
周辺機器カタログ

お悩みあるある
特集

INDEX

WEB会議のストレスを
エレコムが解決！

ノイズリダクションヘッドセット
WEB会議用スピーカーフォン
４K対応 高画質WEBカメラ
Bluetoothヘッドセット
静音マウス/静音キーボード
マイク
ギガビットルーター

オフィスの課題を解決

リモート・シェアオフィスの
課題を解決

在宅の課題を解決

学校・オンライン学習の
課題を解決

「デスク環境」
「データバックアップ」
「電源問題」
「感染症対策・衛生」

「PC持ち歩き」
「作業疲れ」

ディスプレイスタンド
SSD/USBメモリ
ACタップ
抗菌・抗ウイルスシート/
クリーニングティッシュ
PCキャリングバッグ
足裏ストレッチグッズ

「非常電源」
「持ち歩き」
「データ持ち出し」

「モバイルワーク」

「セキュリティ」
「ケーブル周り」

モバイルバッテリー
AC充電器
データ復旧サービスLite
付きポータブルSSD
薄型キーボード/
モバイルマウス
のぞき見防止フィルター
ドッキングステーション

「作業環境」
「セキュリティ」
「作業疲れ」

折りたたみPCスタンド
カメラレンズ保護カバー
バランスボール
マッサージャー

「書き込む」
「操作する」
「パソコン環境」
「コミュニケーション」
「ブルーライトから目を守る」
「端末保護と紛失防止」
「持ち回り性UP」

タッチペン/グローブ/下敷き
抗菌マウス/パッド/ミニキーボード
　　キーボード/マウス
　　ヘッドセット/イヤホン
　　　　  キッズ用メガネ
　　　インナーバッグ
　　充電器/タップ

おすすめゲーミングデバイス

ゲーミングマウス
ゲーミングイヤホンマイク/ヘッドセット
ゲーミングキーボード
ゲーミングマウスパッド

動画配信のお役立ち

LEDリングライト
自撮り棒・三脚
マイク
マイクスタンド
スマホスタンド
変換アダプター

P.4
P.8

P.12
P.16

P.18
P.22

P.23
P.2

P.6
P.10

P.14
P.16

P.22
P.23

オフィス

WEB会議

在　宅 リモート・シェアオフィス

動画配信

学校・オンライン学習

ゲームプレイ

エレコムが
Q&Aで解決！

あらゆる環境・ライフスタイルに合わせて
課題をまるごと解決

PG225

公式サイト

生活も、遊びも、仕事も
快適にするアイテムが満載！

アクセスはこちら！

CHECK!

地球環境に対する負荷の低減

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

エレコムグループは、「クレド（経営信条）」や「行動指針（社員の行動規範）」を基盤とし、
社員を成長・活性化させることで会社を成長させ、世界中のお客様の喜びにつながる持続的な
貢献をすることがエレコムグループのサステナビリティと考え、その実現を目指します。

製品のプラスチック梱包材は、プラスチック使用量を削減する、環境に優しい紙材へ置き換える、
内部構成パーツを減らす、パッケージサイズを小さくする、紙材は再生紙にする等の取り組みを行っているほか、
マニュアルのペーパーレス化として、2020年の可能な新商品からQRコード※によりWEBページへ案内する
取り組みを開始しています。さらに、ノンフロン関連製品の拡充などにより温室効果ガスの排出抑制を図ります。
今後の取り組みとしては、プラスチック材を使用する場合、石油系プラスチックから天然由来の代替え材料への
切り替えを進めます。エレコムでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして
エレコム独自の「THINK ECOLOGY」マークを制定し、これら取り組み製品のパッケージ等へ表示に
向け進めており、積極的にお客様が環境に配慮した製品を選んでいただけるよう努力を続けていきます。

具体的施策
エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

取り組みの一部である
「THINK ECOLOGY」をご紹介します

エレコムグループ
SDGsの取り組み

詳細は
こちら

エレコムグループのサステナビリティ

より快適でより便利なデジタルライフがココに。



働き方改革やテレワーク導入の推進に伴い、「WEB会議」は感染症対策や移動時間短縮による
効率化に貢献できることから、ニューノーマルな働き方を支える有効なシステムとして定着してきました。
一方で、音声トラブルや不鮮明なカメラ画質による資料の見づらさ、参加者の表情の分かりづらさが
新たな距離感を生むなど、さまざまな“ストレス”が発生しているのも事実のようです。
エレコムは、ご提案する独自技術・製品で、WEB会議でのコミュニケーションを円滑化し、
生産性向上に貢献いたします！

オフィスでのお悩みあるある

WEB会議のお悩みあるある

在宅・リモートでのお悩みあるある

画像が
不鮮明だなぁ

音声の
ハウリングが
ひどいなぁ

周囲の音が
入らないか不安

カメラの
映り込みが
心配

気づいたら
ひたすらミュートで
喋っていた・・・

資料や参加者の
表情が分からない・・

話しづらいなぁ

特に
定番の

WEB会議・商談で､
横の人の声や周囲の雑音が
入らないようにしたい

周囲の会話やスマホ・電話の着信音など騒音や
雑音をマイクが拾ってしまい、スムーズにコミュ
ニケーションがとれない。

もっとクリアな映像で
円滑なWEB会議にしたい!

パソコンのスピーカーだけでは、音が聞きづら
く、会議の進行が止まってしまいがちに。

PCに搭載されたカメラでは、画質や画角が小
さく、手元資料の共有も難しい。

クリアな音と360°集音で
円滑なWEB会議をしたい！

ノイズリダクション
ヘッドセット

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！

WEB会議用
スピーカーフォン

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！

高画質
WEBカメラ

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！

WEB会議のストレスを解決するエレコム商品のご紹介！

ノイズカット機能で周囲の雑音を
抑制し、クリアに音声を伝えるこ
とができ、円滑なコミュニケーシ
ョンを実現します。

ハウリングやエコー、ノイズを抑え
る「エコーキャンセラー」や「ノイ
ズリダクション」などの機能を搭
載し、聞きとりやすく話しやすい会
議が可能です。

4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整す
るDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映
像を映し出します。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

WEB会議のストレスを
エレコムが解決！

130°の広角レンズで見切れ知らず

AIが会議をサポート

自分の声のみをクリアに伝える
有線ヘッドセット
自分の声のみをクリアに伝える
有線ヘッドセット
相手に自分の声のみをクリアに伝える
周囲の雑音（環境音）を拾うマイク
と、口元の音声（通話音）を拾うマイ
クの２つのマイクを搭載。周囲の雑
音をDSPで音声処理することによ
りノイズをカットし、口元から発した
話者の音声のみをクリアに相手に
伝える。 

まるで図書館内で話しているかのような音声
最大  約-35dBのノイズカット性能。地下鉄車内（80dB）で通話している状況でも、相手には静寂な図書館内
で会話しているように聞こえる圧倒的なノイズカット性能を発揮し、自分の声のみを相手にクリアに伝える。

