,000）
（税抜価格¥41,000）
（税抜価格¥56,000）
（税抜価格¥68,000）

（税抜価格¥166,000）

（税抜価格¥22,000）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥35,000）
（税抜価格¥50,000）
（税抜価格¥75,000）
（税抜価格¥99,800）

（税抜価格¥35,500）

NEW

●最大読み込み速度410MB/s、最大書き込み
速度380MB/sの高速データ転送を実現する
USB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSD
です。
●米国国防総省が制定した
　『MIL-STD-810G Method 
516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠す
る落下試験をクリアした耐衝撃性能です。
※すべての状態においての無破損・無故障を
　保証するものではありません。

●四隅にダンパーを設置し、衝撃を効率的に吸
収。さらに衝撃吸収に適したソフト素材と剛性
に優れるハード素材を使用したダブルレイヤー
設計を採用。

最適なNASを一発検索 「NAS COORDINATOR」

目的のNASが検索できます！
OS・使用目的・対応UPS・
動作検証ソフトウエアなど、
お客様の用途に合わせた
NASを検索することが可能です。

https://nasc.elecom.co.jp/nas_coordinator/nas_search/

お客様の用途に合わせてNASを検索
NAS COORDINATOR

NASの利用目的や利用環境の他、お
客様の多様なご要望に合致した最適
なNASを、簡単検索表示。

他

OS

HDD容量

価格帯

筺体

ユーザ数

動作ソフト

OS別・目的別・対応UPS・
動作検証ソフト別

豊富な検索条件に対応。
お客様に最適なNASが

必ず見つかる！

検索はコチラから！

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。 1919
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セキュリティUSBメモリ

データの安全性を最重視 ！　ハードウェアにより自動で暗号化 ！
高セキュリティ機能搭載USBメモリ

パスワード
ロック
機能ハードウェア

MF-ENU3Aシリーズ

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

受注

USB3.0対応
高速転送

server 2003
SP2

XP
SP3

Vista
SP1~SP288.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012

server 2003 R2
SP2

Mac
※3

※1・
※2

10.4~10.14

server 2012 R2

●指定したパソコン（最大3台）で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS（Password Authentication Security System）」を
使用可能※

詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。
オプションでデータ入れや白箱とのし紙のご用意も可能です！オプションでデータ入れや白箱とのし紙のご用意も可能です！

名入れオーダーのご案内名入れオーダーのご案内
エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

発注ロット発注ロット
1型番につき1型番につき20個以上20個以上

モバイルバッテリー/スマートフォン用スタンド/スマートフォン用ケース/タッチペン/タブレット用ケース/
メディアケース/キャリングバッグ/マウスパッド/マウス/USBハブ/USB扇風機/PCメガネなども対応。

検 索

その他、ご希望の商品があれば
ご相談ください。
その他、ご希望の商品があれば
ご相談ください。

法人のお客様向け法人のお客様向け

STORAGE2ベイ ・ 4ベイHDD／LaCie HDD／LaCie SSD／メモリモジュール

〈ELD-2Bシリーズ〉 〈ELD-4Bシリーズ〉

大容量データをしっかりと守る！ RAID機能と保護ラバーでデータを保護

2ベイ仕様

ELD-2Bシリーズ

Win 8.110

■W94×D237.8×H155mm/約2.0kg（ドライブ含まず）

●管理ソフト“RAID Manager”をダウンロードし、各種管理が可能
●業務データの保存が必要な中小規模の事務所にお勧め
■対応機種：標準でUSB3.1（Gen1）/3.0/2.0いずれか
を搭載したWindowsパソコンまたはMac
■付属品：USB3.1 Gen1（USB3.0/2.0互換）ケーブル（約1.0m
コネクタ含まず）×1、ACアダプター、ACコード、ロックキー

2ベイ・4ベイHDD

ケンジントン
スロット装備

スタッカブル
対応

持ち運び便利
ハンドル付

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

ELD-2B080UBK
ELD-2B060UBK6TB（3TB×2台）

8TB（4TB×2台）

ELD-2B040UBK4TB（2TB×2台）
ELD-2B020UBK2TB（1TB×2台）

¥48,840
¥57,750
¥73,700server 2012 R2server 2016 server 2012

Mac macOS 10.15

シングルモード
+RAID 0/1/
JBOD

¥39,380

4ベイ仕様

ELD-4Bシリーズ

■W134×D237.8×H161mm/約3.2kg（ドライブ含まず）

ELD-4B160UBK
ELD-4B120UBK12TB（3TB×4台）

16TB（4TB×4台）
¥115,500
¥141,900

シングルモード
+RAID 0/1/
5/10/JBOD

保守サービス ⇨

LaCie HDD
デスクトップモデル

●ドライブには優れた信頼性とパフォーマン
スを提供するSeagate® IronWolf® Pro
エンタープライズクラス搭載
●静音ファンと熱放散型アルミ製ケース
により熱を抑え、常に高速で確実な動
作を実現

驚異の高速データ
転送速度を実現し、
コンパクトで
設置場所を選ばない

あんしんの
5年保証

USB Type-C
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠

USB3.1
（Gen2）対応
高速転送

出荷時フォーマット
exFAT

USB3.1
（Gen2）対応
高速転送

セキュリティ
スロット装備

熱放散型
アルミ製ケース

●Type-Cポートを搭載、
USB 3.1（Gen2）に対応
し、最高240MB/秒の
データ転送を実現

■W60×D130×H188.5
mm（スタンド含む）/約1.4kg
■付属品：USB3.1（Gen2）
Type-Cケーブル×1、
USB3.1（Gen1）Type-C to 
Type-A×1、ACアダプター

■対応パソコン：標準でUSB3.1またはUSB3.0､
USB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソ
コン（600MB以上のディスク空き容量があること）
■W118×D217×H88.5mm/約2.4kg

●HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能に
より、より高速なデータ転送が可能です。
　また、RAID1（ミラーリング）機能を選択することで、
高い信頼性を確保することも可能です。
●実測440MB/sという超高速転送を実現

※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一
般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。
3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源
タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。

USB3.1×1 ACアダプター QIG Win 10 Mac macOS 10.12~

USB3.1

LaCie 2big RAID
STHJ40008004TB

STHJ80008008TB

STHJ2800080028TB

STHJ1600080016TB

オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格 USB3.1

Win 10 Mac macOS 10.12~

STHA80008008TB オープン価格

LaCie d2 Professional
STHA40008004TB

STHA60008006TB

STHA1400080014TB

STHA1000080010TB オープン価格

オープン価格
オープン価格

オープン価格

LaCie SSDポータブルモデル

USB3.1（Gen1）対応の
耐衝撃モデル

●USB2.0の10倍以上の高速転送（最大5Gbps:
理論値）を実現するUSB3.1（Gen1）規格に対応。

●ACアダプターなどの外部電源を必要としない
バスパワー仕様です。

付属ソフト ： LaCie Setup/LaCie Backup Assistant/
　　　　　 LaCie Desktop Manager

EU RoHS
指令準拠

Time Machine
対応（Mac）バスパワー USB Type-C

ポート搭載

耐衝撃ボディ
2.2m

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

データ転送速度
最大5Gbps

USB3.1 Win

Mac

8.110

10.5~10.11 macOS 10.12~10.14

TEL.0570-056-567 TEL.0265-74-1470PHS、050から始まるIP電話からの
ご利用は、011-330-0453へ ［月曜日～金曜日］［祝祭日、夏期・年末年始特定休業日を除く］

9:00～12:00/13:00～17:00受付時間
［年中無休］

10:00～19:00受付時間
（ナビダイヤル）

■ LaCie製品に関する
 お問い合わせ

■ 修理に関する
 お問い合わせ

高速データ転送を実現する
Thunderbolt3対応のSSD

ThunderboltTM3

ThunderboltTM3
超高速転送

●放送業界・映像制作現場に最適な、高速デー
タ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。
●防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、
あらゆるシーンで使用可能。

EU RoHS
指令準拠

USB3.1

Win

Mac

付属品 ： Thunderbolt3ケーブル(Type-C to Type-C) x1

10~

耐衝撃設計バスパワー USB Type-C
ポート搭載

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

データ転送速度
最高2800MB/s

macOS 10.14~

耐衝撃モデル

■12W86×D135.1×H18.7mm/約100g、
34W86×D135.1×H26mm/約400g

STFR50008005TB4

Rugged USB3.1 Type-C

2EUAPA4TB

2EUAP92TB

2EUAP81TB1

2

3
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

USB3.1（Gen1）/USB3.0対応、
最大60MB/sの高速データ転送を実現 ！

指紋認証でロック解除、
簡単セキュリティ対策 ！

USBメモリ指紋認証付きUSBメモリ

※Macは指紋認証のロック解除のみに対応。指紋の登録や領域作成には
　Windows環境が必要です。

■W61×D20×H9mm（コネクタ収納時）/
約10g

シンプルなデザインで使いやすい、
バリュータイプ ！

ダウンロード

　選べるセキュリティ※1

ダウンロード

パスワード
　ロック※2

ソフトウェア
Mac対応

ユーザー権限
利用可

ストラップ
　ホール※3

■W55×D18×H9mm/約9g

　　  

※1 ： セキュリティソフトは
　　  https://www.elecom.co.jp/support/download/
　　  よりダウンロードしてください　　
※2 ： PASS×AESもしくはPASSの
　　  ソフトウェア機能の一部です
※3 ： ストラップは付属していません

ダウンロード

　選べるセキュリティ※1

ダウンロード

ソフトウェア
Mac対応

ユーザー権限
利用可

ストラップ
　ホール※3

パスワード
　ロック※2

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

パスワード
ロック
機能

指紋認証
付き

動作LED搭載

延長ケーブル
USB A メス→オス

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

●最大10種類の指紋を登録可能
●指紋認証が必要なSecure領域と自由にアクセスできるPublic領域
を作成可能
●USBメモリ内のソフトにより指紋の登録・管理が可能

Win

Mac

8.110

macOS 10.13 / 10.14
Win

Mac

88.110 ※「Windows to Go」
　機能非対応

10.10~10.11 macOS 10.12~10.14

XP
SP3Win

Mac

88.110 ※「Windows to Go」
　機能非対応

Vista
~SP2

10.10~10.11 macOS 10.12~10.14

スライド式でコネクタを収納可能

ブラック
8GB

16GB

MF-HMU208GBK
MF-HMU216GBK

ホワイト
4GB

8GB

16GB

MF-HMU204GWH
MF-HMU208GWH
MF-HMU216GWH

オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格32GB

64GB

MF-FPU3032GBK
MF-FPU3064GBK

オープン価格
オープン価格

※1 ： セキュリティソフトは https://www.elecom.co.jp/support/download/より
　　  ダウンロードしてください　　
※2 ： PASS×AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です　　
※3 ： ストラップは付属していません

■W59.0×D17.5×H7.8mm/約9g

ブラック
16GB

32GB

MF-MSU3B16GBK/H
MF-MSU3B32GBK/H

オープン価格
オープン価格

メモリモジュール

デスクトップPC用 EU RoHS指令準拠 SPD対応

DDR3-1600/PC3-12800 240pin

EV1600-2G/RO2GB

EV1600-4G/RO4GB

EV1600-8G/RO8GB

オープン価格
オープン価格

オープン価格

DDR4-2666/PC4-21300 288pin

EW2666-4G/RO4GB

EW2666-8G/RO8GB

オープン価格
オープン価格

EW2666-16G/RO16GB オープン価格

DDR4-2400/PC4-19200 288pin

オープン価格EW2400-4G/RO4GB

オープン価格EW2400-8G/RO8GB

DDR4-2133/PC4-17000 288pin

EW2133-4G/RO4GB

EW2133-8G/RO8GB オープン価格
オープン価格

SDRAM
DDR3DDR3

SDRAM
DDR4DDR4

SDRAM
DDR4DDR4

〈EV1600-2G/RO〉〈EW2666-8G/RO〉 〈EW2400-8G/RO〉

DDR4-2400/PC4-19200 260pin

オープン価格EW2400-N4G/RO4GB

オープン価格EW2400-N8G/RO8GB

オープン価格
オープン価格

DDR4-2666/PC4-21300 260pin

EW2666-N4G/RO4GB

EW2666-N8G/RO8GB

薄型デスクトップ/ノートPC用 EU RoHS指令準拠 SPD対応

DDR4-2133/PC4-17000 260pin

EW2133-N4G/RO4GB

EW2133-N8G/RO8GB オープン価格
オープン価格

DDR3L-1600/PC3L-12800 204pin

EV1600L-N2G/RO2GB

EV1600L-N4G/RO4GB

EV1600L-N8G/RO8GB

オープン価格
オープン価格

オープン価格

DDR3-1600/PC3-12800 204pin

EV1600-N2G/RO2GB

EV1600-N4G/RO4GB

EV1600-N8G/RO8GB

オープン価格
オープン価格

オープン価格

エレコム・ホームページ→法人のお客様→右メニューの「対応情報：メモリーモジュール対応検索」をクリック

あなたのパソコンの対応メモリがすぐわかる！

SDRAM
DDR3LDDR3L

〈EV1600L-N2G/RO〉 SDRAM
DDR3DDR3

〈EV1600-N4G/RO〉SDRAM
DDR4DDR4

〈EW2666-N8G/RO〉

10キー搭載セキュリティUSBメモリ
ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる
強固なパスワードロック

パスワード
ロック
機能ハードウェア

USB3.0対応
高速転送

防水・防塵仕様
IP57

●本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない端末機器、
複合機などでも利用可能
●USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送※

●アルミ素材の高級感あふれるスタイリッシュで強固なアルミボディデザインを採用
●持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
●強固なリングワイヤーストラップ付属
※当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時：W20×D80×H10.5mm、
本体のみ：W18×D78×H8mm
■ケース装着時：25.2g、本体のみ：16.5g

■その他
パスワード変更機能（7～15桁）/パスワードの連続誤入力（10回）による自動初期化機能/
自動パスワードロックタイマー機能（1～99分間/分単位）/
読み取り専用（書き込み禁止）モード搭載

ワクチンUSB3
スタンドアローン端末やクローズド環境端末の
ウイルスチェックツール

●マカフィー社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
●1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
●モニター画面なしにスキャン結果を確認可能
●指定日時に自動スキャンを実施するタイマースキャン機能搭載
●前回スキャンから変更・追加のあったファイルのみスキャンする
　差分スキャン機能
●専用PCや専用ソフトのインストールが不要で
　定義ファイルの更新が簡単
●端末の詳細なハードウェア情報、インストールされている
　アプリ情報を収集可能
●端末から指定の場所にあるファイル（最大1GB）を
　安全に収集可能
●INFO BANKER対応
INFO BANKERの詳細情報→P23

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

複合機でもOK※

タイマー
スキャン機能

資産情報
収集機能

差分スキャン
機能

マカフィー社
ウイルススキャン
エンジン搭載

※マカフィー社スキャンエンジンのサポートOSが
　変更された場合、本製品の対応OSも変わります。

88.110

Win

server 2012server 2012 R2

8.1 Industry Pro
Emb

POS Ready 7
Emb

Standard 7
Emb

server 2008 R2
server 2008

SP2

server 2016

88.110Win

Linux v2.6~Mac ※サポート期間が終了しているOSなど、
　すべてのOSでの動作を保証するものではありません。

8GB

Vista XP Me 2000

10.9~10.14 AndroidChrome OS Embedded system

server 2016 server 2012server 2012 R2 server 2008server 2008 R2 server 2003server 2003 R2

オープン価格

受注

受注

受注

受注

受注

ワクチンUSB3
HUD-MVDT31A
HUD-MVDT33A

1年ライセンス

3年ライセンス

HUD-MVDT35A5年ライセンス

HUD-MVDT31YLAライセンス延長パック

HUD-MVDT310YLライセンス延長10パック

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含みます。
※ラインセス期間の合計が5年を超えてのライセンス延長はサポートしておりません。
※最新の動作環境・条件については、ハギワラソリューションズ・ホームページを
　ご覧ください。

オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格

■W64.9×D97.9×H17mm/約100g

Rugged SSD Pro

STHZ20008002TB ¥112,849
STHZ10008001TB ¥67,584

※1： 日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、
 英語環境のみ対応です）。　
※2： Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限 
 ユーザーには対応しておりません。　
※3： Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート 
 通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動 
 作しません。

ストレージ

ハードウェア暗号化USBメモリ

¥9,680
¥12,980
¥17,380
¥24,024

¥6,380
（税抜価格¥35,800）

（税抜価格¥44,400）

（税抜価格¥52,500）

（税抜価格¥105,000）

（税抜価格¥67,000）

（税抜価格¥129,000）
（税抜価格¥8,800）
（税抜価格¥5,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥21,840）

（税抜価格¥61,440）

（税抜価格¥102,590）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。2020
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セキュリティUSBメモリ

データの安全性を最重視 ！　ハードウェアにより自動で暗号化 ！
高セキュリティ機能搭載USBメモリ

パスワード
ロック
機能ハードウェア

MF-ENU3Aシリーズ

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

受注

USB3.0対応
高速転送

server 2003
SP2

XP
SP3

Vista
SP1~SP288.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012

server 2003 R2
SP2

Mac
※3

※1・
※2

10.4~10.14

server 2012 R2

●指定したパソコン（最大3台）で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS（Password Authentication Security System）」を
使用可能※

詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。
オプションでデータ入れや白箱とのし紙のご用意も可能です！オプションでデータ入れや白箱とのし紙のご用意も可能です！

名入れオーダーのご案内名入れオーダーのご案内
エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

発注ロット発注ロット
1型番につき1型番につき20個以上20個以上

モバイルバッテリー/スマートフォン用スタンド/スマートフォン用ケース/タッチペン/タブレット用ケース/
メディアケース/キャリングバッグ/マウスパッド/マウス/USBハブ/USB扇風機/PCメガネなども対応。

エレコム　名入れオーダー 検 索

その他、ご希望の商品があれば
ご相談ください。
その他、ご希望の商品があれば
ご相談ください。

法人のお客様向け法人のお客様向け

エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

STORAGE2ベイ ・ 4ベイHDD／LaCie HDD／LaCie SSD／メモリモジュール

〈ELD-2Bシリーズ〉 〈ELD-4Bシリーズ〉

大容量データをしっかりと守る！ RAID機能と保護ラバーでデータを保護

2ベイ仕様

ELD-2Bシリーズ

Win 8.110

■W94×D237.8×H155mm/約2.0kg（ドライブ含まず）

●管理ソフト“RAID Manager”をダウンロードし、各種管理が可能
●業務データの保存が必要な中小規模の事務所にお勧め
■対応機種：標準でUSB3.1（Gen1）/3.0/2.0いずれか
を搭載したWindowsパソコンまたはMac
■付属品：USB3.1 Gen1（USB3.0/2.0互換）ケーブル（約1.0m
コネクタ含まず）×1、ACアダプター、ACコード、ロックキー

2ベイ・4ベイHDD

ケンジントン
スロット装備

スタッカブル
対応

持ち運び便利
ハンドル付

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

（ × 台）

（ × 台）

（ × 台）

（ × 台）

¥48,840
¥57,750
¥73,700server 2012 R2server 2016 server 2012

Mac macOS 10.15

シングルモード
+RAID 0/1/
JBOD

¥39,380

4ベイ仕様

ELD-4Bシリーズ

■W134×D237.8×H161mm/約3.2kg（ドライブ含まず）

（ × 台）

（ × 台）

¥115,500
¥141,900

シングルモード
+RAID 0/1/
5/10/JBOD

保守サービス ⇨

LaCie HDD
デスクトップモデル

●ドライブには優れた信頼性とパフォーマン
スを提供するSeagate® IronWolf® Pro
エンタープライズクラス搭載
●静音ファンと熱放散型アルミ製ケース
により熱を抑え、常に高速で確実な動
作を実現

驚異の高速データ
転送速度を実現し、
コンパクトで
設置場所を選ばない

あんしんの
5年保証

USB Type-C
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠

USB3.1
（Gen2）対応
高速転送

出荷時フォーマット
exFAT

USB3.1
（Gen2）対応
高速転送

セキュリティ
スロット装備

熱放散型
アルミ製ケース

●Type-Cポートを搭載、
USB 3.1（Gen2）に対応
し、最高240MB/秒の
データ転送を実現

■W60×D130×H188.5
mm（スタンド含む）/約1.4kg
■付属品：USB3.1（Gen2）
Type-Cケーブル×1、
USB3.1（Gen1）Type-C to 
Type-A×1、ACアダプター

■対応パソコン：標準でUSB3.1またはUSB3.0､
USB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソ
コン（600MB以上のディスク空き容量があること）
■W118×D217×H88.5mm/約2.4kg

●HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能に
より、より高速なデータ転送が可能です。
　また、RAID1（ミラーリング）機能を選択することで、
高い信頼性を確保することも可能です。
●実測440MB/sという超高速転送を実現

※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一
般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。
3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源
タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。

USB3.1×1 ACアダプター QIG Win 10 Mac macOS 10.12~

USB3.1

LaCie 2big RAID

オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格 USB3.1

Win 10 Mac macOS 10.12~

オープン価格

LaCie d2 Professional

オープン価格

オープン価格
オープン価格

オープン価格

LaCie SSDポータブルモデル

USB3.1（Gen1）対応の
耐衝撃モデル

●USB2.0の10倍以上の高速転送（最大5Gbps:
理論値）を実現するUSB3.1（Gen1）規格に対応。

●ACアダプターなどの外部電源を必要としない
バスパワー仕様です。

付属ソフト ： LaCie Setup/LaCie Backup Assistant/
　　　　　 LaCie Desktop Manager

EU RoHS
指令準拠

Time Machine
対応（Mac）バスパワー USB Type-C

ポート搭載

耐衝撃ボディ
2.2m

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

データ転送速度
最大5Gbps

USB3.1 Win

Mac

8.110

10.5~10.11 macOS 10.12~10.14

TEL.0570-056-567 TEL.0265-74-1470PHS、050から始まるIP電話からの
ご利用は、011-330-0453へ ［月曜日～金曜日］［祝祭日、夏期・年末年始特定休業日を除く］

9:00～12:00/13:00～17:00受付時間
［年中無休］

10:00～19:00受付時間
（ナビダイヤル）

■ LaCie製品に関する
 お問い合わせ

■ 修理に関する
 お問い合わせ

高速データ転送を実現する
Thunderbolt3対応のSSD

ThunderboltTM3

ThunderboltTM3
超高速転送

●放送業界・映像制作現場に最適な、高速デー
タ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。
●防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、
あらゆるシーンで使用可能。

EU RoHS
指令準拠

USB3.1

Win

Mac

付属品 ： Thunderbolt3ケーブル(Type-C to Type-C) x1

10~

耐衝撃設計バスパワー USB Type-C
ポート搭載

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

データ転送速度
最高2800MB/s

macOS 10.14~
■12W86×D135.1×H18.7mm/約100g、
34W86×D135.1×H26mm/約400g

4

Rugged USB3.1 Type-C
1

2

3
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

USB3.1（Gen1）/USB3.0対応、
最大60MB/sの高速データ転送を実現 ！

指紋認証でロック解除、
簡単セキュリティ対策 ！

USBメモリ指紋認証付きUSBメモリ

※Macは指紋認証のロック解除のみに対応。指紋の登録や領域作成には
　Windows環境が必要です。

■W61×D20×H9mm（コネクタ収納時）/
約10g

シンプルなデザインで使いやすい、
バリュータイプ ！

ダウンロード

　選べるセキュリティ※1

ダウンロード

パスワード
　ロック※2

ソフトウェア
Mac対応

ユーザー権限
利用可

ストラップ
　ホール※3

■W55×D18×H9mm/約9g

　　  