通常のヘッドセット ノイズリダクションヘッドセット

紹介動画は
コチラ！

紹介動画は
コチラ！

クリアな音声と360°高音質集音
会議用スピーカーフォン
クリアな音声と360°高音質集音
会議用スピーカーフォン

画質でビジネスに差が付く、
4K対応高画質ウェブカメラ
画質でビジネスに差が付く、
4K対応高画質ウェブカメラ

ノイズリダクションヘッドセット

WEB会議用スピーカーフォン

４K対応 高画質WEBカメラ

5群6枚のガラスで構成された最大130°の広角・高解像度
レンズにより、カメラ付近の物や遠くのホワイトボードなど、
見切れること無く広く映します。

人物を検知して撮影範囲を調整するAIオートズーム。参加人
数にかかわらず撮影範囲を自動調整で映し出し、会議中のカ
メラ調整が不要に。

聞き取りやすさアップ
発言者を画面上で強調する発言者マーキング機能とクリア
な音声を実現するノイズキャンセリングマイクで、通話が聞
き取りやすい。

様々なシーンで高品質通話
手や頭がフリーに1

設置型なので手や頭がフリーの状態で
通話可能。

狭い場所でも設置可能2
小型設計なので場所を問わず狭い場所
でも設置が可能。

大人数での会議に3
360°集音できるマイクを搭載し、
大人数の会議にも対応。

会議室でなくても会議が可能4
イヤホンジャックを2つ備え、隣の
席の人と一緒に会議も可能。

■約W72.0×D50.1×H30.5mm／約125g （ケーブルを含まず）

UCAM-CX80FBBK
¥42,394（税抜価格¥38,540）

■W75mm×D75mm×H120mm (ケーブル含まず)／約260g 

HS-SP02BK
¥19,558（税抜価格¥17,780）

■約180×70×190mm、折りたたみ時:約160×60×140mm／
　約195g（ケーブル含まず）

両耳

HS-HP101UNCBK ¥30,250（税抜価格¥27,500）

■約180×70×190mm、折りたたみ時:約180×70×120mm／
　約165g（ケーブル含まず）

片耳

HS-HP100UNCBK ¥26,686（税抜価格¥24,260）
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働き方改革やテレワーク導入の推進に伴い、「WEB会議」は感染症対策や移動時間短縮による
効率化に貢献できることから、ニューノーマルな働き方を支える有効なシステムとして定着してきました。
一方で、音声トラブルや不鮮明なカメラ画質による資料の見づらさ、参加者の表情の分かりづらさが
新たな距離感を生むなど、さまざまな“ストレス”が発生しているのも事実のようです。
エレコムは、ご提案する独自技術・製品で、WEB会議でのコミュニケーションを円滑化し、
生産性向上に貢献いたします！

オフィスでのお悩みあるある

WEB会議のお悩みあるある

在宅・リモートでのお悩みあるある
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心配

気づいたら
ひたすらミュートで
喋っていた・・・

資料や参加者の
表情が分からない・・

話しづらいなぁ

特に
定番の

WEB会議・商談で､
横の人の声や周囲の雑音が
入らないようにしたい

周囲の会話やスマホ・電話の着信音など騒音や
雑音をマイクが拾ってしまい、スムーズにコミュ
ニケーションがとれない。

もっとクリアな映像で
円滑なWEB会議にしたい!

パソコンのスピーカーだけでは、音が聞きづら
く、会議の進行が止まってしまいがちに。

PCに搭載されたカメラでは、画質や画角が小
さく、手元資料の共有も難しい。

クリアな音と360°集音で
円滑なWEB会議をしたい！

ノイズリダクション
ヘッドセット

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！

WEB会議用
スピーカーフォン

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！

高画質
WEBカメラ

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！

WEB会議のストレスを解決するエレコム商品のご紹介！

ノイズカット機能で周囲の雑音を
抑制し、クリアに音声を伝えるこ
とができ、円滑なコミュニケーシ
ョンを実現します。

ハウリングやエコー、ノイズを抑え
る「エコーキャンセラー」や「ノイ
ズリダクション」などの機能を搭
載し、聞きとりやすく話しやすい会
議が可能です。

4K対応・830万画素の高画質と、明暗を最適に調整す
るDOL-HDR技術で、あらゆる環境下で明るく鮮明な映
像を映し出します。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

WEB会議のストレスを
エレコムが解決！

130°の広角レンズで見切れ知らず

AIが会議をサポート

自分の声のみをクリアに伝える
有線ヘッドセット
自分の声のみをクリアに伝える
有線ヘッドセット
相手に自分の声のみをクリアに伝える
周囲の雑音（環境音）を拾うマイク
と、口元の音声（通話音）を拾うマイ
クの２つのマイクを搭載。周囲の雑
音をDSPで音声処理することによ
りノイズをカットし、口元から発した
話者の音声のみをクリアに相手に
伝える。 

まるで図書館内で話しているかのような音声
最大  約-35dBのノイズカット性能。地下鉄車内（80dB）で通話している状況でも、相手には静寂な図書館内
で会話しているように聞こえる圧倒的なノイズカット性能を発揮し、自分の声のみを相手にクリアに伝える。

通常のヘッドセット ノイズリダクションヘッドセット

紹介動画は
コチラ！

紹介動画は
コチラ！

クリアな音声と360°高音質集音
会議用スピーカーフォン
クリアな音声と360°高音質集音
会議用スピーカーフォン

画質でビジネスに差が付く、
4K対応高画質ウェブカメラ
画質でビジネスに差が付く、
4K対応高画質ウェブカメラ

ノイズリダクションヘッドセット

WEB会議用スピーカーフォン

４K対応 高画質WEBカメラ

5群6枚のガラスで構成された最大130°の広角・高解像度
レンズにより、カメラ付近の物や遠くのホワイトボードなど、
見切れること無く広く映します。

人物を検知して撮影範囲を調整するAIオートズーム。参加人
数にかかわらず撮影範囲を自動調整で映し出し、会議中のカ
メラ調整が不要に。

聞き取りやすさアップ
発言者を画面上で強調する発言者マーキング機能とクリア
な音声を実現するノイズキャンセリングマイクで、通話が聞
き取りやすい。

様々なシーンで高品質通話
手や頭がフリーに1

設置型なので手や頭がフリーの状態で
通話可能。

狭い場所でも設置可能2
小型設計なので場所を問わず狭い場所
でも設置が可能。

大人数での会議に3
360°集音できるマイクを搭載し、
大人数の会議にも対応。

会議室でなくても会議が可能4
イヤホンジャックを2つ備え、隣の
席の人と一緒に会議も可能。

■約W72.0×D50.1×H30.5mm／約125g （ケーブルを含まず）

UCAM-CX80FBBK
¥42,394（税抜価格¥38,540）

■W75mm×D75mm×H120mm (ケーブル含まず)／約260g 

HS-SP02BK
¥19,558（税抜価格¥17,780）

■約180×70×190mm、折りたたみ時:約160×60×140mm／
　約195g（ケーブル含まず）

両耳

HS-HP101UNCBK ¥30,250（税抜価格¥27,500）

■約180×70×190mm、折りたたみ時:約180×70×120mm／
　約165g（ケーブル含まず）

片耳

HS-HP100UNCBK ¥26,686（税抜価格¥24,260）

■約180×70×190mm、折りたたみ時:約180×70×120mm／■約180×70×190mm、折りたたみ時:約180×70×120mm／
　約165g（ケーブル含まずケーブル含まず）

片耳

HS-HP100UNCBKHS-HP100UNCBK ¥26,686（税抜価格
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https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP100UNCBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP101UNCBK.html
https://youtu.be/aA4JvZG_dLA
https://www.elecom.co.jp/category/cat_headphone_microphone/?category=group-14+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-CX80FBBK.html
https://youtu.be/j0zcq3zSalc


■約W47.0×D147.0×H190.0mm（突起部、スタンド部除く）／
　約570g（本体のみ）

WRC-G01-W
¥18,095（税抜価格¥16,450）

ノイズキャンセル機能搭載で、
操作が充電台で行える
Bluetooth®ハンズフリーヘッドセット。

スタンド代わりにもなる
充電台付きのオーバーヘッドタイプの
Bluetooth®片耳ヘッドセット。

マイク

ゲーム通信ラグを自動優先機能で低減。
独自機能「らくらくQoS」がゲームの通信を自動で最適化する
Wi-Fiゲーミングルーター。

家族みんながWi-Fiに接続しても
ストレスフリーな通信を可能にする
ギガビットルーター。

WEB会議やオンライン学習の通信を
自動で最適化するギガビットルーター。

ギガビットルーター

高速通信が可能なルーターであれば、通信速度の改善で業務
効率化も可能に。また、自宅全体にWi-Fiの電波を飛ばすこと
で、どこの部屋からも高速通信が途切れない環境に改善でき
ます。

会話の音質改善を図りたいが、
移動先やリモートでも使いやすいものが欲しい

社内資料の閲覧や保存に
時間がかかる

■約W47.0×D147.0×H190.0mm(突起部、スタンド部除く)／
　約570g（本体のみ）

WRC-X3200GST3-B
¥18,095（税抜価格¥16,450）

■約W36.0×D132.0×H164.0mm(突起部、スタンド部除く)／
　約300g（本体のみ）

WRC-X1800GS-B
¥11,275（税抜価格¥10,250）

Wi-Fi 6
(11ax)

1201+574
Mbps

Wi-Fi 6
(11ax)

2402+800
Mbps

片耳タイプ 多機能充電台 片耳タイプ 置くだけ充電
高感度マイク ロングアーム 高感度マイク

Wi-Fi 6
(11ax)

2402+800
Mbps

■幅98×奥行120×高さ310mm／約90g(ケーブル含まず)

HS-MC07UBK
¥2,904（税抜価格¥2,640）

オンラインゲーム、ビデオ会議の
音声チャットに最適！
手元に置いてそのまま使えるマイク
ON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。

PC搭載のマイクでは
集音性能が悪く､
うまく言葉を
伝えられない｡

課題

03

課題

04
ファイル容量の大きな
データを扱う場合､
通信に時間が

かかって業務効率が
悪くなる｡

会議中に立ち歩く場合､
ケーブルがあると
気になるし､

会話が周囲の雑音で
聞こえなくなると困る｡

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇Bluetooth®ヘッドセット

出先や移動中での会議でも
気軽に通話を行いたい

課題

01

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

■幅20×奥行10×高さ175mm／約12g(ケーブル含まず)

HS-MC08UBK
¥3,531（税抜価格¥3,210）

小型・直挿しタイプのため、
挿しっぱなしでの移動や持ち運びの用途に最適。
タッチパネル式のマイクON/OFF機能を搭載。

約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを
使用したワイヤレスIR LEDマウス。

日々のパソコン操作に
安心をプラスする抗菌仕様！

静音マウス／静音キーボード

カチャカチャしない静音設計の入力デバイスです。
使用環境に合わせて、有線・無線・Bluetoothと
いった接続が選べます。

マウスやキーボードの音が気になる

■幅59.0mm×奥行99.8mm×高さ39.0mm／約52g（電池を含まず）

¥3,289（税抜価格¥2,990）

■幅59.0mm×奥行99.8mm×高さ39.0mm／約52g（電池を含まず）

ブラック

ブルー M-IR07DRSBU ¥3,289（税抜価格¥2,990）
M-IR07DRSBK

ピンク M-IR07DRSPN ¥3,289（税抜価格¥2,990）

■幅59.0mm×奥行99.8mm×高さ39.0mm／約52g（電池を含まず）

ブラック ¥3,487（税抜価格¥3,170）
レッド M-IR07DRSKRD ¥3,487（税抜価格¥3,170）

M-IR07DRSKBK

ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,487（税抜価格¥3,170）

■W441.5×D127.6×H25.0mm（スタンド含まず）／
　約515g（電池含まず）

TK-FBM118SKBK
¥9,053（税抜価格¥8,230）

■W441.5×D127.6×H25.0mm（スタンド含まず）／
　約535g（ケーブル含む）

TK-FCM114SKBK
¥6,380（税抜価格¥5,800）

■W441.5×D127.6×H25.0mm（スタンド含まず）／
　約515g（電池含まず）

TK-FDM116SKTBK
¥7,447（税抜価格¥6,770）

静音 静音

静音 静音

静音

Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。
抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。

日本語
109キー

日本語
109キー

日本語
109キー

スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに
自動で切り替えが可能なBluetooth®静音フルキーボード。

Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。
抗菌仕様の有線静音フルキーボード。

マウスやキーボードの
打鍵音が周囲の

迷惑にならないかと､
仕事中も

気になってしまう｡

課題

02

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

■ヘッドセット：約150×50×165 mm、充電台：約80×31×73mm／
ヘッドセット：約55g、充電台：約180g

LBT-HSOH11PCBK
¥7,799（税抜価格¥7,090）

■ヘッドセット：約15×30×108mm、充電台：約86×120×48 mm／
　ヘッドセット：約9g、充電台：約97g

LBT-HSC50PCSV
¥12,430（税抜価格¥11,300）

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

WEB会議の
さまざまなお悩み改善で
生産性･社内コミュニケーションの質を向上！
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あるある

雑音問題
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https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSC50PCSV.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_headphone_wireless/?category=group-06+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSOH11PCBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-IR07DRSKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-IR07DRSBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM116SKTBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCM114SKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM118SKBK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_mouse_silent/?category=client-personal


■約W47.0×D147.0×H190.0mm（突起部、スタンド部除く）／
　約570g（本体のみ）

WRC-G01-W
¥18,095（税抜価格¥16,450）

ノイズキャンセル機能搭載で、
操作が充電台で行える
Bluetooth®ハンズフリーヘッドセット。

スタンド代わりにもなる
充電台付きのオーバーヘッドタイプの
Bluetooth®片耳ヘッドセット。

マイク

ゲーム通信ラグを自動優先機能で低減。
独自機能「らくらくQoS」がゲームの通信を自動で最適化する
Wi-Fiゲーミングルーター。

家族みんながWi-Fiに接続しても
ストレスフリーな通信を可能にする
ギガビットルーター。

WEB会議やオンライン学習の通信を
自動で最適化するギガビットルーター。

ギガビットルーター

高速通信が可能なルーターであれば、通信速度の改善で業務
効率化も可能に。また、自宅全体にWi-Fiの電波を飛ばすこと
で、どこの部屋からも高速通信が途切れない環境に改善でき
ます。