※1 ： セキュリティソフトは
　　  https://www.elecom.co.jp/support/download/
　　  よりダウンロードしてください　　
※2 ： PASS×AESもしくはPASSの
　　  ソフトウェア機能の一部です
※3 ： ストラップは付属していません

ダウンロード

　選べるセキュリティ※1

ダウンロード

ソフトウェア
Mac対応

ユーザー権限
利用可

ストラップ
　ホール※3

パスワード
　ロック※2

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

パスワード
ロック
機能

指紋認証
付き

動作LED搭載

延長ケーブル
USB A メス→オス

USB3.1
（Gen1）対応
高速転送

●最大10種類の指紋を登録可能
●指紋認証が必要なSecure領域と自由にアクセスできるPublic領域
を作成可能
●USBメモリ内のソフトにより指紋の登録・管理が可能

Win

Mac

8.110

macOS 10.13 / 10.14
Win

Mac

88.110 ※「Windows to Go」
　機能非対応

10.10~10.11 macOS 10.12~10.14

XP
SP3Win

Mac

88.110 ※「Windows to Go」
　機能非対応

Vista
~SP2

10.10~10.11 macOS 10.12~10.14

簡単セキュリティ対策 ！

スライド式でコネクタを収納可能

ブラック
8GB

16GB

MF-HMU208GBK
MF-HMU216GBK

ホワイト
4GB

8GB

16GB

MF-HMU204GWH
MF-HMU208GWH
MF-HMU216GWH

オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格32GB

64GB

MF-FPU3032GBK
MF-FPU3064GBK

オープン価格
オープン価格

※1 ： セキュリティソフトは https://www.elecom.co.jp/support/download/より
　　  ダウンロードしてください　　
※2 ： PASS×AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です　　
※3 ： ストラップは付属していません

■W59.0×D17.5×H7.8mm/約9g

ブラック
16GB

32GB

MF-MSU3B16GBK/H
MF-MSU3B32GBK/H

オープン価格
オープン価格

メモリモジュール

デスクトップPC用 EU RoHS指令準拠 SPD対応

DDR3-1600/PC3-12800
2GB

4GB

8GB

オープン価格
オープン価格

オープン価格

DDR4-2666/PC4-21300
4GB

8GB

オープン価格
オープン価格

16GB オープン価格

DDR4-2400/PC4-19200
オープン価格4GB

オープン価格8GB

DDR4-2133/PC4-17000
4GB

8GB オープン価格
オープン価格

SDRAM
DDR3DDR3

SDRAM
DDR4DDR4

SDRAM
DDR4DDR4

〈EV1600-2G/RO〉〈EW2666-8G/RO〉 〈EW2400-8G/RO〉

DDR4-2400/PC4-19200
オープン価格4GB

オープン価格8GB

オープン価格
オープン価格

DDR4-2666/PC4-21300
4GB

8GB

薄型デスクトップ/ノートPC用 EU RoHS指令準拠 SPD対応

DDR4-2133/PC4-17000
4GB

8GB オープン価格
オープン価格

DDR3L-1600/PC3L-12800
2GB

4GB

8GB

オープン価格
オープン価格

オープン価格

DDR3-1600/PC3-12800
2GB

4GB

8GB

オープン価格
オープン価格

オープン価格

エレコム・ホームページ→法人のお客様→右メニューの「対応情報：メモリーモジュール対応検索」をクリック

あなたのパソコンの対応メモリがすぐわかる！

SDRAM
DDR3LDDR3L

〈EV1600L-N2G/RO〉 SDRAM
DDR3DDR3

〈EV1600-N4G/RO〉SDRAM
DDR4DDR4

〈EW2666-N8G/RO〉

10キー搭載セキュリティUSBメモリ
ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる
強固なパスワードロック

パスワード
ロック
機能ハードウェア

USB3.0対応
高速転送

防水・防塵仕様
IP57

●本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない端末機器、
複合機などでも利用可能
●USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送※

●アルミ素材の高級感あふれるスタイリッシュで強固なアルミボディデザインを採用
●持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
●強固なリングワイヤーストラップ付属
※当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時：W20×D80×H10.5mm、
本体のみ：W18×D78×H8mm
■ケース装着時：25.2g、本体のみ：16.5g

■その他
パスワード変更機能（7～15桁）/パスワードの連続誤入力（10回）による自動初期化機能/
自動パスワードロックタイマー機能（1～99分間/分単位）/
読み取り専用（書き込み禁止）モード搭載

ワクチンUSB3
スタンドアローン端末やクローズド環境端末の
ウイルスチェックツール

●マカフィー社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
●1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
●モニター画面なしにスキャン結果を確認可能
●指定日時に自動スキャンを実施するタイマースキャン機能搭載
●前回スキャンから変更・追加のあったファイルのみスキャンする
　差分スキャン機能
●専用PCや専用ソフトのインストールが不要で
　定義ファイルの更新が簡単
●端末の詳細なハードウェア情報、インストールされている
　アプリ情報を収集可能
●端末から指定の場所にあるファイル（最大1GB）を
　安全に収集可能
●INFO BANKER対応
INFO BANKERの詳細情報→P23

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

複合機でもOK※

タイマー
スキャン機能

資産情報
収集機能

差分スキャン
機能

マカフィー社
ウイルススキャン
エンジン搭載

※マカフィー社スキャンエンジンのサポートOSが
　変更された場合、本製品の対応OSも変わります。

88.110

Win

server 2012server 2012 R2

8.1 Industry Pro
Emb

POS Ready 7
Emb

Standard 7
Emb

server 2008 R2
server 2008

SP2

server 2016

88.110Win

Linux v2.6~Mac ※サポート期間が終了しているOSなど、
　すべてのOSでの動作を保証するものではありません。

HUD-PUTK308GA18GB

Vista XP Me 2000

10.9~10.14 AndroidChrome OS Embedded system

server 2016 server 2012server 2012 R2 server 2008server 2008 R2 server 2003server 2003 R2

オープン価格

受注

受注

受注

受注

受注

ワクチンUSB3
HUD-MVDT31A
HUD-MVDT33A

1年ライセンス

3年ライセンス

HUD-MVDT35A5年ライセンス

HUD-MVDT31YLAライセンス延長パック

HUD-MVDT310YLライセンス延長10パック

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含みます。
※ラインセス期間の合計が5年を超えてのライセンス延長はサポートしておりません。
※最新の動作環境・条件については、ハギワラソリューションズ・ホームページを
　ご覧ください。

オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格

■W64.9×D97.9×H17mm/約100g

Rugged SSD Pro

¥112,849
¥67,584

※1： 日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、
 英語環境のみ対応です）。　
※2： Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限 
 ユーザーには対応しておりません。　
※3： Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート 
 通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動 
 作しません。

ストレージ

ハードウェア暗号化USBメモリ

MF-ENU3A32GBK
MF-ENU3A16GBK16GB

32GB

MF-ENU3A08GBK  8GB

MF-ENU3A04GBK  4GB

¥9,680
¥12,980
¥17,380

MF-ENU3A64GBK64GB ¥24,024

¥6,380
（税抜価格¥35,800）

（税抜価格¥44,400）

（税抜価格¥52,500）

（税抜価格¥105,000）

（税抜価格¥67,000）

（税抜価格¥129,000）
（税抜価格¥8,800）
（税抜価格¥5,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥21,840）

（税抜価格¥61,440）

（税抜価格¥102,590）

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。 2121
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https://www.hagisol.co.jp/ TEL.0570-080-900ハギワラソリューションズサポート 受付時間　9:00～19:00［年中無休］

USBメモリ（ウイルス対策機能搭載モデル）

1年間

¥6,490
¥7,480

¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥31,460

HUD-PUVM302GA1
HUD-PUVM304GA1
HUD-PUVM308GA1
HUD-PUVM316GA1
HUD-PUVM332GA1
HUD-PUVM364GA1

2GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥8,580
¥9,680

¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥34,177

HUD-PUVM302GA3
HUD-PUVM304GA3
HUD-PUVM308GA3
HUD-PUVM316GA3
HUD-PUVM332GA3
HUD-PUVM364GA3

製品型番

5年間

¥10,560
¥11,880
¥17,380
¥21,780
¥27,280
¥36,894

HUD-PUVM302GA5
HUD-PUVM304GA5
HUD-PUVM308GA5
HUD-PUVM316GA5
HUD-PUVM332GA5
HUD-PUVM364GA5

製品型番

受注

受注

受注

受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

1年間

¥9,570
¥10,780
¥15,180
¥20,680
¥28,380
¥38,181

HUD-PUVM302GM1
HUD-PUVM304GM1
HUD-PUVM308GM1
HUD-PUVM316GM1
HUD-PUVM332GM1
HUD-PUVM364GM1

2GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥11,660
¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥30,580
¥40,898

HUD-PUVM302GM3
HUD-PUVM304GM3
HUD-PUVM308GM3
HUD-PUVM316GM3
HUD-PUVM332GM3
HUD-PUVM364GM3

製品型番

5年間

¥13,750
¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥32,780
¥42,680

HUD-PUVM302GM5
HUD-PUVM304GM5
HUD-PUVM308GM5
HUD-PUVM316GM5
HUD-PUVM332GM5
HUD-PUVM364GM5

製品型番

受注

受注

受注

受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

1年間

¥6,490
¥7,480

¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥31,460

MF-PUVT302GA1
MF-PUVT304GA1
MF-PUVT308GA1
MF-PUVT316GA1
MF-PUVT332GA1
MF-PUVT364GA1

2GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥8,580
¥9,680

¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥34,177

MF-PUVT302GA3
MF-PUVT304GA3
MF-PUVT308GA3
MF-PUVT316GA3
MF-PUVT332GA3
MF-PUVT364GA3

製品型番

5年間

¥10,560
 ¥11,880
 ¥17,380
¥21,780
¥27,280
¥36,894

MF-PUVT302GA5
MF-PUVT304GA5
MF-PUVT308GA5
MF-PUVT316GA5
MF-PUVT332GA5
MF-PUVT364GA5

製品型番

受注 受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

1年間

¥9,570
¥10,780
¥15,180
¥20,680
¥28,380
¥38,181

MF-PUVT302GM1
MF-PUVT304GM1
MF-PUVT308GM1
MF-PUVT316GM1
MF-PUVT332GM1
MF-PUVT364GM1

2GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥11,660
¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥30,580
¥40,898

MF-PUVT302GM3
MF-PUVT304GM3
MF-PUVT308GM3
MF-PUVT316GM3
MF-PUVT332GM3
MF-PUVT364GM3

製品型番

5年間

¥13,750
¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥32,780
¥42,680

MF-PUVT302GM5
MF-PUVT304GM5
MF-PUVT308GM5
MF-PUVT316GM5
MF-PUVT332GM5
MF-PUVT364GM5

製品型番

受注

受注

受注

受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
トレンドマイクロ

パスワード
ポリシー
設定

コピー
ガード
機能

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）

標準価格

標準価格標準価格標準価格

標準価格標準価格標準価格

標準価格標準価格標準価格

標準価格標準価格

管理者用ソフト対応 ウイルス対策（McAfeeウイルススキャンエンジン）＋パスワードロックUSBメモリ

ウイルス対策（McAfeeウイルススキャンエンジン）＋パスワードロックUSBメモリ

管理者用ソフト対応 ウイルス対策（Trend Micro USB Security 2.1）＋パスワードロックUSBメモリ

オプション

オプション 受注

ウイルス対策（Trend Micro USB Security 2.1）＋パスワードロックUSBメモリMF-PUVT3Aシリーズ

HUD-PUVM3Aシリーズ

MF-PUVT3Mシリーズ

HUD-PUVM3Mシリーズ

※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です（ライセンス期間を経過するとウイルス対策機能が動作しません）。

USB3.0対応
高速転送

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
マカフィー

USB3.0対応
高速転送

パスワード
ポリシー
設定

コピー
ガード
機能

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
マカフィー

USB3.0対応
高速転送

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

更新ライセンス（1年延長）

1本 HUD-PUVM1L ¥1,027
10本 HUD-PUVM1L010 ¥10,230
50本 HUD-PUVM1L050 ¥50,600
100本 HUD-PUVM1L100 ¥100,650

更新ライセンス＋ハードウェア保証（1年延長）※

1本 HUD-PUVM1LA ¥3,123
10本 HUD-PUVM1LA010 ¥30,800
50本 HUD-PUVM1LA050 ¥151,250
100本 HUD-PUVM1LA100 ¥297,000

管理者用ソフトウェア
「セキュリティUSBマネージャー」

※最長5年目までとなります。

HUD-SUMA    ¥46,200

STORAGEセキュリティUSBメモリ／法人向け 外付けHDD／法人向け 外付けSSDストレージ セキュリティUSBメモリ

※1・※2・
※3・※4 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※5

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは
動作しません。　※4：Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません｡

※1・※2・
※3 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※4

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン
機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

※1
※2 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※3

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン
機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部（コピーガード機能等）が動作しません。

※1
※2 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※3

server 2012 R2

server 2012 R2

server 2012 R2

server 2012 R2

server 2016server 2019

server 2016

server 2016

server 2016

server 2019

server 2019

server 2019

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保
存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏洩リ
スクを低減できます。

パスワードロック機能でユーザー認証

書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動
的に暗号化されます。本体を分解して直接データを閲覧しても、暗
号化により内容を読み取ることはできません。

ハードウェアレベルの自動暗号化
情報漏洩
対策

セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。
シンプル デバイスコントロール

オプション
ソフト

セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア管理者必見！

HUD-IF100H1S

HUD-IFH0010LS
HUD-IFH0050LS
HUD-IFH0100LS

HUD-IFH0010LV
HUD-IFH0050LV
HUD-IFH0100LV

オンプレミス型
型番/価格製品名 ライセンス

期間
ライセンス
数

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。　※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。

受注

HUD-IF100H

HUD-IFC1S

HUD-IFC0010LS
HUD-IFC0050LS
HUD-IFC0100LS

HUD-IFC0010LV
HUD-IFC0050LV
HUD-IFC0100LV

クラウド型
型番/価格

HUD-IFC1A

¥33,000

¥27,500
¥126,500
¥231,000

¥110,000
¥506,000
¥924,000

¥220,000

¥110,000

¥26,400
¥132,000
¥264,000

¥66,000
¥330,000
¥660,000

¥33,000

セキュリティUSBマネージャー
オプション
ソフト

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
•パスワードポリシーのカスタマイズ　•パスワード紛失時のデータレスキュー
•社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能　•その他、各種使用制限機能

SP1

WinHUD-SUMA ¥46,200（税抜価格¥42,000）
88.110

SP1

Win

88.110

Win
server 2008 R2

~SP1 server 2016

server 2008
SP2server 2012 server 2012 R2

※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

※製品により対応機能は異なります。

接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティストレージのログを集中管理し、Webブラウ
ザー経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。

インフォバンカー
オプション
ソフト

※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

クラウド型も
サービス提供中

セキュリティストレージ管理ソフトウェア

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除し
ます。

書き込みデータをウイルスチェック
ウイルス
対策

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラム
が公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ロー
カルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス
対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。
※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期
間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モ
デルにのみ対応しています。

自動更新で新種のウイルスにも対処
ウイルス
対策

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライバ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit　対応ユーザーアカウントは、コンピューターの管理者
（Administrator）となります。　※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ・ホームページをご覧ください。

HUD-SDC-100A

HUD-SDC-L010 （10ライセンス）
HUD-SDC-L050 （50ライセンス）
HUD-SDC-L100 （100ライセンス）

HUD-SDC-M010 （10ライセンス）
HUD-SDC-M050 （50ライセンス）
HUD-SDC-M100 （100ライセンス）

製品型番製品名 概　要 ライセンス内容 標準価格

受注

情報漏洩
対策

※オンプレミス型 対応OS

クラウド型
評価版受付

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格

データの暗号化とウイルス対策機能で漏洩リスクを回避 ！

保存するデータ全てを強制的に
暗号化するセキュリティ機能付き

■W79.4×D117×H21mm/約240g（本体のみ）
■付属品：USBケーブル 30cm

ウイルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD 外付けSSD

より高度な情報漏洩対策に！ ハードウェアによる自動暗号化

トレンドマイクロ社製 マカフィー社製
ウイルス対策機能搭載HDD

USB3.0/2.0

USB3.0対応
高速転送

ウイルス対策機能搭載HDD パスワードロッカーHDD

■トレンドマイクロ社製 ■マカフィー社製

更新ライセンス
（1年延長）

MF-PUVT1L
MF-PUVT1L010
MF-PUVT1L050
MF-PUVT1L100

¥1,027
¥10,230
¥50,600

¥100,650

オプション 受注

1本

10本

50本

100本

●パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏洩を防止
●USB管理者用ソフト（オプションソフト：HUD-SUMA）などを使って各種管理が
可能
●INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

ウイルス対策
機能

ウイルス対策
機能

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

ウイルス対策用外付けSSD
オープン価格

オープン価格

オープン価格

HUD-PL302GM
HUD-PL304GM
HUD-PL308GM
HUD-PL316GM
HUD-PL332GM
HUD-PL364GM

製品型番容量 標準価格

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

管理者用ソフト対応！　AES256bit＋パスワードロック機能搭載

パスワード
ポリシー
設定

コピー
ガード
機能

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）

管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ USB3.0対応
高速転送

HUD-PL3Mシリーズ

受注

USBメモリ（管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル）

10.8~10.15Mac
※4

※1： 日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　
※2： Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　
※3： コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。　
※4： Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、
 オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部（コピーガード機能等）
 が動作しません。

※1・
※2・
※3

88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012

server 2016

server 2012 R2

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
トレンドマイクロ

USB3.0対応
高速転送

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは
動作しません。　※4：Windows XPのサポートは 2020年1月30日までで終了　※5：Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプ
ション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部（コピーガード機能等）が動作しません。

ハードウェアの
ご利用年数の
確認方法はこちらを
ご参照ください　 ▼

パスワード
ロック
機能ハードウェア

※ELP-S3シリーズ、H-PMPHM3シリーズ

※

パスワード
ポリシー
設定

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）パスワード
ロック
機能ハードウェア

※1：管理者権限のみサポートしております。　※2：日本語OS 以外のOS で使用した際
はアプリは英語表示されます。　※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場
合があります。

server 2016
※1

server 2008
SP2 server 2012server 2008 R2

※1

server 2012 R2
※1

710
Pro, Home 88.1Win

※1

ウイルス対策
機能

■W79×D116.5×H15mm/約105g（本体のみ）
■付属品：USB TypeA-microBケーブル 30cm
　　　　 USB TypeC-microBケーブル 30cm

8.1

パスワード
ポリシー
設定

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）パスワード
ロック
機能ハードウェア

USB3.2対応
高速転送

USB3.0/2.0

USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)

Win 10

セキュリティリスクを
回避するための

4つのソリューション

ウイルス
感染対策

情報漏えい
対策

管理者用ソフトで
利用制限運用管理

（税抜価格¥8,700）

（税抜価格¥9,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥25,800）

（税抜価格¥34,710）

（税抜価格¥5,900）

（税抜価格¥6,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥28,600）

※最長5年目までとなります。

更新ライセンス（1年延長）

1本 MF-PUVT1L 　　¥1,027
10本 MF-PUVT1L010 ¥10,230
50本 MF-PUVT1L050 ¥50,600
100本 MF-PUVT1L100 ¥100,650

受注

受注
受注

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

（税抜価格¥2,839）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥137,500）
（税抜価格¥270,000）

1本 MF-PUVT1LA ¥3,123
10本 MF-PUVT1LA010 ¥30,800
50本 MF-PUVT1LA050 ¥151,250
100本 MF-PUVT1LA100 ¥297,000

更新ライセンス＋ハードウェア保証（1年延長）※

受注

受注
受注

（税抜価格¥2,839）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥137,500）
（税抜価格¥270,000）

管理者用ソフトウェア
「セキュリティUSBマネージャー」

HUD-SUMA    ¥46,200（税抜価格¥42,000）

（税抜価格¥42,000）

（税抜価格¥10,600）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥27,800）

（税抜価格¥37,180）

（税抜価格¥7,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥31,070）

（税抜価格¥12,500）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥38,800）

（税抜価格¥9,600）

（税抜価格¥10,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥24,800）

（税抜価格¥33,540）

（税抜価格¥8,700）

（税抜価格¥9,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥25,800）

（税抜価格¥34,710）

（税抜価格¥10,600）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥27,800）

（税抜価格¥37,180）

（税抜価格¥12,500）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥38,800）

（税抜価格¥5,900）

（税抜価格¥6,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥28,600）

（税抜価格¥7,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥31,070）

（税抜価格¥9,600）

（税抜価格¥10,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥24,800）

（税抜価格¥33,540）

（税抜価格¥200,000）

¥8,580
¥9,680

¥12,980
¥17,380
¥23,980
¥32,340

（税抜価格¥7,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥21,800）

（税抜価格¥29,400）

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

HUD-PUVM1L
HUD-PUVM1L010
HUD-PUVM1L050
HUD-PUVM1L100

¥1,027
¥10,230
¥50,600

¥100,650

1本

10本

50本

100本

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

（税抜価格¥30,000）

（税抜価格¥25,000）
（税抜価格¥115,000）
（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥100,000）
（税抜価格¥460,000）
（税抜価格¥840,000）

（税抜価格¥30,000）

（税抜価格¥100,000）

（税抜価格¥24,000）
（税抜価格¥120,000）
（税抜価格¥240,000）

（税抜価格¥60,000）
（税抜価格¥300,000）
（税抜価格¥600,000）

ソフトウェアの
詳細については
エレコム・ホームページを
ご覧ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。2222
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https://www.hagisol.co.jp/ TEL.0570-080-900ハギワラソリューションズサポート 受付時間　9:00～19:00［年中無休］

USBメモリ（ウイルス対策機能搭載モデル）

1年間

¥6,490
¥7,480

¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥31,460

HUD-PUVM302GA1
HUD-PUVM304GA1
HUD-PUVM308GA1
HUD-PUVM316GA1
HUD-PUVM332GA1
HUD-PUVM364GA1

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥8,580
¥9,680

¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥34,177

HUD-PUVM302GA3
HUD-PUVM304GA3
HUD-PUVM308GA3
HUD-PUVM316GA3
HUD-PUVM332GA3
HUD-PUVM364GA3

製品型番

5年間

¥10,560
¥11,880
¥17,380
¥21,780
¥27,280
¥36,894

HUD-PUVM302GA5
HUD-PUVM304GA5
HUD-PUVM308GA5
HUD-PUVM316GA5
HUD-PUVM332GA5
HUD-PUVM364GA5

製品型番

受注

受注

受注

受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

1年間

¥9,570
¥10,780
¥15,180
¥20,680
¥28,380
¥38,181

HUD-PUVM302GM1
HUD-PUVM304GM1
HUD-PUVM308GM1
HUD-PUVM316GM1
HUD-PUVM332GM1
HUD-PUVM364GM1

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥11,660
¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥30,580
¥40,898