会話の音質改善を図りたいが、
移動先やリモートでも使いやすいものが欲しい

社内資料の閲覧や保存に
時間がかかる

■約W47.0×D147.0×H190.0mm(突起部、スタンド部除く)／
　約570g（本体のみ）

WRC-X3200GST3-B
¥18,095（税抜価格¥16,450）

■約W36.0×D132.0×H164.0mm(突起部、スタンド部除く)／
　約300g（本体のみ）

WRC-X1800GS-B
¥11,275（税抜価格¥10,250）

Wi-Fi 6
(11ax)

1201+574
Mbps

Wi-Fi 6
(11ax)

2402+800
Mbps

片耳タイプ 多機能充電台 片耳タイプ 置くだけ充電
高感度マイク ロングアーム 高感度マイク

Wi-Fi 6
(11ax)

2402+800
Mbps

■幅98×奥行120×高さ310mm／約90g(ケーブル含まず)

HS-MC07UBK
¥2,904（税抜価格¥2,640）

オンラインゲーム、ビデオ会議の
音声チャットに最適！
手元に置いてそのまま使えるマイク
ON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。

PC搭載のマイクでは
集音性能が悪く､
うまく言葉を
伝えられない｡

課題

03

課題

04
ファイル容量の大きな
データを扱う場合､
通信に時間が

かかって業務効率が
悪くなる｡

会議中に立ち歩く場合､
ケーブルがあると
気になるし､

会話が周囲の雑音で
聞こえなくなると困る｡

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇Bluetooth®ヘッドセット

出先や移動中での会議でも
気軽に通話を行いたい

課題

01

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

■幅20×奥行10×高さ175mm／約12g(ケーブル含まず)

HS-MC08UBK
¥3,531（税抜価格¥3,210）

小型・直挿しタイプのため、
挿しっぱなしでの移動や持ち運びの用途に最適。
タッチパネル式のマイクON/OFF機能を搭載。

約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを
使用したワイヤレスIR LEDマウス。

日々のパソコン操作に
安心をプラスする抗菌仕様！

静音マウス／静音キーボード

カチャカチャしない静音設計の入力デバイスです。
使用環境に合わせて、有線・無線・Bluetoothと
いった接続が選べます。

マウスやキーボードの音が気になる

■幅59.0mm×奥行99.8mm×高さ39.0mm／約52g（電池を含まず）

¥3,289（税抜価格¥2,990）

■幅59.0mm×奥行99.8mm×高さ39.0mm／約52g（電池を含まず）

ブラック

ブルー M-IR07DRSBU ¥3,289（税抜価格¥2,990）
M-IR07DRSBK

ピンク M-IR07DRSPN ¥3,289（税抜価格¥2,990）

■幅59.0mm×奥行99.8mm×高さ39.0mm／約52g（電池を含まず）

ブラック ¥3,487（税抜価格¥3,170）
レッド M-IR07DRSKRD ¥3,487（税抜価格¥3,170）

M-IR07DRSKBK

ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,487（税抜価格¥3,170）

■W441.5×D127.6×H25.0mm（スタンド含まず）／
　約515g（電池含まず）

TK-FBM118SKBK
¥9,053（税抜価格¥8,230）

■W441.5×D127.6×H25.0mm（スタンド含まず）／
　約535g（ケーブル含む）

TK-FCM114SKBK
¥6,380（税抜価格¥5,800）

■W441.5×D127.6×H25.0mm（スタンド含まず）／
　約515g（電池含まず）

TK-FDM116SKTBK
¥7,447（税抜価格¥6,770）

静音 静音

静音 静音

静音

Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。
抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。

日本語
109キー

日本語
109キー

日本語
109キー

スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに
自動で切り替えが可能なBluetooth®静音フルキーボード。

Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。
抗菌仕様の有線静音フルキーボード。

マウスやキーボードの
打鍵音が周囲の

迷惑にならないかと､
仕事中も

気になってしまう｡

課題

02

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

■ヘッドセット：約150×50×165 mm、充電台：約80×31×73mm／
ヘッドセット：約55g、充電台：約180g

LBT-HSOH11PCBK
¥7,799（税抜価格¥7,090）

■ヘッドセット：約15×30×108mm、充電台：約86×120×48 mm／
　ヘッドセット：約9g、充電台：約97g

LBT-HSC50PCSV
¥12,430（税抜価格¥11,300）

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

WEB会議の
さまざまなお悩み改善で
生産性･社内コミュニケーションの質を向上！

まだまだ
あるある

雑音問題
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https://www.elecom.co.jp/category/cat_headphone_microphone/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/HS-MC07UBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-MC08UBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_wifi-router/?category=client-personal


未

登録
端末にはパスワ

ー
ド
要
求
!

ノートPCの画面部分を上げ目線を上げることで､
PC作業時の姿勢を改善｡
コンパクトに折りたたんでスッキリ収納｡

快適な環境（いい高さ）で
仕事を行いたい

慣れない机での
仕事で、PC作業の効率

が上がらない。
丁度いい姿勢が

見つからなくて長時間
作業が難しい。

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

課題

01

ディスプレイサイズ

13 32～
inch inch

ノートPCサイズ

10.1 15.6～
inch inch

液晶ディスプレイとノートPCを設置でき、
下のスペースを有効活用できる
ダブルアームタイプ。

■ディスプレイスタンド本体:約幅380×奥行230×高さ40mm(脚折た
たみ時)/106mm(脚立ち上げ時)／約1.026kg

PCA-DPSH3811BK
¥14,212（税抜価格¥12,920）

■約W782×D270×H544mm(突起部、クランプノブを含まず)／
　約5.445kg

DPA-DL02BK
¥13,673（税抜価格¥12,430）

周辺機器の抜き差し、充電に
便利なディスプレイスタンド。

ディスプレイサイズ

27～
inch

耐荷重
10kg スチール製

USBハブ
ACアダプタ付

■約幅500×奥行202×高さ82mm／約1.2ｋｇ

PCA-DPSS508BK
¥4,664（税抜価格¥4,240）

目線を上げることで
PC作業時の姿勢を改善。

ディスプレイサイズ

27～
inch

8cm
高さアップ

■約幅117×奥行470×高465mm（クランプ部/グロメット部を除く最
長寸法）／約3.4kg

DPA-SL02SV
¥15,631（税抜価格¥14,210）

狭いデスクも広々使用できる。
ラクな姿勢で作業が可能。

ディスプレイサイズ

13 32～
inch inch

ロングアーム

こんな課題はありませんか？

課題を解決
オフィスの

デスク環境デスク環境

ディスプレイスタンド

PC作業時の姿勢を改善｡
コンパクトに折りたたんでスッキリ収納｡

P.7 ➡

電源問題電源問題

ACタップ

1個でAC電源とUSB機器の
充電・通電がまとめて可能に｡

P.8 ➡

データバックアップデータバックアップ

SSD ⁄ USBメモリ

設定やセキュリティポリシーをカスタマイズ
できる管理者用ソフト対応のUSBメモリ｡

P.7 ➡

作業疲れ作業疲れ

足裏ストレッチグッズ

足を気遣うデスクワークの心強い味方を
多数ラインナップ。

P.9 ➡

PC持ち歩きPC持ち歩き

PCキャリングバッグ

大容量スタンダードタイプから､
衝撃に強いZEROSHOCKシリーズまで｡

P.9 ➡

ディスプレイスタンド

課題

01

感染症対策・衛生感染症対策・衛生

抗菌･抗ウイルスシート ⁄
クリーニングティッシュ

除菌と消臭が同時にできる高性能な
ウェットクリーニングティッシュ｡

P.8 ➡

課題

04

課題

03

課題

02

課題

05

課題

06

SSD

データを安全に一時保存したい
課題

02
移動が多い働き方でも
利便性や効率を
落とさない

データ使用・管理を
行いたい｡

大切なデータも安心して扱える
「パスワード自動認証機能」付き※で、
万一の盗難時にも
情報漏えいリスクを低減。

大切なデータも安心して扱える
「パスワード自動認証機能」付き※で、
万一の盗難時にも
情報漏えいリスクを低減。

圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利!
片手でワンプッシュのラクラク接続！
USB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。

■約57.7×20×10.5mm(コネクタ収納時)／約11g(本体)

250GB

ブラック レッド ホワイト 3色展開

ESD-EPK0250GBK
500GB

ESD-EPK0500GBK
1TB

ESD-EPK1000GBK

¥11,286（税抜価格¥10,260）
¥16,940（税抜価格¥15,400）
¥28,248（税抜価格¥25,680）

250GB
読み込み最大
590MB/s

500GB/1TB
読み込み最大
600MB/s

抜群の耐衝撃性能を誇る
“ZEROSHOCK”モデル。
USB3.2(Gen1)外付けポータブルSSD。

最大読込速度90MB/s、セキュリティソフトにも対応した
スライド式USB3.2(Gen1)メモリ。

最大1.22m
落下試験クリア

■幅58×奥行20.6×高さ9.6mm（コネクタ収納時）／約10g

32GB
MF-SLU3032GBU
64GB

MF-SLU3064GBU
128GB

MF-SLU3128GBU

オープン価格

16GB
MF-SLU3016GBU オープン価格

オープン価格

オープン価格

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

ダウンロード

　選べるセキュリティ※

ダウンロード

■幅130×奥行100×高さ23mm／約130g(本体)

250GB

ブラック レッド 2色展開

ESD-ZSA0250GBK
500GB

ESD-ZSA0500GBK
1TB

ESD-ZSA1000GBK

¥9,867（税抜価格¥8,970）
¥15,532（税抜価格¥14,120）
¥26,840（税抜価格¥24,400）

USBメモリ

※エレコムホームページから
　ダウンロードが可能です。

※エレコムホームページから
　ダウンロードが可能です。

キャップ紛失
心配なし

ストラップ
ホール付

ダウンロード

ダウンロード

ブルー グレー 3色展開レッド

●ソフトウェア方式の暗号化機能
※暗号化でUSBメモリのメモリ領域を使用します。そのためデータ用として使用できる領域は、表示されているメモリ容量の約1/2となります。
※「PASSフォルダ」の場所をデスクトップにした場合、USBメモリの全容量が使用可能になります。
●「AES」は米国政府が標準で使用し、日本政府も推奨する最高レベルの暗号化方式です。
　暗号化することにより、USBメモリ本体を分解して直接データを取り出しても解読しない限り内容を閲覧できなくなります。

●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が可能です。

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※PASS ×AES256bit によるデータ暗号化機能を追加！

Password
Authentication
Security System

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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未

登録
端末にはパスワ

ー
ド
要
求
!

ノートPCの画面部分を上げ目線を上げることで､
PC作業時の姿勢を改善｡
コンパクトに折りたたんでスッキリ収納｡

快適な環境（いい高さ）で
仕事を行いたい

慣れない机での
仕事で、PC作業の効率

が上がらない。
丁度いい姿勢が

見つからなくて長時間
作業が難しい。

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

課題

01

ディスプレイサイズ

13 32～
inch inch

ノートPCサイズ

10.1 15.6～
inch inch

液晶ディスプレイとノートPCを設置でき、
下のスペースを有効活用できる
ダブルアームタイプ。

■ディスプレイスタンド本体:約幅380×奥行230×高さ40mm(脚折た
たみ時)/106mm(脚立ち上げ時)／約1.026kg

PCA-DPSH3811BK
¥14,212（税抜価格¥12,920）

■約W782×D270×H544mm(突起部、クランプノブを含まず)／
　約5.445kg

DPA-DL02BK
¥13,673（税抜価格¥12,430）

周辺機器の抜き差し、充電に
便利なディスプレイスタンド。

ディスプレイサイズ

27～
inch

耐荷重
10kg スチール製

USBハブ
ACアダプタ付

■約幅500×奥行202×高さ82mm／約1.2ｋｇ

PCA-DPSS508BK
¥4,664（税抜価格¥4,240）

目線を上げることで
PC作業時の姿勢を改善。

ディスプレイサイズ

27～
inch

8cm
高さアップ

■約幅117×奥行470×高465mm（クランプ部/グロメット部を除く最
長寸法）／約3.4kg

DPA-SL02SV
¥15,631（税抜価格¥14,210）

狭いデスクも広々使用できる。
ラクな姿勢で作業が可能。

ディスプレイサイズ

13 32～
inch inch

ロングアーム

こんな課題はありませんか？

課題を解決
オフィスの

デスク環境デスク環境

ディスプレイスタンド

PC作業時の姿勢を改善｡
コンパクトに折りたたんでスッキリ収納｡

P.7 ➡

電源問題電源問題

ACタップ

1個でAC電源とUSB機器の
充電・通電がまとめて可能に｡

P.8 ➡

データバックアップデータバックアップ

SSD ⁄ USBメモリ

設定やセキュリティポリシーをカスタマイズ
できる管理者用ソフト対応のUSBメモリ｡

P.7 ➡

作業疲れ作業疲れ

足裏ストレッチグッズ

足を気遣うデスクワークの心強い味方を
多数ラインナップ。

P.9 ➡

PC持ち歩きPC持ち歩き

PCキャリングバッグ

大容量スタンダードタイプから､
衝撃に強いZEROSHOCKシリーズまで｡

P.9 ➡

ディスプレイスタンド

課題

01

感染症対策・衛生感染症対策・衛生

抗菌･抗ウイルスシート ⁄
クリーニングティッシュ

除菌と消臭が同時にできる高性能な
ウェットクリーニングティッシュ｡

P.8 ➡

課題

04

課題

03

課題

02

課題

05

課題

06

SSD

データを安全に一時保存したい
課題

02
移動が多い働き方でも
利便性や効率を
落とさない

データ使用・管理を
行いたい｡

大切なデータも安心して扱える
「パスワード自動認証機能」付き※で、
万一の盗難時にも
情報漏えいリスクを低減。

大切なデータも安心して扱える
「パスワード自動認証機能」付き※で、
万一の盗難時にも
情報漏えいリスクを低減。

圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利!
片手でワンプッシュのラクラク接続！
USB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。