HUD-PUVM302GM3
HUD-PUVM304GM3
HUD-PUVM308GM3
HUD-PUVM316GM3
HUD-PUVM332GM3
HUD-PUVM364GM3

製品型番

5年間

¥13,750
¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥32,780
¥42,680

HUD-PUVM302GM5
HUD-PUVM304GM5
HUD-PUVM308GM5
HUD-PUVM316GM5
HUD-PUVM332GM5
HUD-PUVM364GM5

製品型番

受注

受注

受注

受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

1年間

¥6,490
¥7,480

¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥31,460

MF-PUVT302GA1
MF-PUVT304GA1
MF-PUVT308GA1
MF-PUVT316GA1
MF-PUVT332GA1
MF-PUVT364GA1

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥8,580
¥9,680

¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥34,177

MF-PUVT302GA3
MF-PUVT304GA3
MF-PUVT308GA3
MF-PUVT316GA3
MF-PUVT332GA3
MF-PUVT364GA3

製品型番

5年間

¥10,560
 ¥11,880
 ¥17,380
¥21,780
¥27,280
¥36,894

MF-PUVT302GA5
MF-PUVT304GA5
MF-PUVT308GA5
MF-PUVT316GA5
MF-PUVT332GA5
MF-PUVT364GA5

製品型番

受注 受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

1年間

¥9,570
¥10,780
¥15,180
¥20,680
¥28,380
¥38,181

MF-PUVT302GM1
MF-PUVT304GM1
MF-PUVT308GM1
MF-PUVT316GM1
MF-PUVT332GM1
MF-PUVT364GM1

製品型番容量

3年間
ライセンス＆ハードウェア保証期間

¥11,660
¥12,980
¥17,380
¥22,880
¥30,580
¥40,898

MF-PUVT302GM3
MF-PUVT304GM3
MF-PUVT308GM3
MF-PUVT316GM3
MF-PUVT332GM3
MF-PUVT364GM3

製品型番

5年間

¥13,750
¥15,180
¥19,580
¥25,080
¥32,780
¥42,680

MF-PUVT302GM5
MF-PUVT304GM5
MF-PUVT308GM5
MF-PUVT316GM5
MF-PUVT332GM5
MF-PUVT364GM5

製品型番

受注

受注

受注

受注 受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

受注

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
トレンドマイクロ

パスワード
ポリシー
設定

コピー
ガード
機能

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）

標準価格

標準価格標準価格標準価格

標準価格標準価格標準価格

標準価格標準価格標準価格

標準価格標準価格

管理者用ソフト対応 ウイルス対策（McAfeeウイルススキャンエンジン）＋パスワードロックUSBメモリ

ウイルス対策（McAfeeウイルススキャンエンジン）＋パスワードロックUSBメモリ

管理者用ソフト対応 ウイルス対策（Trend Micro USB Security 2.1）＋パスワードロックUSBメモリ

オプション

オプション 受注

ウイルス対策（Trend Micro USB Security 2.1）＋パスワードロックUSBメモリMF-PUVT3Aシリーズ

HUD-PUVM3Aシリーズ

MF-PUVT3Mシリーズ

HUD-PUVM3Mシリーズ

※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です（ライセンス期間を経過するとウイルス対策機能が動作しません）。

USB3.0対応
高速転送

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
マカフィー

USB3.0対応
高速転送

パスワード
ポリシー
設定

コピー
ガード
機能

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
マカフィー

USB3.0対応
高速転送

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

更新ライセンス（1年延長）

1本 HUD-PUVM1L ¥1,027
10本 HUD-PUVM1L010 ¥10,230
50本 HUD-PUVM1L050 ¥50,600
100本 HUD-PUVM1L100 ¥100,650

更新ライセンス＋ハードウェア保証（1年延長）※

1本 HUD-PUVM1LA ¥3,123
10本 HUD-PUVM1LA010 ¥30,800
50本 HUD-PUVM1LA050 ¥151,250
100本 HUD-PUVM1LA100 ¥297,000

管理者用ソフトウェア
「セキュリティUSBマネージャー」

※最長5年目までとなります。

HUD-SUMA    ¥46,200

STORAGEセキュリティUSBメモリ／法人向け 外付けHDD／法人向け 外付けSSDストレージ セキュリティUSBメモリ

※1・※2・
※3・※4 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※5

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは
動作しません。　※4：Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません｡

※1・※2・
※3 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※4

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン
機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

※1
※2 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※3

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン
機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部（コピーガード機能等）が動作しません。

※1
※2 88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012 10.8~10.15Mac

※3

server 2012 R2

server 2012 R2

server 2012 R2

server 2012 R2

server 2016server 2019

server 2016

server 2016

server 2016

server 2019

server 2019

server 2019

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保
存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏洩リ
スクを低減できます。

パスワードロック機能でユーザー認証

書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動
的に暗号化されます。本体を分解して直接データを閲覧しても、暗
号化により内容を読み取ることはできません。

ハードウェアレベルの自動暗号化
情報漏洩
対策

セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。
シンプル デバイスコントロール

オプション
ソフト

セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア管理者必見！

INFO BANKER本体※1

製品一覧

－

HUD-IF100H1S年間サポートライセンス 1年

HUD-IFH0010LS
HUD-IFH0050LS
HUD-IFH0100LS

年間デバイスライセンス※2
1年
1年
1年

HUD-IFH0010LV
HUD-IFH0050LV
HUD-IFH0100LV

年間デバイスライセンス
（ワクチンUSB用）※2

1年
1年
1年

オンプレミス型
型番/価格製品名 ライセンス

期間

－

－

10
50
100

10
50
100

ライセンス
数

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。　※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。

受注

HUD-IF100H

HUD-IFC1S

HUD-IFC0010LS
HUD-IFC0050LS
HUD-IFC0100LS

HUD-IFC0010LV
HUD-IFC0050LV
HUD-IFC0100LV

クラウド型
型番/価格

HUD-IFC1A

¥33,000

¥27,500
¥126,500
¥231,000

¥110,000
¥506,000
¥924,000

¥220,000

¥110,000

¥26,400
¥132,000
¥264,000

¥66,000
¥330,000
¥660,000

¥33,000

セキュリティUSBマネージャー
オプション
ソフト

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
•パスワードポリシーのカスタマイズ　•パスワード紛失時のデータレスキュー
•社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能　•その他、各種使用制限機能

SP1

WinHUD-SUMA ¥46,200（税抜価格¥42,000）
88.110

SP1

Win

88.110

Win
server 2008 R2

~SP1 server 2016

server 2008
SP2server 2012 server 2012 R2

※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

※製品により対応機能は異なります。

接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティストレージのログを集中管理し、Webブラウ
ザー経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。

インフォバンカー
オプション
ソフト

※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

クラウド型も
サービス提供中

セキュリティストレージ管理ソフトウェア

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除し
ます。

書き込みデータをウイルスチェック
ウイルス
対策

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラム
が公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ロー
カルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス
対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。
※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期
間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モ
デルにのみ対応しています。

自動更新で新種のウイルスにも対処
ウイルス
対策

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライバ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit　対応ユーザーアカウントは、コンピューターの管理者
（Administrator）となります。　※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ・ホームページをご覧ください。

HUD-SDC-100A管理ソフトウェア 管理PC1台にインストール 売り切り

HUD-SDC-L010 （10ライセンス）
HUD-SDC-L050 （50ライセンス）
HUD-SDC-L100 （100ライセンス）

シンプルデバイス
コントロールライセンス

管理するPCの台数分の購入が
1年目のみ必要。1年間の保守費含む。

1年ライセンス

HUD-SDC-M010 （10ライセンス）
HUD-SDC-M050 （50ライセンス）
HUD-SDC-M100 （100ライセンス）

シンプルデバイス
コントロールライセンス
年間保守費

管理するPCの台数分の購入が必要。
2年目以降に必要。

1年ライセンス

製品型番製品名 概　要 ライセンス内容 標準価格

製品一覧 受注

情報漏洩
対策

※オンプレミス型 対応OS

クラウド型
評価版受付

オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格

データの暗号化とウイルス対策機能で漏洩リスクを回避 ！

保存するデータ全てを強制的に
暗号化するセキュリティ機能付き

■W79.4×D117×H21mm/約240g（本体のみ）
■付属品：USBケーブル 30cm

ウイルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD 外付けSSD

より高度な情報漏洩対策に！ ハードウェアによる自動暗号化

トレンドマイクロ社製 マカフィー社製
ウイルス対策機能搭載HDD

ELP-S020T32TB

ELP-S010T31TB

USB3.0/2.0

USB3.0対応
高速転送

H-PMPH002TM32TB

H-PMPH001TM31TB

ウイルス対策機能搭載HDD

H-PLPH002TM32TB

H-PLPH001TM31TB

パスワードロッカーHDD

■トレンドマイクロ社製 ■マカフィー社製

更新ライセンス
（1年延長）

MF-PUVT1L
MF-PUVT1L010
MF-PUVT1L050
MF-PUVT1L100

¥1,027
¥10,230
¥50,600

¥100,650

オプション 受注

1本

10本

50本

100本

●パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏洩を防止
●USB管理者用ソフト（オプションソフト：HUD-SUMA）などを使って各種管理が
可能
●INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

ウイルス対策
機能

ウイルス対策
機能

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

ESD-PL0480GM480GB

ESD-PL0240GM240GB

ESD-PL0960GM960GB

ウイルス対策用外付けSSD
オープン価格

オープン価格

オープン価格

HUD-PL302GM
HUD-PL304GM
HUD-PL308GM
HUD-PL316GM
HUD-PL332GM
HUD-PL364GM

2GB

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

製品型番容量 標準価格

■W20.8×D60.0×H7.8mm（USBコネクタ収納時）

管理者用ソフト対応！　AES256bit＋パスワードロック機能搭載

パスワード
ポリシー
設定

コピー
ガード
機能

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）

管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ USB3.0対応
高速転送

HUD-PL3Mシリーズ

受注

USBメモリ（管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル）

10.8~10.15Mac
※4

※1： 日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　
※2： Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　
※3： コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。　
※4： Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、
 オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部（コピーガード機能等）
 が動作しません。

※1・
※2・
※3

88.1Win 10 ~SP1

server 2008 R2
~SP1

server 2008
SP2server 2012

server 2016

server 2012 R2

HUD-PL3Mシリーズ

パスワード
ロック
機能ハードウェア

ウイルス
対策機能
トレンドマイクロ

USB3.0対応
高速転送

※1：日本語OS以外では英語表示されます（Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です）。　※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。　※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは
動作しません。　※4：Windows XPのサポートは 2020年1月30日までで終了　※5：Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプ
ション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部（コピーガード機能等）が動作しません。

ハードウェアの
ご利用年数の
確認方法はこちらを
ご参照ください　 ▼

パスワード
ロック
機能ハードウェア

※ELP-S3シリーズ、H-PMPHM3シリーズ

※

パスワード
ポリシー
設定

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）パスワード
ロック
機能ハードウェア

※1：管理者権限のみサポートしております。　※2：日本語OS 以外のOS で使用した際
はアプリは英語表示されます。　※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場
合があります。

server 2016
※1

server 2008
SP2 server 2012server 2008 R2

※1

server 2012 R2
※1

710
Pro, Home 88.1Win

※1

ウイルス対策
機能

■W79×D116.5×H15mm/約105g（本体のみ）
■付属品：USB TypeA-microBケーブル 30cm
　　　　 USB TypeC-microBケーブル 30cm

8.1

パスワード
ポリシー
設定

操作ログ
記録機能

管理者用ソフト対応（別売）パスワード
ロック
機能ハードウェア

USB3.2対応
高速転送

USB3.0/2.0

USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)

Win 10

セキュリティリスクを
回避するための

4つのソリューション

ウイルス
感染対策

情報漏えい
対策

管理者用ソフトで
利用制限運用管理

（税抜価格¥8,700）

（税抜価格¥9,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥25,800）

（税抜価格¥34,710）

（税抜価格¥5,900）

（税抜価格¥6,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥28,600）

※最長5年目までとなります。

更新ライセンス（1年延長）

1本 MF-PUVT1L 　　¥1,027
10本 MF-PUVT1L010 ¥10,230
50本 MF-PUVT1L050 ¥50,600
100本 MF-PUVT1L100 ¥100,650

受注

受注
受注

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

（税抜価格¥2,839）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥137,500）
（税抜価格¥270,000）

1本 MF-PUVT1LA ¥3,123
10本 MF-PUVT1LA010 ¥30,800
50本 MF-PUVT1LA050 ¥151,250
100本 MF-PUVT1LA100 ¥297,000

更新ライセンス＋ハードウェア保証（1年延長）※

受注

受注
受注

（税抜価格¥2,839）
（税抜価格¥28,000）
（税抜価格¥137,500）
（税抜価格¥270,000）

管理者用ソフトウェア
「セキュリティUSBマネージャー」

HUD-SUMA    ¥46,200（税抜価格¥42,000）

（税抜価格¥42,000）

（税抜価格¥10,600）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥27,800）

（税抜価格¥37,180）

（税抜価格¥7,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥31,070）

（税抜価格¥12,500）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥38,800）

（税抜価格¥9,600）

（税抜価格¥10,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥24,800）

（税抜価格¥33,540）

（税抜価格¥8,700）

（税抜価格¥9,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥25,800）

（税抜価格¥34,710）

（税抜価格¥10,600）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥27,800）

（税抜価格¥37,180）

（税抜価格¥12,500）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥29,800）

（税抜価格¥38,800）

（税抜価格¥5,900）

（税抜価格¥6,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥20,800）

（税抜価格¥28,600）

（税抜価格¥7,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥17,800）

（税抜価格¥22,800）

（税抜価格¥31,070）

（税抜価格¥9,600）

（税抜価格¥10,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥19,800）

（税抜価格¥24,800）

（税抜価格¥33,540）

（税抜価格¥200,000）

¥8,580
¥9,680

¥12,980
¥17,380
¥23,980
¥32,340

（税抜価格¥7,800）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥11,800）

（税抜価格¥15,800）

（税抜価格¥21,800）

（税抜価格¥29,400）

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

HUD-PUVM1L
HUD-PUVM1L010
HUD-PUVM1L050
HUD-PUVM1L100

¥1,027
¥10,230
¥50,600

¥100,650

1本

10本

50本

100本

（税抜価格¥934）
（税抜価格¥9,300）
（税抜価格¥46,000）
（税抜価格¥91,500）

（税抜価格¥30,000）

（税抜価格¥25,000）
（税抜価格¥115,000）
（税抜価格¥210,000）

（税抜価格¥100,000）
（税抜価格¥460,000）
（税抜価格¥840,000）

（税抜価格¥30,000）

（税抜価格¥100,000）

（税抜価格¥24,000）
（税抜価格¥120,000）
（税抜価格¥240,000）

（税抜価格¥60,000）
（税抜価格¥300,000）
（税抜価格¥600,000）

ソフトウェアの
詳細については
エレコム・ホームページを
ご覧ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。 2323
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シリンダ錠

HDMIケーブル関連商品

※1 PoEパススルー機能対応無線アクセスポイント：
　　エレコム製WAB-M1775-PS / WAB-I1750-PS / WAB-S1167-PS

2ポートモデル

3ポートモデル

1台のHDMI入力機器の映像を
複数の出力機器に分配可能 ！
●企業でのプレゼン、展示会場でのデモンストレーションや
教室など、さまざまなシーンで活用可能
●最大3段までカスケード接続が可能で、2分配モデルで
　最大8台、8分配モデルなら最大512台に同時分配可能

4K対応 3D映像対応

■W95×D46×H15mm

DH-SW21BK/E

DH-SW31BK/E

テレビのHDMI入力不足を解消 ！
●HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・
音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
●1920×1200（WUXGA）・1920×1080（フルHD）のワイ
ド解像度に対応

簡易パッケージ外部電源不要 自動切替機能
搭載 切替ボタン装備 HDMIケーブル

付属

WUXGA フルHD 3Dテレビ
対応

■対応機器：HDMI出力端子を搭載した機器
■1W140×D92.5×H25mm/約332g、
2W185×D122.5×H25mm/約492g、
3W320×D104×H30mm/約800g

WUXGA対応
1920×1200

フルHD対応
1920×1080

カスケード接続
最大3段

ミラーリング
モード対応

マルチディスプレイ
対応 HDCP対応

モード切替
スイッチ搭載

3VSP-HD18BK8分配

2VSP-HD14BK4分配

1VSP-HD12BK2分配

HDMIケーブル

法人向けPoE受電対応HDMIコンバーター

法人工事用タップ

HDMI切替器・分配器

タブレットやパソコンの画面を電子黒板に投影できる ！

●安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少
ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量
導入に最適。

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

●会議室や教室の無線アクセスポイントに有線LAN接続することで
電子黒板から離れた位置からでも投影可能
●付属のACアダプター以外にPoE受電（IEEE802.3af）にも対応
●先生用・生徒用のソフトを使用すれば、先生用と生徒用画面の切
り替えや複数生徒の画面の分割表示も可能
●SKY株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENU Class」にも
対応（対象バージョン: SKYMENU Class 2020 / 2019 / 
2018 / 2017）

DH-HDLOB50BK50m

70m

100m

DH-HDLOB70BK
DH-HDLOB100BK

ハイブリッドモデル

4K2K、フルHD 3Dの映像も伝送可能 ！
●10.2Gbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
●デジタル音声をHDMI受信側から送信側へ伝送できるARCに対応

HDMI ［Type A］ ⇄ HDMI ［Type A］

簡易パッケージDeep Color 金メッキ 3重シールド
ケーブル

4K2K対応 3D映像対応 フルHD
1080p

EU RoHS
指令準拠

DH-HD14E10/RS1.0m

1.5m

2.0m

3.0m

5.0m

DH-HD14E15/RS
DH-HD14E20/RS
DH-HD14E30/RS
DH-HD14E50/RS

金属シェルコネクタ採用モデル

※抜けどめあり

DH-HD14EL10/RS1.0m

1.5m

2.0m

3.0m

5.0m

DH-HD14EL15/RS
DH-HD14EL20/RS
DH-HD14EL30/RS
DH-HD14EL50/RS

スタンダードモデル

■対応機種：HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの
出力端子を持つパソコンなど
■HDMI規格：HIGH SPEED with Ethernet認証済
■コネクタ形状：HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）－HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル
信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能

●HIGH SPEED with Ethernet認証済
みのイーサネット対応HIGH SPEED 
HDMIケーブル（カテゴリー2）
●長距離伝送のため映像側コネクタに
ICを搭載※

ECB-G01HD

■対応規格：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
■伝送距離（イーサネット側）：最大100m
■最大解像度：Full HD（1920×1080）
■コネクタ仕様：RJ45×1、HDMI×1、USB2.0 Type-A×1
■消費電力：最大10W
■W155×D120×H32mm（突起部除く）/約250g（本体のみ）

EU RoHS
指令準拠

EU RoHS
指令準拠

ギガビット
対応

3年＋2年
 保証※2

PoEパススルー
無線AP対応※1

文教市場向けの
投影支援ソフト付

PoE受電対応
IEEE802.3af

電子黒板/ディスプレイ

USBケーブル

本製品

無線アクセス
ポイント

HDMI端子ケーブル手元のタブレット画像を
大画面に投影

本製品

無線アクセス
ポイント

HDMIコンバーターのパートナーにぴったり ！

WAB-M2133
法人向けPoE無線アクセスポイント

詳しくは ➡ P12

■対応機種：HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
■コネクタ形状：HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）－HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）

10.2
Gbps

4.455
Gbps

¥169,686（税抜価格¥154,260）
DH-HDLOB30BK30m ¥135,751（税抜価格¥123,410）
DH-HDLOB20BK20m ¥118,778（税抜価格¥107,980）
DH-HDLOB15BK15m ¥110,297（税抜価格¥100,270）
DH-HDLOB10BK10m ¥101,816（税抜価格¥92,560）

¥203,632（税抜価格¥185,120）
¥254,529（税抜価格¥231,390）

※10m/15mモデルのみ

HDMI ［Type A］ ⇄ HDMI ［Type A］

Deep Color 金属シェル構造 2重シールド
ケーブル

通電表示
LEDランプ 仮固定穴

二重被ふく
ケーブル 強力マグネット 耐熱性に優れた

ユリア樹脂

HEC対応※ ARC対応※

フルHD
1080p

●脱着可能な変換コネクタ
(HDMI D to A)と引込み用サ
ポーターで細い配管への施工
をサポート
●4K(60P)に対応した、ハイブ
リッド構造のHDMIケーブル
　長距離でも安定した映像伝送
●付属のUSBケーブル(長さ 0.5m)により外部電源の供
給が必要です。

DH-HDLMN10BK10m

15m

20m

30m

DH-HDLMN15BK
DH-HDLMN20BK
DH-HDLMN30BK

共通
仕様

HDMI ［Type A］ ⇄ HDMI ［Type A］

Deep Color 金属シェル構造 3重シールド
ケーブル

4K60P対応18Gbps光ファイバー
＋銅線

※本製品には信号の向きがあります。接続する
方向を間違えて接続すると使用できません。

LANケーブルを
使って電源供給

LANケーブルを
使って電源供給

PoE対応
スイッチングハブ

HDMIケーブル関連商品 ACCESSORY

3ポートモデル

2ポートモデル

8分配モデル

動作確認済み

アクセサリ パソコン関連　周辺機器・アクセサリ

内　容本体写真 型番・税別価格 バリエーション対応スロット ワイヤー径 ワイヤー長ロック方法用　途

■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

マウス・テンキーも
同時にロック

マウス・テンキーも
同時にロック

マウス・テンキー対応

マウス・テンキー対応

マウス・テンキー対応

マスターkey■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■ワイヤー結束テープ1本
■パッド3枚
■シリンダ錠の厚み：20mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■パッド1枚
■ケーブルホルダー
■シリンダ錠の厚み：19.75mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：15mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：11mm

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
16mm

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
16mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：17mm

統一key

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2個
■パッド1枚
■シリンダ錠の厚み：16mm

マスターkey

統一key

マスターkey

統一key

■透明ワイヤー1本
■南京錠1個、カギ2本
■マルチロックパーツ1個

■透明ワイヤー1本
■3桁ダイヤルキー1個
■マルチロックパーツ1個

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル錠 ロックパーツ

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

3軸首振り

 90°首振り マスターkey

統一key

マスターkey

統一key

マスターkey

統一key

マスターkey

統一key

マスターkey

統一key

■4桁ダイヤル錠付
ワイヤー1本

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

5.0
mm

2.0
m

2.0
m

4.5
mm

4.5
mm

1.8
m

4.0
mm

1.7
m

4.4
mm

2.0
m

5.0
mm

1.8
m

2.2
mm

1.7
m

2.2
mm

1.7
m

 360°
ヘッド部
回転

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
16mm

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
13.6mm

 90°首振り

4.4
mm

2.0
m

4.5
mm

2.0
m

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
18.2mm

2.0
m

180°首振り

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

マスターkey

統一key

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：
11.6mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■アジャストツール1本
■シリンダ錠の厚み：
12.5mm