■約57.7×20×10.5mm(コネクタ収納時)／約11g(本体)

250GB

ブラック レッド ホワイト 3色展開

ESD-EPK0250GBK
500GB

ESD-EPK0500GBK
1TB

ESD-EPK1000GBK

¥11,286（税抜価格¥10,260）
¥16,940（税抜価格¥15,400）
¥28,248（税抜価格¥25,680）

250GB
読み込み最大
590MB/s

500GB/1TB
読み込み最大
600MB/s

抜群の耐衝撃性能を誇る
“ZEROSHOCK”モデル。
USB3.2(Gen1)外付けポータブルSSD。

最大読込速度90MB/s、セキュリティソフトにも対応した
スライド式USB3.2(Gen1)メモリ。

最大1.22m
落下試験クリア

■幅58×奥行20.6×高さ9.6mm（コネクタ収納時）／約10g

32GB
MF-SLU3032GBU
64GB

MF-SLU3064GBU
128GB

MF-SLU3128GBU

オープン価格

16GB
MF-SLU3016GBU オープン価格

オープン価格

オープン価格

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

ダウンロード

　選べるセキュリティ※

ダウンロード

■幅130×奥行100×高さ23mm／約130g(本体)

250GB

ブラック レッド 2色展開

ESD-ZSA0250GBK
500GB

ESD-ZSA0500GBK
1TB

ESD-ZSA1000GBK

¥9,867（税抜価格¥8,970）
¥15,532（税抜価格¥14,120）
¥26,840（税抜価格¥24,400）

USBメモリ

※エレコムホームページから
　ダウンロードが可能です。

※エレコムホームページから
　ダウンロードが可能です。

キャップ紛失
心配なし

ストラップ
ホール付

ダウンロード

ダウンロード

ブルー グレー 3色展開レッド

●ソフトウェア方式の暗号化機能
※暗号化でUSBメモリのメモリ領域を使用します。そのためデータ用として使用できる領域は、表示されているメモリ容量の約1/2となります。
※「PASSフォルダ」の場所をデスクトップにした場合、USBメモリの全容量が使用可能になります。
●「AES」は米国政府が標準で使用し、日本政府も推奨する最高レベルの暗号化方式です。
　暗号化することにより、USBメモリ本体を分解して直接データを取り出しても解読しない限り内容を閲覧できなくなります。

●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が可能です。

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※PASS ×AES256bit によるデータ暗号化機能を追加！

Password
Authentication
Security System

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/MF-SLU3016GBU.html
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-ZSA0250GBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EPK0250GBK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_storage-ssd/?category=group-01+client-personal
https://www.elecom.co.jp/category/cat_data-media-usb-flash/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/DPA-SL02SV.html
https://www.elecom.co.jp/products/DPA-DL02BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/PCA-DPSH3811BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/PCA-DPSS508BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_display-stand/?category=client-personal


アドレスフリーや省スペースに最適！

PCキャリングバッグ

足裏ストレッチグッズ

PCの収納や持ち運びで
壊れない対策をしたい

デスクワークで疲れた足をほぐして
リフレッシュしたい！

ごちゃつくPCアイテムや
ガジェットをすっきり
持ち運びたい。

課題

05

課題

06 デスクワーク中心だと
１日中同じ姿勢に・・・

足を気遣うデスクワークの心強い味方を
多数ラインナップ。
足を気遣うデスクワークの心強い味方を
多数ラインナップ。

ACタップ

1個でAC電源とUSB機器の充電・通電がまとめて可能に｡
スイングプラグなら、狭い場所での
配線や収納時に便利｡

外出先での電源確保や､デスクの
電源周りの省スペース化を図りたい

複数の情報端末の
電源確保のため､

持ち回りの利便性UPや
電源周りを

スッキリさせたい｡

課題

03

■幅59×奥行133×高さ26mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約165g

MOT-U13-2302WH
¥5,247（税抜価格¥4,770）

■幅59×奥行133×高さ26mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約165g

MOT-U12-2302WH
¥4,466（税抜価格¥4,060）

合計最大出力が4.8AのUSBポートを
5つ備えたタワー型12個口の電源タップ。

12個口 コード長
2.0 m約 （5V/4.8A）出力

ポート58個口 コード長
2.0 m約 （5V/4.8A）出力

ポート5

（5V/2.4A）出力
12W

合計最大出力が4.8AのUSBポートを
5つ備えたタワー型8個口の電源タップ。

出張や国内旅行にも便利！
ケーブルが収納できる
モバイルUSBタップ。

（5V/3.0A）出力
15W

ノートPCサイズ

14
inch

■約幅360×厚み30×高さ260mm／約160g

ブラック

BM-IBAB14BK ¥4,422（税抜価格¥4,020）
ネイビー

BM-IBAB14NV ¥4,422（税抜価格¥4,020）

抗菌加工で安心をプラス！
スリム設計のインナーケース。

収納できるクッション入りハンドルを採用！
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
ノートPCサイズ

13.3
inch

■約幅360×厚み20×高さ280mm／約250g

グレー

BM-IBCH13GY ¥4,466（税抜価格¥4,060）
ネイビー

BM-IBCH13NV ¥4,466（税抜価格¥4,060）

ノートPCサイズ

13.3
inch

■約幅350×厚み40×高さ270mm／約320g

BM-IBPT13BK
¥4,268（税抜価格¥3,880）

カバンの中にすっきり収納！
伸縮専用ポケット付きソフトインナーバッグ。

■(収納時)約幅192×奥行270×高さ40mm／約80g

HCK-FABMGY
オープン価格

仕事中でも、こっそりリフレッシュ。
デスクの下で足裏のツボをしっかり刺激できる、
B5サイズに折りたたむことができる足つぼマット。

両足同時にツボ押し、
たまごのかたちのような
ストレッチグッズ。

■約幅250×奥行80×高さ60mm

HCK-SBDGY
オープン価格

デスクの下で前後左右にゆらゆら揺らし、
足踏み運動やふくらはぎのストレッチができる
フットストレッチボード。

■(収納時)約直径50×高さ60mm

グレー/ハード

HCK-FAEHGY オープン価格
ライトグレー/ソフト

HCK-FAESGYL オープン価格

両足同時にツボ押し、
突起付きタイプの
紐付きストレッチボール。

■ボール部:約直径49×48.5mm、紐:約250mm

グレー/ハード

HCK-FBTHGY オープン価格
ライトグレー/ソフト

HCK-FBTSGYL オープン価格

ノートPCサイズ

15.6
inch

■約幅400×奥行85×高さ300mm(取手、ショルダーベルト含まず)／
　約491g

BM-BSSDBK
¥6,424（税抜価格¥5,840）

小物の整理にも最適！
整理タイプの
ビジネスキャリングバッグ。

3つの
外部ポケット

十分な収納スペースを備えた
大容量スタンダードタイプから､
衝撃に強いZEROSHOCKシリーズ
まで豊富に取り扱い。

※11.6、15.6inch
　サイズもございます。

6種類
ツボ押し

スナップボタン
付き

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

折りたたむと
厚み約4cm

USB-A
×2ポート搭載

USB Type-C
USB-A

■約W130×D130×H150mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約785g
■付属品：固定用ネジ×5本（予備の1本含む）、取扱説明書
※電気工事法により、この製品を家屋や家具などにネジ留めする場合は、電気
工事士による施工が必要です。ただし、予め据え付けたネジなどに製品を引っ
掛けて使用する場合は、この限りではありません。