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

別売
サブワイヤー
対応

 90°首振り

＋

南京錠 ロックパーツ＋

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合があります。　※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機（無償）について→裏表紙へ　※マスターキーは付属しておりません。マスターキーをご入用の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

対応スロット ： 3×7mm

対応スロット ： 3×7mm

対応スロット ： 3×7mm

対応スロット ： 3×7mm

7mm

3
mm

セキュリティスロット
正面図

対応スロット ： 
3×7mm

対応スロット ： 
3×7mm

対応スロット ： 2.5×6mm
6mm

2.5
mm

セキュリティスロット
正面図

7～7.5mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

7～7.5mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

6.5～8mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

2.5mm
以上

筺体厚み
4.5mm以下

断面図対応スロットサイズ

7～7.5mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

2.0mm
以上

筺体厚み
4.4mm以下

断面図対応スロットサイズ

対応スロット ： 3.2×4.5mm
4.5mm

3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

対応スロット ： 3.2×4.5mm
4.5mm

3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

7～8mm

2.9～3.5
mm

セキュリティスロット
正面図

4.5～7mm

2.5～3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

3×7mm
3.2×4.5mm
2.5×6mm

対応スロット ： 

4.5～7mm

2.5～3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

対応スロット ：
3×7mm
3.2×4.5mm
2.5×6mm

セキュリティワイヤーロック

パソコンやタブレット、液晶モニターなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック

※統一キー、マスターキータイプは受注生産品となります。　※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニタをロック！！

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます！！

または

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはピッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ
※南京錠タイプの製品については、
　エレコム・ホームページをご覧ください。

南京錠 ディンプルキー

お求めやすいローコストタイプ

または

南京錠 ダイヤル錠

複数のカギ全てを同じカギで揃えることができます。 複数の異なるカギすべてを1本のキーで開閉できます。

掲載の商品以外にも多数取り揃えております。詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。

統一key マスターkey

4.4
mm

挟みロックタイプ
※1.7～2.0mmの厚みに対応

※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

¥6,578
（税抜価格¥5,980）

¥5,280
（税抜価格¥4,800）

¥6,930
（税抜価格¥6,300）

¥5,280
（税抜価格¥4,800）

¥6,930
（税抜価格¥6,300）

¥5,280
（税抜価格¥4,800）

¥5,280
（税抜価格¥4,800）

¥5,390
（税抜価格¥4,900）

¥6,050
（税抜価格¥5,500）

¥4,620
（税抜価格¥4,200）

¥5,280
（税抜価格¥4,800）

¥6,490
（税抜価格¥5,900）

¥3,608
（税抜価格¥3,280）

¥6,380
（税抜価格¥5,800）

¥2,728
（税抜価格¥2,480）

¥2,728
（税抜価格¥2,480）

¥2,508（税抜価格¥2,280）
¥2,904（税抜価格¥2,640）
¥3,487（税抜価格¥3,170）
¥3,883（税抜価格¥3,530）
¥4,862（税抜価格¥4,420）

T-WHRM3210LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

5.0m

T-WHRM3210NN/RS
T-WHRM3230NN/RS
T-WHRM3250NN/RS

¥3,440（税抜価格¥3,127）
¥3,130（税抜価格¥2,845）
¥3,650（税抜価格¥3,318）
¥4,169（税抜価格¥3,790）

T-WHRM3410LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

5.0m

T-WHRM3410NN/RS
T-WHRM3430NN/RS
T-WHRM3450NN/RS

¥3,650（税抜価格¥3,318）
¥3,340（税抜価格¥3,036）
¥3,860（税抜価格¥3,509）
¥4,379（税抜価格¥3,981）

T-WHRM3610LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

5.0m

T-WHRM3610NN/RS
T-WHRM3630NN/RS
T-WHRM3650NN/RS

¥5,220（税抜価格¥4,745）
¥4,909（税抜価格¥4,463）
¥5,430（税抜価格¥4,936）
¥5,960（税抜価格¥5,418）

T-WHRM3810LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

3.0m

T-WHRM3810NN/RS
T-WHRM3830LG/RS
T-WHRM3830NN/RS

¥6,270（税抜価格¥5,700）
¥5,960（税抜価格¥5,418）
¥6,789（税抜価格¥6,172）
¥6,479（税抜価格¥5,890）

5.0m

5.0m

T-WHRM3850LG/RS
T-WHRM3850NN/RS

¥7,319（税抜価格¥6,654）
¥6,999（税抜価格¥6,363）

¥3,883（税抜価格¥3,530）
¥4,268（税抜価格¥3,880）
¥4,862（税抜価格¥4,420）
¥5,445（税抜価格¥4,950）
¥6,424（税抜価格¥5,840）

¥76,780（税抜価格¥69,800）
¥87,780（税抜価格¥79,800）
¥98,780（税抜価格¥89,800）

¥109,780（税抜価格¥99,800）

¥4,862（税抜価格¥4,420）

¥5,841（税抜価格¥5,310）

¥28,996（税抜価格¥26,360）
¥44,671（税抜価格¥40,610）
¥77,979（税抜価格¥70,890）

¥32,780（税抜価格¥29,800）

NEW

※

※

※

※

※

※

T-WHRM3210LG/RS T-WHRM3430NN/RS

T-WHRM3850LG/RS

¥8,140受注
（税抜価格¥7,400）

¥7,590受注
（税抜価格¥6,900）

¥8,140受注
（税抜価格¥7,400）

¥6,380受注
（税抜価格¥5,800）

¥7,150受注
（税抜価格¥6,500）

¥6,600受注
（税抜価格¥6,000）

¥5,720受注
（税抜価格¥5,200）

¥5,170受注
（税抜価格¥4,700）

¥6,050受注
（税抜価格¥5,500）

¥5,500受注
（税抜価格¥5,000）

¥7,700受注
（税抜価格¥7,000）

¥7,150受注
（税抜価格¥6,500）

¥7,370受注
（税抜価格¥6,700）

¥6,820受注
（税抜価格¥6,200）

¥3,630受注
（税抜価格¥3,300）

¥2,970受注
（税抜価格¥2,700）

¥5,940受注
（税抜価格¥5,400）

¥7,590受注
（税抜価格¥6,900）

T-WHRM3630NN/RS

2424
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シリンダ錠

HDMIケーブル関連商品

※1 PoEパススルー機能対応無線アクセスポイント：
　　エレコム製WAB-M1775-PS / WAB-I1750-PS / WAB-S1167-PS

2ポートモデル

3ポートモデル

1台のHDMI入力機器の映像を
複数の出力機器に分配可能 ！
●企業でのプレゼン、展示会場でのデモンストレーションや
教室など、さまざまなシーンで活用可能
●最大3段までカスケード接続が可能で、2分配モデルで
　最大8台、8分配モデルなら最大512台に同時分配可能

4K対応 3D映像対応

■W95×D46×H15mm

DH-SW21BK/E

DH-SW31BK/E

テレビのHDMI入力不足を解消 ！
●HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・
音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
●1920×1200（WUXGA）・1920×1080（フルHD）のワイ
ド解像度に対応

簡易パッケージ外部電源不要 自動切替機能
搭載 切替ボタン装備 HDMIケーブル

付属

WUXGA フルHD 3Dテレビ
対応

■対応機器：HDMI出力端子を搭載した機器
■1W140×D92.5×H25mm/約332g、
2W185×D122.5×H25mm/約492g、
3W320×D104×H30mm/約800g

WUXGA対応
1920×1200

フルHD対応
1920×1080

カスケード接続
最大3段

ミラーリング
モード対応

マルチディスプレイ
対応 HDCP対応

モード切替
スイッチ搭載

3VSP-HD18BK8分配

2VSP-HD14BK4分配

1VSP-HD12BK2分配

HDMIケーブル

法人向けPoE受電対応HDMIコンバーター

法人工事用タップ

HDMI切替器・分配器

タブレットやパソコンの画面を電子黒板に投影できる ！

●安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少
ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量
導入に最適。

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

●会議室や教室の無線アクセスポイントに有線LAN接続することで
電子黒板から離れた位置からでも投影可能
●付属のACアダプター以外にPoE受電（IEEE802.3af）にも対応
●先生用・生徒用のソフトを使用すれば、先生用と生徒用画面の切
り替えや複数生徒の画面の分割表示も可能
●SKY株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENU Class」にも
対応（対象バージョン: SKYMENU Class 2020 / 2019 / 
2018 / 2017）

DH-HDLOB50BK50m

70m

100m

DH-HDLOB70BK
DH-HDLOB100BK

ハイブリッドモデル

4K2K、フルHD 3Dの映像も伝送可能 ！
●10.2Gbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
●デジタル音声をHDMI受信側から送信側へ伝送できるARCに対応

HDMI ［Type A］ ⇄ HDMI ［Type A］

簡易パッケージDeep Color 金メッキ 3重シールド
ケーブル

4K2K対応 3D映像対応 フルHD
1080p

EU RoHS
指令準拠

DH-HD14E10/RS1.0m

1.5m

2.0m

3.0m

5.0m

DH-HD14E15/RS
DH-HD14E20/RS
DH-HD14E30/RS
DH-HD14E50/RS

金属シェルコネクタ採用モデル

※抜けどめあり

DH-HD14EL10/RS1.0m

1.5m

2.0m

3.0m

5.0m

DH-HD14EL15/RS
DH-HD14EL20/RS
DH-HD14EL30/RS
DH-HD14EL50/RS

スタンダードモデル

■対応機種：HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの
出力端子を持つパソコンなど
■HDMI規格：HIGH SPEED with Ethernet認証済
■コネクタ形状：HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）－HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル
信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能

●HIGH SPEED with Ethernet認証済
みのイーサネット対応HIGH SPEED 
HDMIケーブル（カテゴリー2）
●長距離伝送のため映像側コネクタに
ICを搭載※

ECB-G01HD

■対応規格：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
■伝送距離（イーサネット側）：最大100m
■最大解像度：Full HD（1920×1080）
■コネクタ仕様：RJ45×1、HDMI×1、USB2.0 Type-A×1
■消費電力：最大10W
■W155×D120×H32mm（突起部除く）/約250g（本体のみ）

EU RoHS
指令準拠

EU RoHS
指令準拠

ギガビット
対応

3年＋2年
 保証※2

PoEパススルー
無線AP対応※1

文教市場向けの
投影支援ソフト付

PoE受電対応
IEEE802.3af

電子黒板/ディスプレイ

USBケーブル

本製品

無線アクセス
ポイント

HDMI端子ケーブル手元のタブレット画像を
大画面に投影

HDMIコンバーターのパートナーにぴったり ！

WAB-M2133
法人向けPoE無線アクセスポイント

詳しくは ➡ P12

■対応機種：HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
■コネクタ形状：HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）－HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）

10.2
Gbps

4.455
Gbps

¥169,686（税抜価格¥154,260）
DH-HDLOB30BK30m ¥135,751（税抜価格¥123,410）
DH-HDLOB20BK20m ¥118,778（税抜価格¥107,980）
DH-HDLOB15BK15m ¥110,297（税抜価格¥100,270）
DH-HDLOB10BK10m ¥101,816（税抜価格¥92,560）

¥203,632（税抜価格¥185,120）
¥254,529（税抜価格¥231,390）

※10m/15mモデルのみ

HDMI ［Type A］ ⇄ HDMI ［Type A］

Deep Color 金属シェル構造 2重シールド
ケーブル

通電表示
LEDランプ 仮固定穴

二重被ふく
ケーブル 強力マグネット 耐熱性に優れた

ユリア樹脂

HEC対応※ ARC対応※

フルHD
1080p

●脱着可能な変換コネクタ
(HDMI D to A)と引込み用サ
ポーターで細い配管への施工
をサポート
●4K(60P)に対応した、ハイブ
リッド構造のHDMIケーブル
　長距離でも安定した映像伝送
●付属のUSBケーブル(長さ 0.5m)により外部電源の供
給が必要です。

DH-HDLMN10BK10m

15m

20m

30m

DH-HDLMN15BK
DH-HDLMN20BK
DH-HDLMN30BK

共通
仕様

HDMI ［Type A］ ⇄ HDMI ［Type A］

Deep Color 金属シェル構造 3重シールド
ケーブル

4K60P対応18Gbps光ファイバー
＋銅線

※本製品には信号の向きがあります。接続する
方向を間違えて接続すると使用できません。

LANケーブルを
使って電源供給

LANケーブルを
使って電源供給

PoE対応
スイッチングハブ

HDMIケーブル関連商品 ACCESSORY

3ポートモデル

2ポートモデル

8分配モデル

動作確認済み

アクセサリ パソコン関連　周辺機器・アクセサリ

内　容本体写真 型番・税別価格 バリエーション対応スロット ワイヤー径 ワイヤー長ロック方法用　途

■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

マウス・テンキーも
同時にロック

マウス・テンキーも
同時にロック

マウス・テンキー対応

マウス・テンキー対応

マウス・テンキー対応

マスターkey■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■ワイヤー結束テープ1本
■パッド3枚
■シリンダ錠の厚み：20mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■パッド1枚
■ケーブルホルダー
■シリンダ錠の厚み：19.75mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：15mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：11mm

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
16mm

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
16mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：17mm

ESL-7CM

統一key

ESL-7CS

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2個
■パッド1枚
■シリンダ錠の厚み：16mm

マスターkey

ESL-30M

統一key

ESL-30S

マスターkey

ESL-3AM

統一key

ESL-3AS

■透明ワイヤー1本
■南京錠1個、カギ2本
■マルチロックパーツ1個

■透明ワイヤー1本
■3桁ダイヤルキー1個
■マルチロックパーツ1個

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル式シリンダ錠

ダイヤル錠 ロックパーツ

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

シリンダ錠

3軸首振り

 90°首振り マスターkey

ESL-701M

統一key

ESL-701S

マスターkey

ESL-7IM

統一key

ESL-7IS

マスターkey

ESL-702M

統一key

ESL-702S

マスターkey

ESL-703M

統一key

ESL-703S

マスターkey

ESL-7TZM

統一key

ESL-7TZS

■4桁ダイヤル錠付
ワイヤー1本

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

4.4
mm

2.0
m

5.0
mm

2.0
m

2.0
m

4.5
mm

4.5
mm

1.8
m

4.0
mm

1.7
m

4.4
mm

2.0
m

5.0
mm

1.8
m

2.2
mm

1.7
m

2.2
mm

1.7
m

 360°
ヘッド部
回転

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
16mm

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
13.6mm

 90°首振り

4.4
mm

2.0
m

4.5
mm

2.0
m

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

■4桁ダイヤル式シリンダー
錠付ワイヤー1本
■シリンダー錠の厚み：
18.2mm

2.0
m

180°首振り

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

マスターkey

ESL-704M

統一key

ESL-704S

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■シリンダ錠の厚み：
11.6mm

■シリンダ錠付ワイヤー1本
■カギ2本
■アジャストツール1本
■シリンダ錠の厚み：
12.5mm

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

 90°首振り

 360°
ヘッド部
回転

別売
サブワイヤー
対応

 90°首振り

＋

南京錠 ロックパーツ＋

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合があります。　※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機（無償）について→裏表紙へ　※マスターキーは付属しておりません。マスターキーをご入用の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

対応スロット ： 3×7mm

対応スロット ： 3×7mm

対応スロット ： 3×7mm

対応スロット ： 3×7mm

7mm

3
mm

セキュリティスロット
正面図

対応スロット ： 
3×7mm

対応スロット ： 
3×7mm

対応スロット ： 2.5×6mm
6mm

2.5
mm

セキュリティスロット
正面図

7～7.5mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

7～7.5mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

6.5～8mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

2.5mm
以上

筺体厚み
4.5mm以下

断面図対応スロットサイズ

7～7.5mm

3～3.8
mm

セキュリティスロット
正面図

2.0mm
以上

筺体厚み
4.4mm以下

断面図対応スロットサイズ

対応スロット ： 3.2×4.5mm
4.5mm

3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

対応スロット ： 3.2×4.5mm
4.5mm

3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

7～8mm

2.9～3.5
mm

セキュリティスロット
正面図

ESL-402

ESL-MS

ESL-702

ESL-7C

ESL-37I

ESL-7TZ

ESL-3A

4.5～7mm

2.5～3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

3×7mm
3.2×4.5mm
2.5×6mm

対応スロット ： 

4.5～7mm

2.5～3.2
mm

セキュリティスロット
正面図

対応スロット ：
3×7mm
3.2×4.5mm
2.5×6mm

セキュリティワイヤーロック

パソコンやタブレット、液晶モニターなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック

※統一キー、マスターキータイプは受注生産品となります。　※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニタをロック！！

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます！！

または

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはピッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ
※南京錠タイプの製品については、
　エレコム・ホームページをご覧ください。

南京錠 ディンプルキー

お求めやすいローコストタイプ

または

南京錠 ダイヤル錠

複数のカギ全てを同じカギで揃えることができます。 複数の異なるカギすべてを1本のキーで開閉できます。

掲載の商品以外にも多数取り揃えております。詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。

統一key マスターkey

4.4
mm

挟みロックタイプ
※1.7～2.0mmの厚みに対応

※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

ESL-MS
¥6,578

（税抜価格¥5,980）

ESL-402
¥5,280

（税抜価格¥4,800）

ESL-702
¥6,930

（税抜価格¥6,300）

ESL-401
¥5,280

（税抜価格¥4,800）

ESL-701
¥6,930

（税抜価格¥6,300）

ESL-403
¥5,280

（税抜価格¥4,800）

ESL-404
¥5,280

（税抜価格¥4,800）

ESL-703
¥5,390

（税抜価格¥4,900）

ESL-30
¥6,050

（税抜価格¥5,500）

ESL-7I
¥4,620

（税抜価格¥4,200）

ESL-7C
¥5,280

（税抜価格¥4,800）

ESL-7TZ
¥6,490

（税抜価格¥5,900）

ESL-37I
¥3,608

（税抜価格¥3,280）

ESL-704
¥6,380

（税抜価格¥5,800）

ESL-3A
¥2,728

（税抜価格¥2,480）

ESL-10A
¥2,728

（税抜価格¥2,480）

¥2,508（税抜価格¥2,280）
¥2,904（税抜価格¥2,640）
¥3,487（税抜価格¥3,170）
¥3,883（税抜価格¥3,530）
¥4,862（税抜価格¥4,420）

T-WHRM3210LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

5.0m

T-WHRM3210NN/RS
T-WHRM3230NN/RS
T-WHRM3250NN/RS

¥3,440（税抜価格¥3,127）
¥3,130（税抜価格¥2,845）
¥3,650（税抜価格¥3,318）
¥4,169（税抜価格¥3,790）

T-WHRM3410LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

5.0m

T-WHRM3410NN/RS
T-WHRM3430NN/RS
T-WHRM3450NN/RS

¥3,650（税抜価格¥3,318）
¥3,340（税抜価格¥3,036）
¥3,860（税抜価格¥3,509）
¥4,379（税抜価格¥3,981）

T-WHRM3610LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

5.0m

T-WHRM3610NN/RS
T-WHRM3630NN/RS
T-WHRM3650NN/RS

¥5,220（税抜価格¥4,745）
¥4,909（税抜価格¥4,463）
¥5,430（税抜価格¥4,936）
¥5,960（税抜価格¥5,418）

T-WHRM3810LG/RS1.0m

1.0m

3.0m

3.0m

T-WHRM3810NN/RS
T-WHRM3830LG/RS
T-WHRM3830NN/RS

¥6,270（税抜価格¥5,700）
¥5,960（税抜価格¥5,418）
¥6,789（税抜価格¥6,172）
¥6,479（税抜価格¥5,890）

5.0m

5.0m

T-WHRM3850LG/RS
T-WHRM3850NN/RS

¥7,319（税抜価格¥6,654）
¥6,999（税抜価格¥6,363）

¥3,883（税抜価格¥3,530）
¥4,268（税抜価格¥3,880）
¥4,862（税抜価格¥4,420）
¥5,445（税抜価格¥4,950）
¥6,424（税抜価格¥5,840）

¥76,780（税抜価格¥69,800）
¥87,780（税抜価格¥79,800）
¥98,780（税抜価格¥89,800）

¥109,780（税抜価格¥99,800）

¥4,862（税抜価格¥4,420）

¥5,841（税抜価格¥5,310）

¥28,996（税抜価格¥26,360）
¥44,671（税抜価格¥40,610）
¥77,979（税抜価格¥70,890）

¥32,780（税抜価格¥29,800）

NEW

※

※

※

※

※

※

T-WHRM3210LG/RS T-WHRM3430NN/RS

T-WHRM3850LG/RS

¥8,140受注
（税抜価格¥7,400）

¥7,590受注
（税抜価格¥6,900）

¥8,140受注
（税抜価格¥7,400）

¥6,380受注
（税抜価格¥5,800）

¥7,150受注
（税抜価格¥6,500）

¥6,600受注
（税抜価格¥6,000）

¥5,720受注
（税抜価格¥5,200）

¥5,170受注
（税抜価格¥4,700）

¥6,050受注
（税抜価格¥5,500）

¥5,500受注
（税抜価格¥5,000）

¥7,700受注
（税抜価格¥7,000）

¥7,150受注
（税抜価格¥6,500）

¥7,370受注
（税抜価格¥6,700）

¥6,820受注
（税抜価格¥6,200）

¥3,630受注
（税抜価格¥3,300）

¥2,970受注
（税抜価格¥2,700）

¥5,940受注
（税抜価格¥5,400）

¥7,590受注
（税抜価格¥6,900）

T-WHRM3630NN/RS

2525
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ACCESSORYパソコン関連　周辺機器・アクセサリアクセサリ パソコン関連　周辺機器・アクセサリ

書込禁止で情報漏えい対策に最適 ！
●データをメディアに書き込んで持ち出せない
「読込専用」でオフィス用途に最適
●230gの軽量設計で、
重さが気にならず
気軽に持ち運びが可能

●Type-Cコネクタを経由して最大60Wの
大電力をデバイス/パソコン本体に供給する
USB Power Deliveryに対応
●Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された
機器を一括接続、取り外しが可能

■W138.0×D133.5×H14.5mm（本体のみ、突起部を除く）/
230g（本体のみ）

読込専用DVDドライブ

セキュリティ
ロック機構搭載

Windows 10
対応

●USB Type-Cポート搭載パソコンで4台のUSBデバイスが使える
●1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用

※アップデート等が必要な場合があります。

※アップデート等が必要な場合があります。

4ポート

バスパワー

ケーブル
一体型

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線薄型キーボード

サクサク軽い打ち心地
抗菌 無線薄型キーボード

無線薄型キーボード＆マウス中ボタンでクリック操作が可能 ！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

抗菌キーボード

マルチファンクション
キー搭載

日本語
92キー

日本語
109キー

日本語
92キー

日本語
109キー

日本語
92キー

日本語
109キー

角度調整
スタンド

メンブレン
方式

キーピッチ
19mm

電源スイッチ
搭載

LEDランプ
付き

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン
方式

キーピッチ
19mm

LEDランプ
付き

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン
方式

キーピッチ
19mm

電源スイッチ
搭載

LEDランプ
付き BlueLED

センサー搭載
キーボード単4電池1本
マウス単3電池1本

超薄型、厚さ10mmのスリムな4ポートUSB3.1/2.0ハブ

ブラック U2HC-A430BBK ¥3,091
ブラック U3HC-A429BBK ¥3,872
ブラック U3HC-A430BBK

U3HC-A430BBKU2HC-A429BBK
¥4,070

■約W94×D31×H10mm（ケーブルを除く）　　　　　　　　　　●白もあります。

USBハブ

選べるエントリーモデル

便利な機能をすべて搭載、
ビジネスを加速させるフルモデル

■電源方式：USB Type-C端子メス（20V/5Aまで）
■W137×D17×H75mm（ケーブル含まず）/214g
（ケーブル含む）

ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※1

※充電用のType-C
　電源アダプターは
　付属していません。

※充電用のType-C
　電源アダプターは
　付属していません。

※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。

本製品のMACアドレスをソフトで
変更可能（Windowsのみ）

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

有線LAN×1
ギガビット

ケーブル直付け
（30cm）

MACアドレス
チェンジャー

MACアドレス
チェンジャー

MACアドレス
チェンジャー

4極ステレオミニ
（マイク対応）×1

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※
（最大100W）

USB3.1 Gen1
（USB A）
×3ポート

SDカード/
micro SDカード
スロット×各1

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

Win Mac10

映像 VGA×1
1920×1200

有線LAN×1
ギガビット

ケーブル直付け
（30cm）

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

■①W80×D15×H40mm（ケーブル含まず）
　②③W96×D16.5×H40mm（ケーブル含まず）
■①③約40g　②約50g

■約122×14×70mm（ケーブル含まず）
■約90g(ケーブル含む) ■①W59×D14×H40mm（ケーブル含まず）

　②W80×D14.5×H40mm（ケーブル含まず）
■①約35g　②約46.5g　（各ケーブル含む）

Power
Delivery対応※
（最大20V/3Aまで）

映像 DVI×1
1920×1080

映像 VGA×1
1920×1200

映像 mini
DisplayPort×1

最大4K2K@30Hz
シルバー DST-C08SV ¥18,106

USB3.1 Gen1
×1ポート

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

映像 VGA×1
1920×1200

micro
SD/SD

USB3.0
×2ポート

有線LAN×1
ギガビット

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※
（PD3.0、最大100W）

USB3.1 Gen1
×1ポート

ケーブル直付け
（30cm）

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※
（最大20V/3Aまで）

USB3.1 Gen1
×1ポート

※1大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

macOS 10.14

Win Mac10 macOS 10.14

Win Mac10 macOS 10.14

ケーブル長:30cm/USB2.0

ケーブル長:15cm/USB3.1

ケーブル長:30cm/USB3.1

●3D CAD操作時にホイールの誤操作をしないホイールなしの3ボタンマウス
●左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず
使いやすい形状

●全ボタンに耐久性面での信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチ採用
●小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを
搭載

●超小型レシーバーが付属、未使用時に本体に内蔵可能

3D CAD用ホイールレスマウス

M-CAD01DBBK ¥4,862
■本体：約W70.5×D110×H38mm、レシーバ：約W15×D18×H6mm
■本体：約63g（電池含まず）、レシーバ：約2g

3ボタン ホイールレス BlueLEDOMRON社製
高耐久スイッチ

600/1200
カウント切替

2.4GHz無線タイプ

マイクロ
レシーバ採用

2.4GHzワイヤレス
磁性体上約3.0m

電源スイッチ
搭載

単3形乾電池
×1本

Win 8.1RT8.110 XP ※アップデート等が必要な場合があります。

●気軽に使えるUSB Type-A接続の有線タイプ

M-CAD01UBBK ¥3,883
■約W70.5×D110×H38mm/約87g（ケーブル含む）

USB有線タイプ

Win 8.1RT8.110 XP

USB3.2 (Gen1) USB3.1 (Gen1) USB3.0 USB2.0

Win 8.1 Mac10 10.5~

■約W59.6×D109.7×H38.9mm
■1約60g（電池含まず）、2約93g、3約92.g
　 ※23はケーブル含む

EU RoHS
指令準拠

3年保証 高耐久3ボタンマウス

3ボタン3年保証 デバイスID
固定可能

高耐久モデル 高耐久モデル

3年保証で法人ニーズでも安心！　スタンダードな法人向け高耐久マウスが登場

スタンダードな法人向け
高耐久マウスが登場

●故障しにくい高耐久仕様の3ボタンマウス
●USBポートが少ない2in1PCなどに最適なBluetooth®モデルもご用意
●システム管理に有用なデバイスID（Product ID・Vendor ID）を指定値で固定可能
●Bluetooth®モデルは、Bluetooth®アドレスも固定可能

ホワイト M-K7BRWH/RS1

ブラック M-K7BRBK/RS1 ¥5,258
¥5,258

■付属品：動作確認用単3形アルカリ乾電池×1

Bluetooth®
デバイスアドレス固定

2000カウント

Bluetooth®
4.0

IR LED

1600カウントUSB
（有線）

Blue LED

高耐久モデル

USB
（有線）

光学式

３年保証
安心の

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。
Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テク
ニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、
Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Works With Chromebook とは、 Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、 
サードパーティが製造した周辺機器（アクセサリ）類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。 
「Works With Chromebook」は Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。 

マウス

Works With Chromebook 認証済みマウス

無線／Bluetooth®マウス

USB3.1 Gen1

Win 8.1RT8.110

※1:2はMac非対応 ※2:3のみ対応

Mac macOS 10.14
※1

※2Chrome OS

ホワイト M-K7URWH/RS3

ブラック M-K7URBK/RS3 ¥1,958
¥1,958

■約W59.6×D109.7×H38.9mm
■3約92g 　※ケーブル含む

1600カウント EU RoHS
指令準拠

3ボタン

3年保証

デバイスID
固定可能

Win 8.1RT8.110
※1:2はMac非対応

Mac macOS 10.14
※1

Chrome OS

Works With Chromebook 認証済み

（税抜価格¥4,420） （税抜価格¥3,530）

（税抜価格¥4,780）
（税抜価格¥4,780） ホワイト M-K7UBWH/RS2

ブラック M-K7UBBK/RS2 ¥2,178
¥2,178

（税抜価格¥1,980）

ブラック DST-C09BK ¥8,448
ホワイト DST-C09WH ¥8,448

USB3.1 Gen1

（税抜価格¥7,680）
（税抜価格¥7,680）

ブラック DST-C05BK ¥14,113
ホワイト DST-C05WH ¥14,113

（税抜価格¥12,830）
（税抜価格¥12,830）

ブラック DST-C10BK ¥7,040
ホワイト DST-C10WH ¥7,040

USB3.1 Gen1

（税抜価格¥6,400）
（税抜価格¥6,400）

ブラック DST-C11BK ¥7,040
USB3.1 Gen1

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥1,780）
（税抜価格¥1,780）

（税抜価格¥1,980）

（税抜価格¥16,460）

（税抜価格¥2,810）

ブラック U2HC-A429BBK ¥2,904ケーブル長:15cm/USB2.0 （税抜価格¥2,640）

（税抜価格¥3,520）

（税抜価格¥3,700）

ブラック LDV-PML8U3NBK ¥5,170（税抜価格¥4,700）

ブラック TK-FCM107KBK ¥2,904（税抜価格 ¥2,640）

■W360.6×D142.5×H25.6mm/（スタンド含まず）
■約470g（ケーブル含む）

ブラック TK-FCM108KBK ¥3,289（税抜価格 ¥2,990）

■W441.5×D127.6×H25.0mm/（スタンド含まず）
■約535g（ケーブル含む）

ブラック TK-FDM109TKBK ¥4,862（税抜価格 ¥4,420）

■W360.6×D142.5×H25.6mm/（スタンド含まず）
■約455g（電池含まず）

ブラック TK-FDM110TKBK ¥5,247（税抜価格 ¥4,770）

■W441.5×D127.6×H25.0mm/（スタンド含まず）
■約515g（電池含まず）

ブラック TK-FDM109MKBK ¥6,226（税抜価格 ¥5,660）

■W360.6×D142.5×H25.6mm/（スタンド含まず）
■約455g（電池含まず）

ブラック TK-FDM110MKBK ¥6,622（税抜価格 ¥6,020）

■W441.5×D127.6×H25.0mm/（スタンド含まず）
■約515g（電池含まず）

■連続動作時間：約94時間
■連続待機時間：約750日
■想定電池使用期間：約215日
※1日8時間のパソコン作業中５％をマウス
操作に割り当てた場合
■電源：単4形乾電池×1本

3ボタン 抗菌仕様

電源スイッチ装備 1000カウント

■連続動作時間：約238時間
■連続待機時間：約750日
■想定電池使用期間：約476日
※1日8時間のパソコン作業中５％をマウス操作に割り当てた場合
■電源：単4形乾電池×2本
■W63.5mm×D98.4mm×H39.5mm
■約64g※電池を含まず

省電力 電池残量表示
ランプ搭載

電源スイッチ装備 2000カウント

●手に収まりの良い形状
●快適な操作感を持続するラバーグリップを搭載
●磁性体上でも約3mの距離まで使用可能
●手のひらにジャストフィットするMサイズ

レシーバはマウス本体内に収納可能
クリック音が気にならない抗菌・静音マウス

省電力性を重視して開発された
Bluetooth®4.0対応、
電池寿命がアップ。

無線
2.4GHz

光学式

Bluetooth®
4.0

Blue LED

ホワイト M-DY10DRSKWH
ピンク M-DY10DRSKPN

ライト
ブルー M-DY10DRSKBUL
ブラック M-DY10DRSKBK

ホワイト M-DY11DRSKWH
ネイビー M-DY11DRSKNV
ブルー M-DY11DRSKBU

Sサイズ

Sサイズ

Sサイズ

Sサイズ

Mサイズ

Mサイズ

Mサイズ

Mサイズ ブラック M-DY11DRSKBK

■W51.0mm×D84.0mm×H35.9mm ■W57.8mm×D94.6mm×H39.0mm

レッド M-BT19BBRD

EU RoHS指令準拠、
USBレーザーマウス

EU RoHS指令準拠、
USB光学式マウス

3ボタン

専用ドライバ
不要

ケーブル長
1.5m

不可視光線
 クラス1相当※

EU RoHS
指令準拠 簡易パッケージ

1600カウント

USB
（有線）
レーザー
センサ

USB
（有線）

光学式

3ボタン

専用ドライバ
不要

メンテナンス
フリー

EU RoHS
指令準拠 簡易パッケージ

1000カウント

■ケーブル長1.0m
■W53.0×D92.0×H36.4mm/
　約64g（ケーブルを含む）

ホワイト M-K5URWH/RS

ブラック M-K5URBK/RS
Sサイズ

■ケーブル長1.5m
■W60.0×D105.0×H40.0mm/
　約77g（ケーブルを含む）

ホワイト M-K6URWH/RS

ブラック M-K6URBK/RS
Mサイズ

※JIS C6802および国際標準化機関IECの60825-1に基づいたCLASS1
　に準拠
※顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、
　目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。

■W60.0×D105.0×H40.0mm/約77g（ケーブルを含む）
ホワイト M-S2ULWH/RS
ブラック M-S2ULBK/RSMサイズ

Mサイズ

USB

¥1,925（税抜価格¥1,750） ¥2,112（税抜価格¥1,920）

¥5,258（税抜価格¥4,780）
ホワイト M-BT19BBWH ¥5,258（税抜価格¥4,780）

ブラック M-BT19BBBK ¥5,258（税抜価格¥4,780）
¥1,925（税抜価格¥1,750）
¥1,925（税抜価格¥1,750）
¥1,925（税抜価格¥1,750）

¥2,112（税抜価格¥1,920）
¥2,112（税抜価格¥1,920）
¥2,112（税抜価格¥1,920）

¥2,200（税抜価格¥2,000）
¥2,200（税抜価格¥2,000）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

※いずれも日本語OSに限ります

Win 8.1RT8.110 Mac OS X El Capitan 10.11 ～ macOS Catalina 10.15

Win 8.1RT8.110 Mac macOS Catalina 10.15

Win 8.110 Mac macOS Catalina 10.15

Vista XPWin 8.110

Mac macOS Catalina 10.15 Play
Station3®Chrome OS

USB Vista XPWin 8.110

Mac macOS Catalina 10.15 Play
Station3®Chrome OS

DST-C11BK DST-C14BK DST-C14WH

Win Mac10 macOS 10.15

映像 VGA×1
1920×1200

USB3.1 Gen1

ブラック DST-C13BK ¥7,040
ホワイト DST-C13WH ¥7,040

（税抜価格¥6,400）
（税抜価格¥6,400）

USB3.1 Gen1

ブラックDST-C14BK ¥5,621
ホワイトDST-C14WH ¥5,621

（税抜価格¥5,110）
（税抜価格¥5,110）

※①のみ

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz
※①のみ

※②のみ

※③のみ

※②のみ

①

② ①

②
③

ピタッと
ケーブル
収納

HDMI VGA

USB3.1 Type-C micro SD card / SD cardUSB3.0

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。2626
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ACCESSORYパソコン関連　周辺機器・アクセサリアクセサリ パソコン関連　周辺機器・アクセサリ

書込禁止で情報漏えい対策に最適 ！
●データをメディアに書き込んで持ち出せない
「読込専用」でオフィス用途に最適
●230gの軽量設計で、
重さが気にならず
気軽に持ち運びが可能

●Type-Cコネクタを経由して最大60Wの
大電力をデバイス/パソコン本体に供給する
USB Power Deliveryに対応
●Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された
機器を一括接続、取り外しが可能

■W138.0×D133.5×H14.5mm（本体のみ、突起部を除く）/
230g（本体のみ）

読込専用DVDドライブ

セキュリティ
ロック機構搭載

Windows 10
対応

●USB Type-Cポート搭載パソコンで4台のUSBデバイスが使える
●1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用

※アップデート等が必要な場合があります。

※アップデート等が必要な場合があります。

4ポート

バスパワー

ケーブル
一体型

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線薄型キーボード

サクサク軽い打ち心地
抗菌 無線薄型キーボード

無線薄型キーボード＆マウス中ボタンでクリック操作が可能 ！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

抗菌キーボード

マルチファンクション
キー搭載

日本語
92キー

日本語
109キー

日本語
92キー

日本語
109キー

日本語
92キー

日本語
109キー

角度調整
スタンド

メンブレン
方式

キーピッチ
19mm

電源スイッチ
搭載

LEDランプ
付き

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン
方式

キーピッチ
19mm

LEDランプ
付き

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン
方式

キーピッチ
19mm

電源スイッチ
搭載

LEDランプ
付き BlueLED

センサー搭載
キーボード単4電池1本
マウス単3電池1本

超薄型、厚さ10mmのスリムな4ポートUSB3.1/2.0ハブ

ブラック U2HC-A430BBK ¥3,091
ブラック U3HC-A429BBK ¥3,872
ブラック U3HC-A430BBK

U3HC-A430BBKU2HC-A429BBK
¥4,070

■約W94×D31×H10mm（ケーブルを除く）　　　　　　　　　　●白もあります。

USBハブ

選べるエントリーモデル

便利な機能をすべて搭載、
ビジネスを加速させるフルモデル

■電源方式：USB Type-C端子メス（20V/5Aまで）
■W137×D17×H75mm（ケーブル含まず）/214g
（ケーブル含む）

ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※1

※充電用のType-C
　電源アダプターは
　付属していません。

※充電用のType-C
　電源アダプターは
　付属していません。

※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。

本製品のMACアドレスをソフトで
変更可能（Windowsのみ）

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

有線LAN×1
ギガビット

ケーブル直付け
（30cm）

MACアドレス
チェンジャー

MACアドレス
チェンジャー

MACアドレス
チェンジャー

4極ステレオミニ
（マイク対応）×1

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※
（最大100W）

USB3.1 Gen1
（USB A）
×3ポート

SDカード/
micro SDカード
スロット×各1

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

Win Mac10

映像 VGA×1
1920×1200

有線LAN×1
ギガビット

ケーブル直付け
（30cm）

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

■①W80×D15×H40mm（ケーブル含まず）
　②③W96×D16.5×H40mm（ケーブル含まず）
■①③約40g　②約50g

■約122×14×70mm（ケーブル含まず）
■約90g(ケーブル含む) ■①W59×D14×H40mm（ケーブル含まず）

　②W80×D14.5×H40mm（ケーブル含まず）
■①約35g　②約46.5g　（各ケーブル含む）

Power
Delivery対応※
（最大20V/3Aまで）

映像 DVI×1
1920×1080

映像 VGA×1
1920×1200

映像 mini
DisplayPort×1

最大4K2K@30Hz
シルバー DST-C08SV ¥18,106

USB3.1 Gen1
×1ポート

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

映像 VGA×1
1920×1200

micro
SD/SD

USB3.0
×2ポート

有線LAN×1
ギガビット

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※
（PD3.0、最大100W）

USB3.1 Gen1
×1ポート

ケーブル直付け
（30cm）

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※
（最大20V/3Aまで）

USB3.1 Gen1
×1ポート

※1大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

macOS 10.14

Win Mac10 macOS 10.14

Win Mac10 macOS 10.14

ケーブル長:30cm/USB2.0

ケーブル長:15cm/USB3.1

ケーブル長:30cm/USB3.1

●3D CAD操作時にホイールの誤操作をしないホイールなしの3ボタンマウス
●左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず
使いやすい形状

●全ボタンに耐久性面での信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチ採用
●小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを
搭載

●超小型レシーバーが付属、未使用時に本体に内蔵可能

3D CAD用ホイールレスマウス

M-CAD01DBBK ¥4,862
■本体：約W70.5×D110×H38mm、レシーバ：約W15×D18×H6mm
■本体：約63g（電池含まず）、レシーバ：約2g

3ボタン ホイールレス BlueLEDOMRON社製
高耐久スイッチ

600/1200
カウント切替

2.4GHz無線タイプ

マイクロ
レシーバ採用

2.4GHzワイヤレス
磁性体上約3.0m

電源スイッチ
搭載

単3形乾電池
×1本

Win 8.1RT8.110 XP ※アップデート等が必要な場合があります。

●気軽に使えるUSB Type-A接続の有線タイプ

M-CAD01UBBK ¥3,883
■約W70.5×D110×H38mm/約87g（ケーブル含む）

USB有線タイプ

Win 8.1RT8.110 XP

USB3.2 (Gen1) USB3.1 (Gen1) USB3.0 USB2.0

Win 8.1 Mac10 10.5~

■約W59.6×D109.7×H38.9mm
■1約60g（電池含まず）、2約93g、3約92.g
　 ※23はケーブル含む

EU RoHS
指令準拠

3年保証 高耐久3ボタンマウス

3ボタン3年保証 デバイスID
固定可能

高耐久モデル 高耐久モデル

3年保証で法人ニーズでも安心！　スタンダードな法人向け高耐久マウスが登場

スタンダードな法人向け
高耐久マウスが登場

●故障しにくい高耐久仕様の3ボタンマウス
●USBポートが少ない2in1PCなどに最適なBluetooth®モデルもご用意
●システム管理に有用なデバイスID（Product ID・Vendor ID）を指定値で固定可能
●Bluetooth®モデルは、Bluetooth®アドレスも固定可能

ホワイト M-K7BRWH/RS1

ブラック M-K7BRBK/RS1 ¥5,258
¥5,258

■付属品：動作確認用単3形アルカリ乾電池×1

Bluetooth®
デバイスアドレス固定

2000カウント

Bluetooth®
4.0

IR LED

1600カウントUSB
（有線）

Blue LED

高耐久モデル

USB
（有線）

光学式

３年保証
安心の

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。
Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テク
ニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、
Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Works With Chromebook とは、 Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、 
サードパーティが製造した周辺機器（アクセサリ）類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。 
「Works With Chromebook」は Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。 

マウス

Works With Chromebook 認証済みマウス

無線／Bluetooth®マウス

USB3.1 Gen1

Win 8.1RT8.110

※1:2はMac非対応 ※2:3のみ対応

Mac macOS 10.14
※1

※2Chrome OS

ホワイト M-K7URWH/RS3

ブラック M-K7URBK/RS3 ¥1,958
¥1,958

■約W59.6×D109.7×H38.9mm
■3約92g 　※ケーブル含む

1600カウント EU RoHS
指令準拠

3ボタン

3年保証

デバイスID
固定可能

Win 8.1RT8.110
※1:2はMac非対応

Mac macOS 10.14
※1

Chrome OS

Works With Chromebook 認証済み

（税抜価格¥4,420） （税抜価格¥3,530）

（税抜価格¥4,780）
（税抜価格¥4,780） ホワイト M-K7UBWH/RS2

ブラック M-K7UBBK/RS2 ¥2,178
¥2,178

（税抜価格¥1,980）

ブラック DST-C09BK ¥8,448
ホワイト DST-C09WH ¥8,448

USB3.1 Gen1

（税抜価格¥7,680）
（税抜価格¥7,680）

ブラック DST-C05BK ¥14,113
ホワイト DST-C05WH ¥14,113

（税抜価格¥12,830）
（税抜価格¥12,830）

ブラック DST-C10BK ¥7,040
ホワイト DST-C10WH ¥7,040

USB3.1 Gen1

（税抜価格¥6,400）
（税抜価格¥6,400）

ブラック DST-C11BK ¥7,040
USB3.1 Gen1

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥1,780）
（税抜価格¥1,780）

（税抜価格¥1,980）

（税抜価格¥16,460）

（税抜価格¥2,810）

ブラック U2HC-A429BBK ¥2,904ケーブル長:15cm/USB2.0 （税抜価格¥2,640）

（税抜価格¥3,520）

（税抜価格¥3,700）

ブラック LDV-PML8U3NBK ¥5,170（税抜価格¥4,700）

ブラック TK-FCM107KBK ¥2,904（税抜価格 ¥2,640）

■W360.6×D142.5×H25.6mm/（スタンド含まず）
■約470g（ケーブル含む）

ブラック TK-FCM108KBK ¥3,289（税抜価格 ¥2,990）

■W441.5×D127.6×H25.0mm/（スタンド含まず）
■約535g（ケーブル含む）

ブラック TK-FDM109TKBK ¥4,862（税抜価格 ¥4,420）

■W360.6×D142.5×H25.6mm/（スタンド含まず）
■約455g（電池含まず）

ブラック TK-FDM110TKBK ¥5,247（税抜価格 ¥4,770）

■W441.5×D127.6×H25.0mm/（スタンド含まず）
■約515g（電池含まず）

ブラック TK-FDM109MKBK ¥6,226（税抜価格 ¥5,660）

■W360.6×D142.5×H25.6mm/（スタンド含まず）
■約455g（電池含まず）

ブラック TK-FDM110MKBK ¥6,622（税抜価格 ¥6,020）

■W441.5×D127.6×H25.0mm/（スタンド含まず）
■約515g（電池含まず）

■連続動作時間：約94時間
■連続待機時間：約750日
■想定電池使用期間：約215日
※1日8時間のパソコン作業中５％をマウス
操作に割り当てた場合
■電源：単4形乾電池×1本