TT-U01-0820BK
¥8,338（税抜価格¥7,580）

■約W130×D130×H198mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約855g
■付属品：固定用ネジ×5本（予備の1本含む）、取扱説明書
※電気工事法により、この製品を家屋や家具などにネジ留めする場合は、電気
工事士による施工が必要です。ただし、予め据え付けたネジなどに製品を引っ
掛けて使用する場合は、この限りではありません。

TT-U02-1220BK
¥8,866（税抜価格¥8,060）

クリーニングティッシュ抗菌・抗ウイルスシート

前の人の利用跡が気になる

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

課題

04
たくさんの人と
同じデスクをシェア
するため、

使用するスペースは
清潔に保ちたい・・・

ウイルス除去 除菌 消臭 ウイルス除去 除菌 消臭

■20枚・厚手大判

WC-VR20LPN
オープン価格

ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる！
高機能性ウイルス除去剤を配合した
ウェットクリーニングティッシュ。

■60枚

WC-VR60N
オープン価格

ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる！
高機能性ウイルス除去剤を配合した
ウェットクリーニングティッシュ。

■2枚・A4サイズ

IPM-AVSAGA42
¥5,544（税抜価格¥5,040）

好きなサイズに切って貼るだけで、日常的に触れる箇所を保護できる抗菌・抗ウイルスシート！

■2枚・A4サイズ

IPM-AVSSA42
¥5,544（税抜価格¥5,040）

曲面用曲面用平面用平面用平面用

除菌と消臭が同時にできる高性能な
ウェットクリーニングティッシュで､
デスク周りの清潔性を保って快適さUP｡

除菌と消臭が同時にできる高性能な
ウェットクリーニングティッシュで､
デスク周りの清潔性を保って快適さUP｡

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/category/cat_power-strip_2p/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/MOT-U12-2302WH.html
https://www.elecom.co.jp/products/MOT-U13-2302WH.html
https://www.elecom.co.jp/products/TT-U02-1220BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TT-U01-0820BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_sanitary-film/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/IPM-AVSAGA42.html
https://www.elecom.co.jp/products/IPM-AVSSA42.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cleaning_tisue/?category=group-02+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/WC-VR60N.html
https://www.elecom.co.jp/products/WC-VR20LPN.html


アドレスフリーや省スペースに最適！

PCキャリングバッグ

足裏ストレッチグッズ

PCの収納や持ち運びで
壊れない対策をしたい

デスクワークで疲れた足をほぐして
リフレッシュしたい！

ごちゃつくPCアイテムや
ガジェットをすっきり
持ち運びたい。

課題

05

課題

06 デスクワーク中心だと
１日中同じ姿勢に・・・

足を気遣うデスクワークの心強い味方を
多数ラインナップ。
足を気遣うデスクワークの心強い味方を
多数ラインナップ。

ACタップ

1個でAC電源とUSB機器の充電・通電がまとめて可能に｡
スイングプラグなら、狭い場所での
配線や収納時に便利｡

外出先での電源確保や､デスクの
電源周りの省スペース化を図りたい

複数の情報端末の
電源確保のため､

持ち回りの利便性UPや
電源周りを

スッキリさせたい｡

課題

03

■幅59×奥行133×高さ26mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約165g

MOT-U13-2302WH
¥5,247（税抜価格¥4,770）

■幅59×奥行133×高さ26mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約165g

MOT-U12-2302WH
¥4,466（税抜価格¥4,060）

合計最大出力が4.8AのUSBポートを
5つ備えたタワー型12個口の電源タップ。

12個口 コード長
2.0 m約 （5V/4.8A）出力

ポート58個口 コード長
2.0 m約 （5V/4.8A）出力

ポート5

（5V/2.4A）出力
12W

合計最大出力が4.8AのUSBポートを
5つ備えたタワー型8個口の電源タップ。

出張や国内旅行にも便利！
ケーブルが収納できる
モバイルUSBタップ。

（5V/3.0A）出力
15W

ノートPCサイズ

14
inch

■約幅360×厚み30×高さ260mm／約160g

ブラック

BM-IBAB14BK ¥4,422（税抜価格¥4,020）
ネイビー

BM-IBAB14NV ¥4,422（税抜価格¥4,020）

抗菌加工で安心をプラス！
スリム設計のインナーケース。

収納できるクッション入りハンドルを採用！
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
ノートPCサイズ

13.3
inch

■約幅360×厚み20×高さ280mm／約250g

グレー

BM-IBCH13GY ¥4,466（税抜価格¥4,060）
ネイビー

BM-IBCH13NV ¥4,466（税抜価格¥4,060）

ノートPCサイズ

13.3
inch

■約幅350×厚み40×高さ270mm／約320g

BM-IBPT13BK
¥4,268（税抜価格¥3,880）

カバンの中にすっきり収納！
伸縮専用ポケット付きソフトインナーバッグ。

■(収納時)約幅192×奥行270×高さ40mm／約80g

HCK-FABMGY
オープン価格

仕事中でも、こっそりリフレッシュ。
デスクの下で足裏のツボをしっかり刺激できる、
B5サイズに折りたたむことができる足つぼマット。

両足同時にツボ押し、
たまごのかたちのような
ストレッチグッズ。

■約幅250×奥行80×高さ60mm

HCK-SBDGY
オープン価格

デスクの下で前後左右にゆらゆら揺らし、
足踏み運動やふくらはぎのストレッチができる
フットストレッチボード。

■(収納時)約直径50×高さ60mm

グレー/ハード

HCK-FAEHGY オープン価格
ライトグレー/ソフト

HCK-FAESGYL オープン価格

両足同時にツボ押し、
突起付きタイプの
紐付きストレッチボール。

■ボール部:約直径49×48.5mm、紐:約250mm

グレー/ハード

HCK-FBTHGY オープン価格
ライトグレー/ソフト

HCK-FBTSGYL オープン価格

ノートPCサイズ

15.6
inch

■約幅400×奥行85×高さ300mm(取手、ショルダーベルト含まず)／
　約491g

BM-BSSDBK
¥6,424（税抜価格¥5,840）

小物の整理にも最適！
整理タイプの
ビジネスキャリングバッグ。

3つの
外部ポケット

十分な収納スペースを備えた
大容量スタンダードタイプから､
衝撃に強いZEROSHOCKシリーズ
まで豊富に取り扱い。

※11.6、15.6inch
　サイズもございます。

6種類
ツボ押し

スナップボタン
付き

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

折りたたむと
厚み約4cm

USB-A
×2ポート搭載

USB Type-C
USB-A

■約W130×D130×H150mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約785g
■付属品：固定用ネジ×5本（予備の1本含む）、取扱説明書
※電気工事法により、この製品を家屋や家具などにネジ留めする場合は、電気
工事士による施工が必要です。ただし、予め据え付けたネジなどに製品を引っ
掛けて使用する場合は、この限りではありません。