3ボタン 抗菌仕様

電源スイッチ装備 1000カウント

■連続動作時間：約238時間
■連続待機時間：約750日
■想定電池使用期間：約476日
※1日8時間のパソコン作業中５％をマウス操作に割り当てた場合
■電源：単4形乾電池×2本
■W63.5mm×D98.4mm×H39.5mm
■約64g※電池を含まず

省電力 電池残量表示
ランプ搭載

電源スイッチ装備 2000カウント

●手に収まりの良い形状
●快適な操作感を持続するラバーグリップを搭載
●磁性体上でも約3mの距離まで使用可能
●手のひらにジャストフィットするMサイズ

レシーバはマウス本体内に収納可能
クリック音が気にならない抗菌・静音マウス

省電力性を重視して開発された
Bluetooth®4.0対応、
電池寿命がアップ。

無線
2.4GHz

光学式

Bluetooth®
4.0

Blue LED

ホワイト M-DY10DRSKWH
ピンク M-DY10DRSKPN

ライト
ブルー M-DY10DRSKBUL
ブラック M-DY10DRSKBK

ホワイト M-DY11DRSKWH
ネイビー M-DY11DRSKNV
ブルー M-DY11DRSKBU

Sサイズ

Sサイズ

Sサイズ

Sサイズ

Mサイズ

Mサイズ

Mサイズ

Mサイズ ブラック M-DY11DRSKBK

■W51.0mm×D84.0mm×H35.9mm ■W57.8mm×D94.6mm×H39.0mm

レッド M-BT19BBRD

EU RoHS指令準拠、
USBレーザーマウス

EU RoHS指令準拠、
USB光学式マウス

3ボタン

専用ドライバ
不要

ケーブル長
1.5m

不可視光線
 クラス1相当※

EU RoHS
指令準拠 簡易パッケージ

1600カウント

USB
（有線）
レーザー
センサ

USB
（有線）

光学式

3ボタン

専用ドライバ
不要

メンテナンス
フリー

EU RoHS
指令準拠 簡易パッケージ

1000カウント

■ケーブル長1.0m
■W53.0×D92.0×H36.4mm/
　約64g（ケーブルを含む）

ホワイト M-K5URWH/RS

ブラック M-K5URBK/RS
Sサイズ

■ケーブル長1.5m
■W60.0×D105.0×H40.0mm/
　約77g（ケーブルを含む）

ホワイト M-K6URWH/RS

ブラック M-K6URBK/RS
Mサイズ

※JIS C6802および国際標準化機関IECの60825-1に基づいたCLASS1
　に準拠
※顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、
　目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。

■W60.0×D105.0×H40.0mm/約77g（ケーブルを含む）
ホワイト M-S2ULWH/RS
ブラック M-S2ULBK/RSMサイズ

Mサイズ

USB

¥1,925（税抜価格¥1,750） ¥2,112（税抜価格¥1,920）

¥5,258（税抜価格¥4,780）
ホワイト M-BT19BBWH ¥5,258（税抜価格¥4,780）

ブラック M-BT19BBBK ¥5,258（税抜価格¥4,780）
¥1,925（税抜価格¥1,750）
¥1,925（税抜価格¥1,750）
¥1,925（税抜価格¥1,750）

¥2,112（税抜価格¥1,920）
¥2,112（税抜価格¥1,920）
¥2,112（税抜価格¥1,920）

¥2,200（税抜価格¥2,000）
¥2,200（税抜価格¥2,000）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

¥1,529（税抜価格¥1,390）

※いずれも日本語OSに限ります

Win 8.1RT8.110 Mac OS X El Capitan 10.11 ～ macOS Catalina 10.15

Win 8.1RT8.110 Mac macOS Catalina 10.15

Win 8.110 Mac macOS Catalina 10.15

Vista XPWin 8.110

Mac macOS Catalina 10.15 Play
Station3®Chrome OS

USB Vista XPWin 8.110

Mac macOS Catalina 10.15 Play
Station3®Chrome OS

DST-C11BK DST-C14BK DST-C14WH

Win Mac10 macOS 10.15

映像 VGA×1
1920×1200

USB3.1 Gen1

ブラック DST-C13BK ¥7,040
ホワイト DST-C13WH ¥7,040

（税抜価格¥6,400）
（税抜価格¥6,400）

USB3.1 Gen1

ブラックDST-C14BK ¥5,621
ホワイトDST-C14WH ¥5,621

（税抜価格¥5,110）
（税抜価格¥5,110）

※①のみ

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz
※①のみ

※②のみ

※③のみ

※②のみ

①

② ①

②
③

ピタッと
ケーブル
収納

HDMI VGA

USB3.1 Type-C micro SD card / SD cardUSB3.0

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。 2727
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ACCESSORYパソコン関連　周辺機器・アクセサリアクセサリ パソコン関連　周辺機器・アクセサリ

のぞき見防止フィルター

汎用モデル（ノーマルタイプ：アイバリアー）
ブルーライト
約48%カット

のぞき見防止
視野角60° 表面硬度3H 帯電防止機能

紫外線カット
99.9％

透過率
75%反射防止AG加工

●ブルーライトも48％カット、
ブルーライト対策メガネが不要
●ノートパソコンだけでなく、
液晶モニタにも使用可能
●ホコリが付きにくい
帯電防止加工済み

汎用モデル（マグネットタイプ）
ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60°

マグネット
タイプ 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
70%反射防止AG加工

●鉄板内蔵のフィルターと
　マグネットシールを使うことで、
　簡単に付け外し可能
●マグネットが内蔵されている
　場合は、マグネットシールを
　使わずにそのまま取り付け可能
●反射面とマット面を使い分け可能

■1W285×H162（174）mm、
2W300×H170（182）mm、
3W350×H200（212）mm
※カッコは上部の黒い部分含む高さ
■厚み：フィルター部／0.37mm、
上部の黒い部分（鉄板入り）／約1mm、
マグネットシール／1.1mm、
両方を貼り付けた場合の厚み／約2.1mm

3

1

¥10,230
2

15.6Wインチ（16：9）

12.5Wインチ（16：9）

13.3Wインチ（16：9）

EF-PFM156W

EF-PFM125W
EF-PFM133W2 ¥7,260

¥7,040
■付属品：フレーム貼りシール×4、
モニタ貼りシール（両面）×4、
タブシール×6

■付属品：ナノサクションシール（取り換え用）×4

¥10,230
¥10,230

¥11,000
¥12,540
¥14,300
¥14,300

EF-PFS156W
EF-PFS17
EF-PFS19
EF-PFS19W
EF-PFS215W

15.6Wインチ（16:9）用

17インチ（5:4）用

19インチ（5:4）用

19Wインチ（16:10）用

21.5Wインチ（16:9）用

23Wインチ（16:9）用 EF-PFS23W
¥20,90024Wインチ（16:9）用 EF-PFS24W

11.6Wインチ（16:9）用 EF-PFS116W

¥7,260
¥7,260

12.1Wインチ（16:9）用 ¥7,040EF-PFS121W
12.5Wインチ（16:9）用 ¥7,040EF-PFS125W

13.3Wインチ（16:9）用

13.3Wインチ（16:10）用 EF-PFS133W
EF-PFS133W2

¥9,68014Wインチ（16:9）用 EF-PFS14W

¥7,040

12.5Wインチ（16:9）用 EF-PFNS125W

¥13,288

13.3Wインチ（16:9）用 ¥9,757EF-PFNS133W2
14Wインチ（16:9）用 ¥11,715EF-PFNS14W
15.6Wインチ（16:9）用 EF-PFNS156W

¥9,361

取り外し、取り付けカンタン！周りからののぞき見から画面を守る。
タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター

汎用モデル（ナノサクションタイプ）

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60° ナノサクション 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
70%反射防止AG加工

●周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも
対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
●画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡
単にできる素材“ナノサクション”を採用しています。
●金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、
端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
●画面の正面を中心に60°（左右約30°）より外の角度
からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見
られる心配がありません。

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)
（税抜価格¥6,000）

Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)
2 EF-PFSP02

1 EF-PFSP01

（税抜価格¥6,200）
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)
3 EF-PFSP04 （税抜価格¥6,500）
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)
4 EF-PFSP05 （税抜価格¥6,150）

EF-PFSP05

EF-PFSP04

EF-PFSP01

TB-A18MFLNSPF4

Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)
5 EF-PFSP07 （税抜価格¥4,980）

¥6,600
¥6,820
¥7,150
¥6,765
¥5,478

新幹線での移動中や出張先でのぞき見から画面を守る！
タッチパネルにも対応した、のぞき見防止フィルター“アイバリアー”

Panasonic Let’s note用モデル

Bluetoothヘッドセット

●画面の正面を中心に60°（左右約30°）より外の角度からは画面が
　まっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
●紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。

ワンタッチで
着脱可能

視野
角度

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向
を正面にコントロールし、視野角60°（左右30°ずつ）
に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える
構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。

左右60°から､のぞき見をカットしつつ､
目に優しく見やすい明るさを実現

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレッ
トの画面を見られてしまうことで、情報が漏え
いする危険性があります。移動中・外出先も
安心して操作ができるようにするアイテムが
「のぞき見防止フィルター」です。

他人にのぞき見されやすい場所での
パソコンなどの利用に最適

見えない 見えない

見える

視認角度

ブラインド
効果

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ！のぞき見防止フィルター

3 TB-MSG20FLNSPF23 TB-A19RFLNSPF4

TB-A19RFLNSPF4

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60° ナノサクション 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
63%AG加工

Surfaceシリーズ向けモデルiPadシリーズ向けモデル

2 TB-A18LFLNSPF4 オープン価格

1 TB-A18MFLNSPF4 オープン価格

オープン価格 オープン価格

■対応機種：
1iPadPro 11インチ 2018年モデル
2iPadPro 12.9インチ 2020年春、2018年モデル
3iPad 10.2インチ（2019年モデル）

●新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほどのミ
クロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付
きにくく、手触りも滑らか

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60° ナノサクション 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
63%反射防止AG加工

■対応機種：
1Surface Go　2Surface Pro 6　3Surface Go 2

●新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほど
のミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリや
ゴミが付きにくく、手触りも滑らか

マグネット
タイプ

※12 ※12※13

のぞき見防止
視野角60°

透過率
75%

紫外線カット
99.9％反射防止AG加工

表面硬度3H

※1234

※1234 ※1234 ※1234

反射防止

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適！
しっかりと音声を聞き取れる
両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

学校や家、塾でのオンライン学習に
便利な子ども専用ヘッドセット。

オンライン会議中などに立ち上がってもストレスフリー。
ケーブルのないBluetooth®ハンズフリーヘッドセット。

コンパクトに収納できる折りたたみ式！

大口径30mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

ケーブル
片出しタイプ

フレキシブル
アーム

ボリューム
コントローラー付 ミュートボタン付 ケーブル1.8m

大口径40mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

4極
ミニプラグ

可動式耳あて
ファブリック
コード ケーブル1.2m
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●オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適なUSBヘッドセット
●アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
●安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい
●周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用
●マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付き
●ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラ付き
●絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用

折りたたみ式 ステレオミニ
プラグ仕様

大口径40mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

ケーブル
片出しタイプ

フレキシブル
アームマイク

ボリューム
コントローラー付 ミュートボタン付

ケーブル1.8m

●ビデオ会議をはじめ、音楽も楽しめるマイク付きステレオヘッドセット
●大口径φ40mm ドライバーを採用した高音質モデル
●手元で簡単にマイクのミュートや音量調節が可能
●未使用時は、コンパクトに折りたたんですっきり収納
●絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用
●使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
●快適なクッション素材を採用したイヤーパッド
●息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイク

■マイクアーム長さ：120mm　
■W140×D38×H160mm/約68g（ケーブル含まず）

■W121×D43×H122mm（ケーブル含まず）/
　約135g（ケーブル含まず）

■使用時：W125×D71×H163mm(マイク含む)、
収納時：W95×D71×H120mm(マイク含む)/
約132g(ケーブル含む)

ブラック HS-HP20BK ¥3,080
■対応機種：φ3.5mm ステレオミニジャックのマイク入力端子とヘッドホン出力端子装備した　
　Windows パソコン ※Mac 非対応

レッド HS-KD01TRD ¥5,841
■対応機種：直径3.5mm4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）に
対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、
PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO 
SWITCH™Lite　※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコ
ンでの動作を保証するものではありません。

ブラック UCAM-C310FBBK ¥3,883
■最大フレームレート：30FPS（～1280×720ピクセル）
■内蔵マイク：エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）/無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む

ヘッドセット

Webカメラ

TB-MSP6FLMGPF2

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の
動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポー
トとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。
Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。
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約100万画素 1/6型
CMOSセンサー

マイク内蔵
（モノラル）

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

高精細
ガラスレンズ
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●抜群の高感度と色再現性を実現する
　裏面照射型CMOSセンサーを採用した究極の高画質
●動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応
●3200万画素の静止画を送信可能
●低ノイズ・高音質の
　デジタルマイク2台による
　ステレオ録音に対応し、
　複数人での会話に最適

約800万画素 1/3.2型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(ステレオ)

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

ブラック UCAM-C980FBBK ¥13,673
■最大フレームレート：30FPS(～1600×1200ピクセル)、
　25FPS(～1920×1080ピクセル)、20FPS(～3264×2448ピクセル)
■内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
■約W88.0×D62.6×H46.5mm/約78g ※ケーブルを含まず

●パソコンに接続するだけですぐに使える
　一発接続タイプ
●動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応
●2000万画素の静止画を送信可能
●ディスプレイ部に取り付けたり、
　平面にも設置可能な
　マルチスタンド仕様

約500万画素 1/4 型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(ステレオ)

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

ブラック UCAM-C750FBBK ¥8,778
■最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、
　15FPS(～2592×1944ピクセル)
■内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
■約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む

●Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に
　対応した200万画素Webカメラ
●プライバシーシャッター搭載
●三脚対応のマルチスタンド
●パソコンに接続するだけで
　すぐに使える一発接続タイプ

約200万画素 1/3型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(モノラル)

ケーブル長：
約1.5m

ブラック UCAM-C820ABBK ¥12,694
■最大フレームレート 30FPS（～1920×1080ピクセル）
■内蔵マイク：エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）/無指向性
■約W100×D65×H51mm/約150g ※ケーブルを含む

●1280×720ピクセルのHD解像度に対応
●ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
●パソコンに接続するだけですぐに使える
　一発接続タイプ
●400万画素の静止画を撮影・送信可能　
●マルチスタンドを採用

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の
遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマ
ーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebook とは、 Google が提供する 
Chrome OS を搭載したコンピューター
「 Chromebook 」に対して、 サードパーティが製造した
周辺機器（アクセサリ）類のために用意された対応認
定プログラムおよびロゴの名称です。 
「Works With Chromebook」は Google が定める、所定
の性能や品質基準を満たした商品となります。 

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

つなぐだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応

ブラック UCAM-CF20FBBK ¥13,673
■最大フレームレート：30FPS（～1920×1080ピクセル）
■内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式（モノラル）/無指向性
■約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む

約200万画素 1/6型
CMOSセンサー

マイク内蔵
（モノラル）

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

片耳
オーバーヘッド

HDVoice対応

ミュートボタン付

片耳
オーバーヘッド

HDVoice対応

ミュートボタン付

片耳
オーバーヘッド

HDVoice対応

ミュートボタン付
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●最大1920×1080ピクセルに対応
●800万画素の静止画を撮影
●パソコンに接続するだけですぐに使える
　一発接続タイプ
●カメラ本体は上下に角度を調整可能

パスワード不要で瞬時にログイン！
Windows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。

（税抜価格¥5,310）

ピンク HS-KD01TPN ¥5,841（税抜価格¥5,310）
パープル HS-KD01TPL ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ライトブルーHS-KD01TLBU ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ブルー HS-KD01TDBU ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ブラック HS-KD01TBK ¥5,841（税抜価格¥5,310）

（税抜価格¥3,530）

（税抜価格¥12,430）

（税抜価格¥12,430） （税抜価格¥7,980） （税抜価格¥11,540）

ESE-01SBK

ESE-02MBK

ESE-03LBK

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWEB会議、オンライン学習などに

ノートPCの目線をアップして作業姿勢を改善！
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納

スマートフォンのインカメラやパソコンの
Webカメラをカバーしてプライバシーを守る

ホワイト PCA-LTSC2WH ¥4,466
ブラック PCA-LTSC2BK ¥4,466

●コンパクトに折りたため、収納・持ち運びが便利
●傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
●ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
●ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的

●カバーの開閉でプライバシーを守る
●パソコンをそのまま閉じることが可能※
※ESE-01SBKとESE-02MBKのみ

●簡単装着

～15.6インチ
ノートPC対応 ゴム脚付 耐荷重15kg

2段階角度
調整タイプ

■材質：ナイロン、アルミ合金、スチール
■約W46×D290×H30mm(折りたたみ時)/約272ｇ

ブラック ESE-01SBK ¥1,529
■Sサイズ　■3個入
■幅18mm×高さ9.2mm×厚み1mm
　（カメラ穴：Φ5mm）

ブラック ESE-02MBK ¥1,727
■Mサイズ　■3個入
■幅28mm×高さ11.2mm×厚み1mm
　(カメラ穴：Φ8mm)

ブラック ESE-03LBK ¥1,925
■Lサイズ　■2個入
■幅42～63mm×高さ16mm×厚み2.1mm
　(カメラ穴：Φ12mm)

ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格

■材質：ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■約W126.5×D126.5×H210～315mm
/約475ｇ

ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格

■材質：ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm
/約305ｇ

ブラック UCAM-DSZARMBK オープン価格

■材質：ABS、スチール、アルミニウム
■アーム部全長：約500mm(先端取付部含んだ場合600mm)、
支柱部全長：約220mm、台座：直径約172mm×高さ約30mm
/約1120ｇ

WEBカメラ用 スタンド 折りたたみノートPC スタンド カメラレンズの保護カバー

（税抜価格¥4,060）

（税抜価格¥4,060）

（税抜価格¥1,390）

（税抜価格¥1,570）

（税抜価格¥1,750）

（税抜価格¥2,800）

■ヘッドセット：
　約W166×D65×H160mm/約137g

LBT-HSOH12PCBK ¥10,736
■通信方式：Bluetooth標準規格 version5.0

（税抜価格
¥9,760）

■ヘッドセット：
　約W150×D50×H165mm/約55g
　充電台：約W80×D31×H73mm/
　約180g

LBT-HSOH11PCBK ¥7,799
■通信方式：Bluetooth標準規格 version5.0

（税抜価格
¥7,090）

■ヘッドセット：
　約W170×D53×H165mm/約43g

LBT-HSOH10PCBK ¥6,820
■通信方式：Bluetooth標準規格 version5.0

（税抜価格
¥6,200）

（税抜価格¥8,510）

1 TB-MSG18FLNSPF2 ¥7,678 （税抜価格¥6,980）
2 TB-MSP6FLMGPF2 ¥8,228 （税抜価格¥7,480）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,600）

（税抜価格¥9,300）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,600）

（税抜価格¥6,600）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥9,300）

（税抜価格¥9,300）

（税抜価格¥10,000）

（税抜価格¥11,400）

（税抜価格¥13,000）

（税抜価格¥13,000）

（税抜価格¥19,000）

（税抜価格¥8,870）

（税抜価格¥10,650）

（税抜価格¥12,080）

NEW

NEWNEWNEW

ブラック HS-HP27UBK ¥3,883
■対応機種：USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 
　8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、
　macOS Catalina(10.15)、Chrome OSが動作するパソコン、
　PlayStation(R)3/4

（税抜価格¥3,530）

●学生1790名分の頭部サイズデータを利用した
　子どもの体格に合わせた専用寸法
●子どもの耳に配慮した低音量仕様（85dB@1mW/1kHz）

●連続通話最大時間：17時間
●安定した装着感で長時間の
　使用でも疲れにくい
●左右どちらの耳にも装着可能

●最大24時間駆動
●左右どちらの耳にも装着可能
●ノイズを軽減するウィンドスクリーン付属

●連続通話最大時間：17時間
●置くだけ充電
●左右どちらの耳にも装着可能
●マイクの位置調整がしやすい
　フレキシブルアームを採用

TB-MSG18FLNSPF2
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ACCESSORYパソコン関連　周辺機器・アクセサリアクセサリ パソコン関連　周辺機器・アクセサリ

のぞき見防止フィルター

汎用モデル（ノーマルタイプ：アイバリアー）
ブルーライト
約48%カット

のぞき見防止
視野角60° 表面硬度3H 帯電防止機能

紫外線カット
99.9％

透過率
75%反射防止AG加工

●ブルーライトも48％カット、
ブルーライト対策メガネが不要
●ノートパソコンだけでなく、
液晶モニタにも使用可能
●ホコリが付きにくい
帯電防止加工済み

汎用モデル（マグネットタイプ）
ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60°

マグネット
タイプ 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
70%反射防止AG加工

●鉄板内蔵のフィルターと
　マグネットシールを使うことで、
　簡単に付け外し可能
●マグネットが内蔵されている
　場合は、マグネットシールを
　使わずにそのまま取り付け可能
●反射面とマット面を使い分け可能

■1W285×H162（174）mm、
2W300×H170（182）mm、
3W350×H200（212）mm
※カッコは上部の黒い部分含む高さ
■厚み：フィルター部／0.37mm、
上部の黒い部分（鉄板入り）／約1mm、
マグネットシール／1.1mm、
両方を貼り付けた場合の厚み／約2.1mm

3

1

¥10,230
2

15.6Wインチ（16：9）

12.5Wインチ（16：9）

13.3Wインチ（16：9）

EF-PFM156W

EF-PFM125W
EF-PFM133W2 ¥7,260

¥7,040
■付属品：フレーム貼りシール×4、
モニタ貼りシール（両面）×4、
タブシール×6

■付属品：ナノサクションシール（取り換え用）×4

¥10,230
¥10,230

¥11,000
¥12,540
¥14,300
¥14,300

EF-PFS156W
EF-PFS17
EF-PFS19
EF-PFS19W
EF-PFS215W

15.6Wインチ（16:9）用

17インチ（5:4）用

19インチ（5:4）用

19Wインチ（16:10）用

21.5Wインチ（16:9）用

23Wインチ（16:9）用 EF-PFS23W
¥20,90024Wインチ（16:9）用 EF-PFS24W

11.6Wインチ（16:9）用 EF-PFS116W

¥7,260
¥7,260

12.1Wインチ（16:9）用 ¥7,040EF-PFS121W
12.5Wインチ（16:9）用 ¥7,040EF-PFS125W

13.3Wインチ（16:9）用

13.3Wインチ（16:10）用 EF-PFS133W
EF-PFS133W2

¥9,68014Wインチ（16:9）用 EF-PFS14W

¥7,040

12.5Wインチ（16:9）用 EF-PFNS125W

¥13,288

13.3Wインチ（16:9）用 ¥9,757EF-PFNS133W2
14Wインチ（16:9）用 ¥11,715EF-PFNS14W
15.6Wインチ（16:9）用 EF-PFNS156W

¥9,361

取り外し、取り付けカンタン！周りからののぞき見から画面を守る。
タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター

汎用モデル（ナノサクションタイプ）

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60° ナノサクション 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
70%反射防止AG加工

●周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも
対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
●画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡
単にできる素材“ナノサクション”を採用しています。
●金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、
端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
●画面の正面を中心に60°（左右約30°）より外の角度
からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見
られる心配がありません。

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)
（税抜価格¥6,000）

Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)
2 EF-PFSP02

1 EF-PFSP01

（税抜価格¥6,200）
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)
3 EF-PFSP04 （税抜価格¥6,500）
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)
4 EF-PFSP05 （税抜価格¥6,150）

EF-PFSP05

EF-PFSP04

EF-PFSP01

TB-A18MFLNSPF4

Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)
5 EF-PFSP07 （税抜価格¥4,980）

¥6,600
¥6,820
¥7,150
¥6,765
¥5,478

新幹線での移動中や出張先でのぞき見から画面を守る！
タッチパネルにも対応した、のぞき見防止フィルター“アイバリアー”

Panasonic Let’s note用モデル

Bluetoothヘッドセット

●画面の正面を中心に60°（左右約30°）より外の角度からは画面が
　まっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
●紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。

ワンタッチで
着脱可能

視野
角度

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向
を正面にコントロールし、視野角60°（左右30°ずつ）
に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える
構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。

左右60°から､のぞき見をカットしつつ､
目に優しく見やすい明るさを実現

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレッ
トの画面を見られてしまうことで、情報が漏え
いする危険性があります。移動中・外出先も
安心して操作ができるようにするアイテムが
「のぞき見防止フィルター」です。

他人にのぞき見されやすい場所での
パソコンなどの利用に最適

見えない 見えない

見える

視認角度

ブラインド
効果

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ！のぞき見防止フィルター

3 TB-MSG20FLNSPF23 TB-A19RFLNSPF4

TB-A19RFLNSPF4

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60° ナノサクション 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
63%AG加工

Surfaceシリーズ向けモデルiPadシリーズ向けモデル

2 TB-A18LFLNSPF4 オープン価格

1 TB-A18MFLNSPF4 オープン価格

オープン価格 オープン価格

■対応機種：
1iPadPro 11インチ 2018年モデル
2iPadPro 12.9インチ 2020年春、2018年モデル
3iPad 10.2インチ（2019年モデル）

●新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほどのミ
クロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付
きにくく、手触りも滑らか

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60° ナノサクション 表面硬度2H

紫外線カット
99.9％

透過率
63%反射防止AG加工

■対応機種：
1Surface Go　2Surface Pro 6　3Surface Go 2

●新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほど
のミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリや
ゴミが付きにくく、手触りも滑らか

マグネット
タイプ

※12 ※12※13

のぞき見防止
視野角60°

透過率
75%

紫外線カット
99.9％反射防止AG加工

表面硬度3H

※1234

※1234 ※1234 ※1234

反射防止

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適！
しっかりと音声を聞き取れる
両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

学校や家、塾でのオンライン学習に
便利な子ども専用ヘッドセット。

オンライン会議中などに立ち上がってもストレスフリー。
ケーブルのないBluetooth®ハンズフリーヘッドセット。

コンパクトに収納できる折りたたみ式！

大口径30mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

ケーブル
片出しタイプ

フレキシブル
アーム

ボリューム
コントローラー付 ミュートボタン付 ケーブル1.8m

大口径40mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

4極
ミニプラグ

可動式耳あて
ファブリック
コード ケーブル1.2m
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●オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適なUSBヘッドセット
●アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
●安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい
●周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用
●マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付き
●ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラ付き
●絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用

折りたたみ式 ステレオミニ
プラグ仕様

大口径40mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

ケーブル
片出しタイプ

フレキシブル
アームマイク

ボリューム
コントローラー付 ミュートボタン付

ケーブル1.8m

●ビデオ会議をはじめ、音楽も楽しめるマイク付きステレオヘッドセット
●大口径φ40mm ドライバーを採用した高音質モデル
●手元で簡単にマイクのミュートや音量調節が可能
●未使用時は、コンパクトに折りたたんですっきり収納
●絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用
●使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
●快適なクッション素材を採用したイヤーパッド
●息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイク

■マイクアーム長さ：120mm　
■W140×D38×H160mm/約68g（ケーブル含まず）

■W121×D43×H122mm（ケーブル含まず）/
　約135g（ケーブル含まず）

■使用時：W125×D71×H163mm(マイク含む)、
収納時：W95×D71×H120mm(マイク含む)/
約132g(ケーブル含む)

ブラック HS-HP20BK ¥3,080
■対応機種：φ3.5mm ステレオミニジャックのマイク入力端子とヘッドホン出力端子装備した　
　Windows パソコン ※Mac 非対応

レッド HS-KD01TRD ¥5,841
■対応機種：直径3.5mm4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）に
対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、
PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO 
SWITCH™Lite　※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコ
ンでの動作を保証するものではありません。

ブラック UCAM-C310FBBK ¥3,883
■最大フレームレート：30FPS（～1280×720ピクセル）
■内蔵マイク：エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）/無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む

ヘッドセット

Webカメラ

TB-MSP6FLMGPF2

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の
動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポー
トとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。
Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。
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約100万画素 1/6型
CMOSセンサー

マイク内蔵
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多言語
マニュアル付

ケーブル長：
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高精細
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●抜群の高感度と色再現性を実現する
　裏面照射型CMOSセンサーを採用した究極の高画質
●動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応
●3200万画素の静止画を送信可能
●低ノイズ・高音質の
　デジタルマイク2台による
　ステレオ録音に対応し、
　複数人での会話に最適

約800万画素 1/3.2型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(ステレオ)

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

ブラック UCAM-C980FBBK ¥13,673
■最大フレームレート：30FPS(～1600×1200ピクセル)、
　25FPS(～1920×1080ピクセル)、20FPS(～3264×2448ピクセル)
■内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
■約W88.0×D62.6×H46.5mm/約78g ※ケーブルを含まず

●パソコンに接続するだけですぐに使える
　一発接続タイプ
●動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応
●2000万画素の静止画を送信可能
●ディスプレイ部に取り付けたり、
　平面にも設置可能な
　マルチスタンド仕様

約500万画素 1/4 型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(ステレオ)

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

ブラック UCAM-C750FBBK ¥8,778
■最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、
　15FPS(～2592×1944ピクセル)
■内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
■約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む

●Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に
　対応した200万画素Webカメラ
●プライバシーシャッター搭載
●三脚対応のマルチスタンド
●パソコンに接続するだけで
　すぐに使える一発接続タイプ

約200万画素 1/3型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(モノラル)

ケーブル長：
約1.5m

ブラック UCAM-C820ABBK ¥12,694
■最大フレームレート 30FPS（～1920×1080ピクセル）
■内蔵マイク：エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）/無指向性
■約W100×D65×H51mm/約150g ※ケーブルを含む

●1280×720ピクセルのHD解像度に対応
●ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
●パソコンに接続するだけですぐに使える
　一発接続タイプ
●400万画素の静止画を撮影・送信可能　
●マルチスタンドを採用

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の
遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマ
ーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebook とは、 Google が提供する 
Chrome OS を搭載したコンピューター
「 Chromebook 」に対して、 サードパーティが製造した
周辺機器（アクセサリ）類のために用意された対応認
定プログラムおよびロゴの名称です。 
「Works With Chromebook」は Google が定める、所定
の性能や品質基準を満たした商品となります。 

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

つなぐだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応

ブラック UCAM-CF20FBBK ¥13,673
■最大フレームレート：30FPS（～1920×1080ピクセル）
■内蔵マイク：デジタルシリコンMEMS方式（モノラル）/無指向性
■約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む

約200万画素 1/6型
CMOSセンサー

マイク内蔵
（モノラル）

多言語
マニュアル付

ケーブル長：
約1.5m

片耳
オーバーヘッド

HDVoice対応

ミュートボタン付

片耳
オーバーヘッド

HDVoice対応

ミュートボタン付

片耳
オーバーヘッド

HDVoice対応

ミュートボタン付
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●最大1920×1080ピクセルに対応
●800万画素の静止画を撮影
●パソコンに接続するだけですぐに使える
　一発接続タイプ
●カメラ本体は上下に角度を調整可能

パスワード不要で瞬時にログイン！
Windows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。

（税抜価格¥5,310）

ピンク HS-KD01TPN ¥5,841（税抜価格¥5,310）
パープル HS-KD01TPL ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ライトブルーHS-KD01TLBU ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ブルー HS-KD01TDBU ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ブラック HS-KD01TBK ¥5,841（税抜価格¥5,310）

（税抜価格¥3,530）

（税抜価格¥12,430）

（税抜価格¥12,430） （税抜価格¥7,980） （税抜価格¥11,540）

ESE-01SBK

ESE-02MBK

ESE-03LBK

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWEB会議、オンライン学習などに

ノートPCの目線をアップして作業姿勢を改善！
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納

スマートフォンのインカメラやパソコンの
Webカメラをカバーしてプライバシーを守る

ホワイト PCA-LTSC2WH ¥4,466
ブラック PCA-LTSC2BK ¥4,466

●コンパクトに折りたため、収納・持ち運びが便利
●傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
●ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
●ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的

●カバーの開閉でプライバシーを守る
●パソコンをそのまま閉じることが可能※
※ESE-01SBKとESE-02MBKのみ

●簡単装着

～15.6インチ
ノートPC対応 ゴム脚付 耐荷重15kg

2段階角度
調整タイプ

■材質：ナイロン、アルミ合金、スチール
■約W46×D290×H30mm(折りたたみ時)/約272ｇ

ブラック ESE-01SBK ¥1,529
■Sサイズ　■3個入
■幅18mm×高さ9.2mm×厚み1mm
　（カメラ穴：Φ5mm）

ブラック ESE-02MBK ¥1,727
■Mサイズ　■3個入
■幅28mm×高さ11.2mm×厚み1mm
　(カメラ穴：Φ8mm)

ブラック ESE-03LBK ¥1,925
■Lサイズ　■2個入
■幅42～63mm×高さ16mm×厚み2.1mm
　(カメラ穴：Φ12mm)

ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格

■材質：ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■約W126.5×D126.5×H210～315mm
/約475ｇ

ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格

■材質：ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm
/約305ｇ

ブラック UCAM-DSZARMBK オープン価格

■材質：ABS、スチール、アルミニウム
■アーム部全長：約500mm(先端取付部含んだ場合600mm)、
支柱部全長：約220mm、台座：直径約172mm×高さ約30mm
/約1120ｇ

WEBカメラ用 スタンド 折りたたみノートPC スタンド カメラレンズの保護カバー

（税抜価格¥4,060）

（税抜価格¥4,060）

（税抜価格¥1,390）

（税抜価格¥1,570）

（税抜価格¥1,750）

（税抜価格¥2,800）

■ヘッドセット：
　約W166×D65×H160mm/約137g

LBT-HSOH12PCBK ¥10,736
■通信方式：Bluetooth標準規格 version5.0

（税抜価格
¥9,760）

■ヘッドセット：
　約W150×D50×H165mm/約55g
　充電台：約W80×D31×H73mm/
　約180g

LBT-HSOH11PCBK ¥7,799
■通信方式：Bluetooth標準規格 version5.0

（税抜価格
¥7,090）

■ヘッドセット：
　約W170×D53×H165mm/約43g

LBT-HSOH10PCBK ¥6,820
■通信方式：Bluetooth標準規格 version5.0

（税抜価格
¥6,200）

（税抜価格¥8,510）

1 TB-MSG18FLNSPF2 ¥7,678 （税抜価格¥6,980）
2 TB-MSP6FLMGPF2 ¥8,228 （税抜価格¥7,480）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,600）

（税抜価格¥9,300）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,400）

（税抜価格¥6,600）

（税抜価格¥6,600）

（税抜価格¥8,800）

（税抜価格¥9,300）

（税抜価格¥9,300）

（税抜価格¥10,000）

（税抜価格¥11,400）

（税抜価格¥13,000）

（税抜価格¥13,000）

（税抜価格¥19,000）

（税抜価格¥8,870）

（税抜価格¥10,650）

（税抜価格¥12,080）

NEW

NEWNEWNEW

ブラック HS-HP27UBK ¥3,883
■対応機種：USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 
　8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、
　macOS Catalina(10.15)、Chrome OSが動作するパソコン、
　PlayStation(R)3/4

（税抜価格¥3,530）

●学生1790名分の頭部サイズデータを利用した
　子どもの体格に合わせた専用寸法
●子どもの耳に配慮した低音量仕様（85dB@1mW/1kHz）

●連続通話最大時間：17時間
●安定した装着感で長時間の
　使用でも疲れにくい
●左右どちらの耳にも装着可能

●最大24時間駆動
●左右どちらの耳にも装着可能
●ノイズを軽減するウィンドスクリーン付属

●連続通話最大時間：17時間
●置くだけ充電
●左右どちらの耳にも装着可能
●マイクの位置調整がしやすい
　フレキシブルアームを採用

TB-MSG18FLNSPF2
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最大出力
65W

最大出力
45W

※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン径約7.5mm（ペン先約7mm）

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用
ブラック

TB-A19RHVBK オープン価格

タッチペン（12本入） P-TP01BK/12 オープン価格

iPad 10.2 （2019）（2020）用
ブラック

TB-A19RZEROBK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

ブルー

ピンク

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用／子供用
TB-A19RSCSHBU オープン価格

TB-A19RSCSHPN オープン価格
※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。 ※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。使用イメージ

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用
ブルー TB-A19REVABU オープン価格

ピンク TB-A19REVAPN オープン価格

Surface Go 2用
ブルー TB-MSG20EVABU オープン価格

ピンク TB-MSG20EVAPN オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用
ブラック TB-A19RHVHBK オープン価格

Surface Go 2用
ブラック TB-MSG20HVHBK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

フッ素コートで
指紋を残さず毎日キレイ

指すべりさらさら
動作がスムーズで快適

キーボード防塵カバー ノートPC用 USB ACアダプター

タブレットケース

インナーバッグ

タブレット用タッチペン
※いずれも製品によって機能が異なります。

※大量導入におすすめの100枚入りも準備可能です。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

●使い方や力加減が分からず、
　画面を傷付けてしまわないか
●不注意で落下させて故障させないか

広がる教育のICT活用！ 
エレコムのアクセサリが 学びの新スタイルをしっかりサポート！

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります！！

学校で お家で
学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、
家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか

◆鉛筆硬度3H（実力値）など、高硬度加工で画面を保護
◆ブルーライトをカットして目の負担を軽減
◆蛍光灯などの映り込みを抑える
◆抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

液晶保護フィルム

◆タブレット・PC本体をケースにセットして保護
◆耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
◆持ち運びやすい､ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
◆スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タブレットケース・PCケース

◆鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
◆シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けない
◆指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
◆授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

タッチペン

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は？

スタンド機能付

耐衝撃タイプ フラップ
タイプ スリープ対応

●コーナーダンパーを備え衝撃を吸収
●フラップ部分は高級感のある
　ソフトレザー仕上げ
●背面は傷に強いクリアな
　ポリカーボネート仕様
●フラップの開閉でスリープの
　オン/オフに対応

ハンドホール
ベルト装備

ショルダー
ベルト付 スタンド機能付

超耐衝撃フルプロテクトタイプ

●コーナーダンパー、衝撃吸収素材採用、
　ハニカム構造の超耐衝撃フルプロテクトタイプ
●ケース背面に右手左手どちらでも
　使えるハンドホールベルトを装備
●丈夫でフィット感のある
　ショルダーベルトが付属

ハンドホール
ベルト装備

ショルダー
ベルト付 スタンド機能付

フルプロテクトタイプ

●フロントパネルと背面ケースにより、
　全体を保護するフルプロテクトケース
●4つのコーナーをシリコンでカバーし、衝撃を吸収
●ケース背面に右手左手どちらでも使える
　ハンドホールベルトを装備
●純正タッチペンをケース内に収納可能

■長さ約145×ペン径約9.5mm（ペン先経：約2.0mm）

グレー （簡易包装モデル）PWTPACSTAP01GY オープン価格

グレー P-TPACSTAP01GY オープン価格

ピンク P-TPACSTAP01PN オープン価格

iPad専用 パームリジェクション
機能

●充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
●2018年以降のすべてのiPadに対応
　（2021年3月現在）
●ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや
　非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描
　き込みができます

アンチダスト
コート仕様 スタンド機能付

抗菌タイプ ハンドル付
●無加工品と比べ抗菌率99%以上の高い抗菌性
●コーナーダンパーで効率的に衝撃を吸収
●ケースにタッチペンホルダーを装備

抗菌加工 高耐久性

●極めて薄く、キーボードにぴったりフィット
●抗菌加工を施した素材を使用
●復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性に優れています
●キーボードの上にかぶせてホコリや汚れから守ります
●両面テープ付きのキーボードカバー

ショルダー
ベルト付 スタンド機能付

やわらか
EVA素材 ハンドル付

●画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が
　覆う安心設計
●ケース背面にタッチペンホルダーを装備
●長さ調整式のショルダーベルトを付属

反射防止 指紋防止 ブルーライト
カット 40%

●液晶画面を傷から守るスムースタイプ
●光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
●ブルーライトカット、チラツキ防止など多彩な機能を搭載
●傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
●気泡を抑え、きれいに貼れる自己吸着タイプ

鉛筆硬度：
3H※

抗菌加工

※実力値

12本入り 簡易パッケージ

シリコン
タイプ クリップ付

●しっかり安定したタッチ感
を実現
●画面を傷付けにくいシリ
コン製のペン先、力の加
減が分からない子供にも
安心

ファイバーチップ 
超感度タイプ クリップ付

交換ペン先（12個入）P-TIPS03/12 オープン価格

タッチペン（12本入） P-TPS03BK/12 オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm（ペン先約6mm）

交換ペン先（12個入）P-TIPC01/12 オープン価格

タッチペン（12本入） P-TPC02BK/12 オープン価格

12本入り ペン先交換可能

簡易パッケージ

12本入り ペン先交換可能

簡易パッケージ

ディスク
タイプ クリップ付 キャップ付

●透明なディスクタイプのペン先を採用
●タッチしているポイントが見やすく、
狙い通りに細やかな操作が可能
●ペン先を保護するキャップ付き

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm）

交換ペン先（12個入）P-TIPD02/12 オープン価格

タッチペン（12本入） P-TPD02BK/12 オープン価格

12本入り ペン先交換可能

簡易パッケージ

導電繊維
タイプ クリップ付

●導電繊維製のペン先により
スムーズで快適な操作が可
能

使用イメージ（スタンド使用時）

●軽いタッチで超反応する高密
度ファイバーチップのペン先
●広範囲の接地面積により、ペ
ン先を押し当てることなく滑ら
かに操作できる超感度

PKB-CBL04

PKB-CBL04

反射防止 指紋軽減 ハードコート

●フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、
キレイな状態を保つ
●指すべりがなめらかになり、画面上での操作
がスムーズで快適
●シリコン素材の吸着面により、フィルムをはが
しても吸着力を損ねずに
　貼り直すことが可能
●ハーフカットフィルムを採用しているため、
　フィルムの貼り付けが簡単

●マルチペット層が衝撃を吸収するブルーライト
カットタイプの反射防止フィルム
●時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特
殊吸着層を採用したエアーレスタイプです
●小さな気泡ができたときには、指などで押し出
すことで気泡を抜くことができます
●指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティン
グを施しています

■長さ約120×ペン径約8mm（ペン先約6mm）

Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用

PKB-WDLV01 PKB-WDLV01

Lenovo IdeaPad D330用

ACDC-PD0145BK
最大出力45W

ACDC-PD0465BK
最大出力65W

超高速充電 Power Delivery
規格正規認証品

●USB-IFのPower Delivery規格正規認証品
●Chromebook 対応認定を取得
●信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
●ケーブル一体型
●コンセントプラグは180°回転

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守につい
て責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、
エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

液晶保護フィルム／タブレットケース ACCESSORYアクセサリ インナーバッグ／タブレット用タッチペン／多ポートAC充電器／キーボード防塵カバー／ノートPC用 USB ACアダブター

タッチペン
収納付き！

DELL Chromebook 3100用（11.6インチ）
オープン価格

オープン価格

オープン価格 オープン価格

DELL Chromebook 3100 2in1用（11.6インチ）
EF-CBDE02FLST

EF-CBDE01FLST

dynabook K50用
TB-DYK50FLTオープン価格

iPad 10.2 （2019）（2020）用
TB-A19RFLPST

Acer Chromebook Spin 311用（11.6インチ）
EF-CBAC03FLST

EF-CBAC03FLST

NEC Chromebook Y2用（11.6インチ）
EF-CBNE02FLST

Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen用（11.6インチ）
EF-CBL03FLST
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用（11.6インチ）
EF-CBL04FLST

HP Chromebook x360 11 G3 EE用（11.6インチ）
EF-CBHP02FLST

EF-CBL03FLST EF-CBL04FLST

EF-CBHP02FLST

オープン価格

DELL Latitude 3190 2in1用（11.6インチ）
EF-WDDE01FLST オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

NEC Chromebook Y1用（11.6インチ）
EF-CBNE01FLST

EF-CBNE01FLST

オープン価格

Lenovo Ideapad D330用（10.1インチ）
EF-WDLV01FLST

抗菌加工 日本製

指紋軽減反射防止衝撃吸収 ハードコート

ブルーライト
カット約40% 抗菌加工 日本製

衝撃吸収 反射防止 指紋防止

●特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面
をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルム
●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る
●自己吸着加工により、フィルムを置くだけで
　自然と画面に貼り付きます

dynabook K50用
TB-DYK50FLP

スムース
コート 日本製

EF-CBNE02FLST

液晶保護フィルム

多ポートAC充電器

高出力タイプ “おまかせ充電”
対応

●最大12台までのスマートフォンやタブレットのほか、
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に急速充電
できるAC充電器
●別途ACアダプタが不要な、一体型設計を採用し
ています

MPA-ACSC01WH ¥46,167（税抜価格¥41,970）

ミニキーボード

¥2,508（税抜価格¥2,280） （税抜価格¥9,760）¥10,736

¥12,694（税抜価格¥11,540）¥2,508（税抜価格¥2,280）

NEW

P-TIPACSTAP01 オープン価格

タッチペン交換用ペン先
●P-TPACSTAP01PN、
　P-TPACSTAP01GY、
　PWTPACSTAP01GY
　専用の交換ペン先

P-TIPACST02 オープン価格

タッチペン交換用ペン先
●P-TPACST02BK、
　PWTPACST02BK
　専用の交換ペン先

■長さ約145×ペン径約9.5mm（ペン先経：約1.5mm）

PWTPACST02BK （簡易包装モデル） オープン価格

P-TPACST02BK オープン価格

汎用品 オートスリープ機能

●充電可能なアクティブタッチペンです。
●ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや
　非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な
　描き込みができます。
●従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上か
　らでもストレスなく滑らかな操作が可能です。

Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebook とは、 Google が提供する 
Chrome OS を搭載したコンピューター
「 Chromebook 」に対してサードパーティが製造した
周辺機器（アクセサリ）類のために用意された対応
認定プログラムおよびロゴの名称です。
「 Works With Chromebook 」はGoogleが定める、
所定の性能や品質基準を満たした商品となります。 

※ペン先は交換できません。　■長さ約120×ペン径約7.5mm（ペン先約5.5mm）

ブラウン P-TPENSBR オープン価格

ブルー P-TPENSBU オープン価格

グリーン P-TPENSGR オープン価格

ピンク P-TPENSPN オープン価格

イエロー P-TPENSYL オープン価格

ブラック P-TPENSBK オープン価格

簡易パッケージ

鉛筆タイプ 名入れ
スペース付

導電繊維
タイプ

●鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の
3点でおさえるタッチペン
●六角形の断面で転がりにくい
●画面を傷付けにくい導電繊維のペン先、
　力の加減が分からない子供にも安心

●クッションハンドルを採用
●識別可能なネームタグ付き
●表生地撥水加工

●ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
●識別可能なネームタグ付き
●表生地撥水加工

●ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
●伸縮性ポケット付き
●ショルダーベルト付き

●伸縮性のポケット付き
●識別可能なネームタグ付き
●表生地撥水加工

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

音が気になる場所や時間帯での使用に最適！

■W302.4mm×D130.3mm×H29.6mm/約405g（ケーブル含む）

ホワイト TK-LCM02WH ¥12,694（税抜価格¥11,540）
ブラック TK-LCM02BK ¥12,694（税抜価格¥11,540）

インナーバッグ（前面：小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き）

■約幅335mm×厚み35mm×高さ240mm※ハンドル含まず
■約390g　※ショルダーベルト含む

ブラック BM-IBHPTS11BK ¥6,204（税抜価格¥5,640）
ブルー BM-IBHPTS11BU ¥6,204（税抜価格¥5,640）
ピンク BM-IBHPTS11PN ¥6,204（税抜価格¥5,640）
レッド BM-IBHPTS11RD ¥6,204（税抜価格¥5,640）

インナーバッグ（前面：小物ポケット2つ）

■約幅235mm×厚み35mm×高さ320mm※ハンドル含まず
■約260ｇ

ブラック BM-IBHPTV11BK ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブルー BM-IBHPTV11BU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ピンク BM-IBHPTV11PN ¥4,059（税抜価格¥3,690）

インナーバッグ

■約幅235mm×厚み30mm×高さ320mm※ハンドル含まず
■約240ｇ

ブラック BM-IBHPFV11BK ¥4,950（税抜価格¥4,500）
ブルー BM-IBHPFV11BU ¥4,950（税抜価格¥4,500）
オレンジBM-IBHPFV11DR ¥4,950（税抜価格¥4,500）
グリーン BM-IBHPFV11GN ¥4,950（税抜価格¥4,500）
ピンク BM-IBHPFV11PN ¥4,950（税抜価格¥4,500）
レッド BM-IBHPFV11RD ¥4,950（税抜価格¥4,500）

スリップインスリーブ

■約幅240mm×厚み6mm×高さ325mm※ハンドル含まず
■約100g

ブラック BM-IBSIV11BK ¥2,464（税抜価格¥2,240）
ブルー BM-IBSIV11BU ¥2,464（税抜価格¥2,240）
オレンジBM-IBSIV11DR ¥2,464（税抜価格¥2,240）
グリーン BM-IBSIV11GN ¥2,464（税抜価格¥2,240）
ピンク BM-IBSIV11PN ¥2,464（税抜価格¥2,240）
レッド BM-IBSIV11RD ¥2,464（税抜価格¥2,240）

有線タイプ 静音

キーピッチ
19mm

日本語
82キー

マルチファンクションキー
搭載

メンブレン
方式

iPad iPhone

Lightning
コネクター搭載

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く
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最大出力
65W

最大出力
45W

※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン径約7.5mm（ペン先約7mm）

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用
ブラック

TB-A19RHVBK オープン価格

タッチペン（12本入） P-TP01BK/12 オープン価格

iPad 10.2 （2019）（2020）用
ブラック

TB-A19RZEROBK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

ブルー

ピンク

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用／子供用
TB-A19RSCSHBU オープン価格

TB-A19RSCSHPN オープン価格
※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。 ※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。使用イメージ

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用
ブルー TB-A19REVABU オープン価格

ピンク TB-A19REVAPN オープン価格

Surface Go 2用
ブルー TB-MSG20EVABU オープン価格

ピンク TB-MSG20EVAPN オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

iPad 10.2インチ（2019）（2020）用
ブラック TB-A19RHVHBK オープン価格

Surface Go 2用
ブラック TB-MSG20HVHBK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

フッ素コートで
指紋を残さず毎日キレイ

指すべりさらさら
動作がスムーズで快適

キーボード防塵カバー ノートPC用 USB ACアダプター

タブレットケース

インナーバッグ

タブレット用タッチペン
※いずれも製品によって機能が異なります。

※大量導入におすすめの100枚入りも準備可能です。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

●使い方や力加減が分からず、
　画面を傷付けてしまわないか
●不注意で落下させて故障させないか

広がる教育のICT活用！ 
エレコムのアクセサリが 学びの新スタイルをしっかりサポート！

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります！！

学校で お家で
学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、
家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか

◆鉛筆硬度3H（実力値）など、高硬度加工で画面を保護
◆ブルーライトをカットして目の負担を軽減
◆蛍光灯などの映り込みを抑える
◆抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

液晶保護フィルム

◆タブレット・PC本体をケースにセットして保護
◆耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
◆持ち運びやすい､ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
◆スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タブレットケース・PCケース

◆鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
◆シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けない
◆指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
◆授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

タッチペン

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は？

スタンド機能付

耐衝撃タイプ フラップ
タイプ スリープ対応

●コーナーダンパーを備え衝撃を吸収
●フラップ部分は高級感のある
　ソフトレザー仕上げ
●背面は傷に強いクリアな
　ポリカーボネート仕様
●フラップの開閉でスリープの
　オン/オフに対応

ハンドホール
ベルト装備

ショルダー
ベルト付 スタンド機能付

超耐衝撃フルプロテクトタイプ

●コーナーダンパー、衝撃吸収素材採用、
　ハニカム構造の超耐衝撃フルプロテクトタイプ
●ケース背面に右手左手どちらでも
　使えるハンドホールベルトを装備
●丈夫でフィット感のある
　ショルダーベルトが付属

ハンドホール
ベルト装備

ショルダー
ベルト付 スタンド機能付

フルプロテクトタイプ

●フロントパネルと背面ケースにより、
　全体を保護するフルプロテクトケース
●4つのコーナーをシリコンでカバーし、衝撃を吸収
●ケース背面に右手左手どちらでも使える
　ハンドホールベルトを装備
●純正タッチペンをケース内に収納可能

■長さ約145×ペン径約9.5mm（ペン先経：約2.0mm）

グレー （簡易包装モデル）PWTPACSTAP01GY オープン価格

グレー P-TPACSTAP01GY オープン価格

ピンク P-TPACSTAP01PN オープン価格

iPad専用 パームリジェクション
機能

●充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
●2018年以降のすべてのiPadに対応
　（2021年3月現在）
●ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや
　非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描
　き込みができます

アンチダスト
コート仕様 スタンド機能付

抗菌タイプ ハンドル付
●無加工品と比べ抗菌率99%以上の高い抗菌性
●コーナーダンパーで効率的に衝撃を吸収
●ケースにタッチペンホルダーを装備

抗菌加工 高耐久性

●極めて薄く、キーボードにぴったりフィット
●抗菌加工を施した素材を使用
●復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性に優れています
●キーボードの上にかぶせてホコリや汚れから守ります
●両面テープ付きのキーボードカバー

ショルダー
ベルト付 スタンド機能付

やわらか
EVA素材 ハンドル付

●画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が
　覆う安心設計
●ケース背面にタッチペンホルダーを装備
●長さ調整式のショルダーベルトを付属

反射防止 指紋防止 ブルーライト
カット 40%

●液晶画面を傷から守るスムースタイプ
●光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
●ブルーライトカット、チラツキ防止など多彩な機能を搭載
●傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
●気泡を抑え、きれいに貼れる自己吸着タイプ

鉛筆硬度：
3H※

抗菌加工

※実力値

12本入り 簡易パッケージ

シリコン
タイプ クリップ付

●しっかり安定したタッチ感
を実現
●画面を傷付けにくいシリ
コン製のペン先、力の加
減が分からない子供にも
安心

ファイバーチップ 
超感度タイプ クリップ付

交換ペン先（12個入）P-TIPS03/12 オープン価格

タッチペン（12本入） P-TPS03BK/12 オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm（ペン先約6mm）

交換ペン先（12個入）P-TIPC01/12 オープン価格

タッチペン（12本入） P-TPC02BK/12 オープン価格

12本入り ペン先交換可能

簡易パッケージ

12本入り ペン先交換可能

簡易パッケージ

ディスク
タイプ クリップ付 キャップ付

●透明なディスクタイプのペン先を採用
●タッチしているポイントが見やすく、
狙い通りに細やかな操作が可能
●ペン先を保護するキャップ付き

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm）

交換ペン先（12個入）P-TIPD02/12 オープン価格

タッチペン（12本入） P-TPD02BK/12 オープン価格

12本入り ペン先交換可能

簡易パッケージ

導電繊維
タイプ クリップ付

●導電繊維製のペン先により
スムーズで快適な操作が可
能

使用イメージ（スタンド使用時）

簡易パッケージ

クリップ付

ペン先交換可能

クリップ付

●導電繊維製のペン先により
スムーズで快適な操作が可

クリップ付

ペン先交換可能

透明なディスクタイプのペン先を採用
タッチしているポイントが見やすく、
狙い通りに細やかな操作が可能
ペン先を保護するキャップ付き

P-TPD02BK/12

●軽いタッチで超反応する高密
度ファイバーチップのペン先
●広範囲の接地面積により、ペ
ン先を押し当てることなく滑ら
かに操作できる超感度

PKB-CBL04

PKB-CBL04

反射防止 指紋軽減 ハードコート

●フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、
キレイな状態を保つ
●指すべりがなめらかになり、画面上での操作
がスムーズで快適
●シリコン素材の吸着面により、フィルムをはが
しても吸着力を損ねずに
　貼り直すことが可能
●ハーフカットフィルムを採用しているため、
　フィルムの貼り付けが簡単

●マルチペット層が衝撃を吸収するブルーライト
カットタイプの反射防止フィルム
●時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特
殊吸着層を採用したエアーレスタイプです
●小さな気泡ができたときには、指などで押し出
すことで気泡を抜くことができます
●指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティン
グを施しています

■長さ約120×ペン径約8mm（ペン先約6mm）

Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用

PKB-WDLV01 PKB-WDLV01

Lenovo IdeaPad D330用

ACDC-PD0145BK
最大出力45W

ACDC-PD0465BK
最大出力65W

超高速充電 Power Delivery
規格正規認証品

●USB-IFのPower Delivery規格正規認証品
●Chromebook 対応認定を取得
●信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
●ケーブル一体型
●コンセントプラグは180°回転

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守につい
て責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、
エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

液晶保護フィルム／タブレットケース ACCESSORYアクセサリ インナーバッグ／タブレット用タッチペン／多ポートAC充電器／キーボード防塵カバー／ノートPC用 USB ACアダブター

タッチペン
収納付き！

DELL Chromebook 3100用（11.6インチ）
オープン価格

オープン価格

オープン価格 オープン価格

DELL Chromebook 3100 2in1用（11.6インチ）
EF-CBDE02FLST

EF-CBDE01FLST

dynabook K50用
TB-DYK50FLTオープン価格

iPad 10.2 （2019）（2020）用
TB-A19RFLPST

Acer Chromebook Spin 311用（11.6インチ）
EF-CBAC03FLST

EF-CBAC03FLST

NEC Chromebook Y2用（11.6インチ）
EF-CBNE02FLST

Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen用（11.6インチ）
EF-CBL03FLST
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用（11.6インチ）
EF-CBL04FLST

HP Chromebook x360 11 G3 EE用（11.6インチ）
EF-CBHP02FLST

EF-CBL03FLST EF-CBL04FLST

EF-CBHP02FLST

オープン価格

DELL Latitude 3190 2in1用（11.6インチ）
EF-WDDE01FLST オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

NEC Chromebook Y1用（11.6インチ）
EF-CBNE01FLST

EF-CBNE01FLST

オープン価格

Lenovo Ideapad D330用（10.1インチ）
EF-WDLV01FLST

抗菌加工 日本製

指紋軽減反射防止衝撃吸収 ハードコート

ブルーライト
カット約40% 抗菌加工 日本製

衝撃吸収 反射防止 指紋防止

●特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面
をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルム
●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る
●自己吸着加工により、フィルムを置くだけで
　自然と画面に貼り付きます

dynabook K50用
TB-DYK50FLP

スムース
コート 日本製

EF-CBNE02FLST

液晶保護フィルム

多ポートAC充電器

高出力タイプ “おまかせ充電”
対応

●最大12台までのスマートフォンやタブレットのほか、
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に急速充電
できるAC充電器
●別途ACアダプタが不要な、一体型設計を採用し
ています

MPA-ACSC01WH ¥46,167（税抜価格¥41,970）

ミニキーボード

¥2,508（税抜価格¥2,280） （税抜価格¥9,760）¥10,736

¥12,694（税抜価格¥11,540）¥2,508（税抜価格¥2,280）

NEW

P-TIPACSTAP01 オープン価格

タッチペン交換用ペン先
●P-TPACSTAP01PN、
　P-TPACSTAP01GY、
　PWTPACSTAP01GY
　専用の交換ペン先

P-TIPACST02 オープン価格

タッチペン交換用ペン先
●P-TPACST02BK、
　PWTPACST02BK
　専用の交換ペン先

■長さ約145×ペン径約9.5mm（ペン先経：約1.5mm）

PWTPACST02BK （簡易包装モデル） オープン価格

P-TPACST02BK オープン価格

汎用品 オートスリープ機能

●充電可能なアクティブタッチペンです。
●ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや
　非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な
　描き込みができます。
●従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上か
　らでもストレスなく滑らかな操作が可能です。

Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebook とは、 Google が提供する 
Chrome OS を搭載したコンピューター
「 Chromebook 」に対してサードパーティが製造した
周辺機器（アクセサリ）類のために用意された対応
認定プログラムおよびロゴの名称です。
「 Works With Chromebook 」はGoogleが定める、
所定の性能や品質基準を満たした商品となります。 

※ペン先は交換できません。　■長さ約120×ペン径約7.5mm（ペン先約5.5mm）

ブラウン P-TPENSBR オープン価格

ブルー P-TPENSBU オープン価格

グリーン P-TPENSGR オープン価格

ピンク P-TPENSPN オープン価格

イエロー P-TPENSYL オープン価格

ブラック P-TPENSBK オープン価格

簡易パッケージ

鉛筆タイプ 名入れ
スペース付

導電繊維
タイプ

●鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の
3点でおさえるタッチペン
●六角形の断面で転がりにくい
●画面を傷付けにくい導電繊維のペン先、
　力の加減が分からない子供にも安心

●クッションハンドルを採用
●識別可能なネームタグ付き
●表生地撥水加工

●ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
●識別可能なネームタグ付き
●表生地撥水加工

●ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
●伸縮性ポケット付き
●ショルダーベルト付き

●伸縮性のポケット付き
●識別可能なネームタグ付き
●表生地撥水加工

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

音が気になる場所や時間帯での使用に最適！

■W302.4mm×D130.3mm×H29.6mm/約405g（ケーブル含む）

ホワイト TK-LCM02WH ¥12,694（税抜価格¥11,540）
ブラック TK-LCM02BK ¥12,694（税抜価格¥11,540）

インナーバッグ（前面：小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き）

■約幅335mm×厚み35mm×高さ240mm※ハンドル含まず
■約390g　※ショルダーベルト含む

ブラック BM-IBHPTS11BK ¥6,204（税抜価格¥5,640）
ブルー BM-IBHPTS11BU ¥6,204（税抜価格¥5,640）
ピンク BM-IBHPTS11PN ¥6,204（税抜価格¥5,640）
レッド BM-IBHPTS11RD ¥6,204（税抜価格¥5,640）

インナーバッグ（前面：小物ポケット2つ）

■約幅235mm×厚み35mm×高さ320mm※ハンドル含まず
■約260ｇ

ブラック BM-IBHPTV11BK ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブルー BM-IBHPTV11BU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ピンク BM-IBHPTV11PN ¥4,059（税抜価格¥3,690）

インナーバッグ

■約幅235mm×厚み30mm×高さ320mm※ハンドル含まず
■約240ｇ

ブラック BM-IBHPFV11BK ¥4,950（税抜価格¥4,500）
ブルー BM-IBHPFV11BU ¥4,950（税抜価格¥4,500）
オレンジBM-IBHPFV11DR ¥4,950（税抜価格¥4,500）
グリーン BM-IBHPFV11GN ¥4,950（税抜価格¥4,500）
ピンク BM-IBHPFV11PN ¥4,950（税抜価格¥4,500）
レッド BM-IBHPFV11RD ¥4,950（税抜価格¥4,500）

スリップインスリーブ

■約幅240mm×厚み6mm×高さ325mm※ハンドル含まず
■約100g

ブラック BM-IBSIV11BK ¥2,464（税抜価格¥2,240）
ブルー BM-IBSIV11BU ¥2,464（税抜価格¥2,240）
オレンジBM-IBSIV11DR ¥2,464（税抜価格¥2,240）
グリーン BM-IBSIV11GN ¥2,464（税抜価格¥2,240）
ピンク BM-IBSIV11PN ¥2,464（税抜価格¥2,240）
レッド BM-IBSIV11RD ¥2,464（税抜価格¥2,240）

有線タイプ 静音

キーピッチ
19mm

日本語
82キー

マルチファンクションキー
搭載

メンブレン
方式

iPad iPhone

Lightning
コネクター搭載

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く
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総合インフォメーション

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

※夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズ
サポートセンター
受付時間  9:00～19:00 / 年中無休 www.hagisol.co.jp

TEL.0570-080-900
WEBサポート

ネットワーク製品に関するお問い合わせ先

TEL.0570-050-060

TEL.0570-033-083

受付時間  10:00～19:00 / 年中無休

エレコムネットワーク
サポートセンター

DXアンテナ製品に関するお問い合わせ先
カスタマーセンター

受付時間  9:30～17:00 / 年中無休

携帯電話・PHS・一部のIP電話など上記でご利用になれない場合： 03-4530-8079

エレコム製品に関するお問い合わせ先
エレコム総合
インフォメーションセンター
受付時間  10:00～19:00 / 年中無休 www.elecom.co.jp/support/

TEL.0570-084-465
WEBサポート

法人様専用営業サポート ［検証機レンタルサービス］

法人営業へのお問い合わせ先

受付時間  法人営業  9:00～18:00 / 月曜日～金曜日

LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品に関するお問い合わせ先
エレコム
ストレージサポートセンター
受付時間  10:00～19:00 / 年中無休

TEL.0570-056-567

LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品の修理に関するお問い合わせ先
修理センター
お問い合わせ窓口 TEL.0265-74-1470
受付時間  9:00～12:00 ・ 13:00～17:00 / 月曜日～金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

TEL.0120-975-579　FAX.0570-005-922

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築。各営業所には、製品知識や提案力に
長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。製品のご質問、在庫・仕切・受注状況の
確認からお見積などをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

法人様専用製品サポート
法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関するご質問はもちろん、
在庫・仕切・受注状況の確認から見積作成などをご依頼いただけます。

TEL.0570-070-040（ナビダイヤル）
購入前後に関わらず、販社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます！

自社運営 法人専用回線

受付時間  9:00～12:00 13:00～18:00 / 月曜日～土曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする
場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

業務効率化 お気に入り スピード見積 旬のトピック満載

仕切表示 納期・出荷確認 在庫確認・データDL 完全無料

従来のお電話や
FAX注文の手間
を削減します

商品や納品先を
お気に入り登録

その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます

弊社営業担当が
個別で旬の
お知らせを配信

販売店様ごとの
仕切を型番ごとに
表示します

ご注文商品の
到着予定日や、
荷物番号の
確認ができます

在庫状況をほぼ
リアルタイムで
確認可能、在庫デ
ータダウンロード
も可能です

ご利用料金は
一切かかりません

「えれなび」の特徴 「えれなび」ご登録までの流れ

1

2

3

弊社営業担当またはコールセンターまで
ご連絡ください

ご登録完了通知をお知らせします

IDとパスワードを発行します

お電話でもメールでもOKです

御社の情報を登録します

当日からご利用可能！

御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス

エレコム販売店様向け商品発注システム 「えれなび」
「えれなび」とは？
取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

Business Solution Web

アクセスはこちら！

エレコムグループの
すべてのソリューションがココに。

Business Solution WebBusiness Solution Web

様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介
エレコムグループは、ソリューションに必要なハードウェアをすべて自分たちで設計・開発することで、
工場・倉庫、土木・建築、教育、BCP対策、販売・店舗、医療、ビジネスなど専門的な領域のソリューションをご提供しています。
Business Solution Webでは、エレコムグループの全社のソリューションを課題ごとに閲覧することができ、
現場にある多種多様なお困りごとを解決するヒントが満載です。
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ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

※夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズ
サポートセンター
受付時間  9:00～19:00 / 年中無休 www.hagisol.co.jp

TEL.0570-080-900
WEBサポート

ネットワーク製品に関するお問い合わせ先

TEL.0570-050-060

TEL.0570-033-083

受付時間  10:00～19:00 / 年中無休

エレコムネットワーク
サポートセンター

DXアンテナ製品に関するお問い合わせ先
カスタマーセンター

受付時間  9:30～17:00 / 年中無休

携帯電話・PHS・一部のIP電話など上記でご利用になれない場合： 03-4530-8079

エレコム製品に関するお問い合わせ先
エレコム総合
インフォメーションセンター
受付時間  10:00～19:00 / 年中無休 www.elecom.co.jp/support/

TEL.0570-084-465
WEBサポート

［検証機レンタルサービス］

LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品に関するお問い合わせ先
エレコム
ストレージサポートセンター
受付時間  10:00～19:00 / 年中無休

TEL.0570-056-567

LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品の修理に関するお問い合わせ先
修理センター
お問い合わせ窓口 TEL.0265-74-1470
受付時間  9:00～12:00 ・ 13:00～17:00 / 月曜日～金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

TEL.0120-975-579　FAX.0570-005-922

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築。各営業所には、製品知識や提案力に
長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。製品のご質問、在庫・仕切・受注状況の
確認からお見積などをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関するご質問はもちろん、

購入前後に関わらず、販社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます！

祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする
場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

スピード見積 旬のトピック満載

在庫確認・データDL 完全無料

その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます
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も可能です
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「えれなび」ご登録までの流れ
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3

弊社営業担当またはコールセンターまで
ご連絡ください

ご登録完了通知をお知らせします

IDとパスワードを発行します

お電話でもメールでもOKです

御社の情報を登録します

当日からご利用可能！

御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス

エレコム販売店様向け商品発注システム 「えれなび」
「えれなび」とは？
取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。
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