TT-U01-0820BK
¥8,338（税抜価格¥7,580）

■約W130×D130×H198mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／
　約855g
■付属品：固定用ネジ×5本（予備の1本含む）、取扱説明書
※電気工事法により、この製品を家屋や家具などにネジ留めする場合は、電気
工事士による施工が必要です。ただし、予め据え付けたネジなどに製品を引っ
掛けて使用する場合は、この限りではありません。

TT-U02-1220BK
¥8,866（税抜価格¥8,060）

クリーニングティッシュ抗菌・抗ウイルスシート

前の人の利用跡が気になる

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

課題

04
たくさんの人と
同じデスクをシェア
するため、

使用するスペースは
清潔に保ちたい・・・

ウイルス除去 除菌 消臭 ウイルス除去 除菌 消臭

■20枚・厚手大判

WC-VR20LPN
オープン価格

ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる！
高機能性ウイルス除去剤を配合した
ウェットクリーニングティッシュ。

■60枚

WC-VR60N
オープン価格

ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる！
高機能性ウイルス除去剤を配合した
ウェットクリーニングティッシュ。

■2枚・A4サイズ

IPM-AVSAGA42
¥5,544（税抜価格¥5,040）

好きなサイズに切って貼るだけで、日常的に触れる箇所を保護できる抗菌・抗ウイルスシート！

■2枚・A4サイズ

IPM-AVSSA42
¥5,544（税抜価格¥5,040）

曲面用曲面用平面用平面用平面用

除菌と消臭が同時にできる高性能な
ウェットクリーニングティッシュで､
デスク周りの清潔性を保って快適さUP｡

除菌と消臭が同時にできる高性能な
ウェットクリーニングティッシュで､
デスク周りの清潔性を保って快適さUP｡

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/category/cat_body-care/?category=group-05+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/HCK-FAEHGY.html
https://www.elecom.co.jp/products/HCK-FBTHGY.html
https://www.elecom.co.jp/products/HCK-FABMGY.html
https://www.elecom.co.jp/products/HCK-SBDGY.html
https://www.elecom.co.jp/products/BM-IBPT13BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/BM-BSSDBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/BM-IBCH13GY.html
https://www.elecom.co.jp/products/BM-IBAB14BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_carrying-bag/?category=client-personal


※1:満充電をした本製品を
用い、バッテリー容量が
約1800mAhのスマート
フォンを充電する際の
目安回数です。充電中に
電源が入ったり、機器を
使用している場合は記
載の数値まで充電でき
ない場合があります。

※2: 3.60V換算

※1:満充電した本製品で約
1800mAhのバッテリー
搭載のスマートフォンを
充電した場合の目安で
す。機器や使用環境によ
って変化します。

※2: 3.70V換算

モバイルバッテリー

モバイル機器の非常電源として持ち歩く
ことをおすすめします。
コンセントがない場所や、確保が難しい
場合でも機器を充電できます。

AC充電器

万一の非常電源を持ち歩きたい

モバイル機器の電池切れが心配

外出先や屋外では
モバイル機器の電源確保が

難しいため、
充電忘れや利用頻度が高い時の
充電量は、常に気にする必要が

出てきてしまいます。

課題

01

課題

02
モバイル端末を持ち歩く
時は、必要な電源や充電を
するために各端末用の
充電器を用意すると
荷物が多くなって
しまいます。

会社、自宅、カフェなどのコンセントから
スマホやモバイル機器を
充電することができます｡

■約W50×D29×H45mm／約58g

ホワイトMPA-ACCP17WH ¥2,849（税抜価格¥2,590）
ブラック ¥2,849（税抜価格¥2,590）MPA-ACCP17BK

USB Power Delivery認証済みの
USB Type-C™(USB-C™)ポートを搭載
超高速充電できるUSB AC充電器。

■約W63×D30×H66mm／約150g

MPA-ACCP24BK
¥9,779（税抜価格¥8,890）

■約W47.5×D28×H47.5mm／約78g

MPA-ACCP25WH
¥7,414（税抜価格¥6,740）

USB Power Deliveryに準拠し
スマートフォン、タブレットなどを2台同時に
超高速充電できるUSB AC充電器。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。

超高速充電

USB Type-C
×2ポート

USB Type-C
×2ポート

■約W51×D44×H156mm／約442g

DE-C33L-20000BK
¥16,885（税抜価格¥15,350）

USB Power Delivery認証でノートパソコンやスマートフォン、
タブレットなどを超高速充電できる20100mAhモバイルバッテリー。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。

繰り返し使用
500回

まとめて
充電対応

繰り返し使用
500回

まとめて
充電対応

USB Power Delivery規格に準拠し、スマートフォン、
タブレットなどを超高速充電できる20000mAhモバイルバッテリー。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。

■約W75×D27.6×H150mm／約435g

ホワイト DE-C34-20000WH ¥9,614（税抜価格¥8,740）
ブラック ¥9,614（税抜価格¥8,740）DE-C34-20000BK

こんな課題はありませんか？

課題を解決

持ち歩き持ち歩き

AC充電器

カフェなどのオープンスペースでも､
スマホやモバイル機器を充電・通電が可能｡

P.11 ➡

非常電源非常電源

モバイルバッテリー

モバイル機器の非常電源としても
持ち歩くことをおすすめします｡

P.11 ➡

課題

01

課題

02

データ持ち出しデータ持ち出し

データ復旧サービス付きポータブルSSD

誤操作によるデータの消失時に、
安心をプラス。

P.12 ➡

モバイルワークモバイルワーク

薄型キーボード ⁄ モバイルマウス

これがあれば大丈夫！
モバイルマウス・薄型キーボード

P.12 ➡

ケーブル周りケーブル周り

ドッキングステーション

複数のケーブルを持ち歩く必要もなく、
省スペース配線が可能。

P.13 ➡

セキュリティセキュリティ

のぞき見防止フィルター

PCの画面に貼るだけでのぞき見を防止できる
のぞき見防止フィルター｡

P.13 ➡

リモート・シェアオフィスの
これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

課題

03

課題

04

課題

05

課題

06

充電可能

52.5W
合計最大出力

6.6約 回

20100mAh

充電可能

20W
合計最大出力

6.6約 回
※1

※1

20000mAh ※2

※2

USB Power Deliveryに準拠しノートパソコンや
スマートフォン、タブレットなどを2台同時に
超高速充電できるUSB AC充電器。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は60Wです。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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※1:満充電をした本製品を
用い、バッテリー容量が
約1800mAhのスマート
フォンを充電する際の
目安回数です。充電中に
電源が入ったり、機器を
使用している場合は記
載の数値まで充電でき
ない場合があります。

※2: 3.60V換算

※1:満充電した本製品で約
1800mAhのバッテリー
搭載のスマートフォンを
充電した場合の目安で
す。機器や使用環境によ
って変化します。

※2: 3.70V換算

モバイルバッテリー

モバイル機器の非常電源として持ち歩く
ことをおすすめします。
コンセントがない場所や、確保が難しい
場合でも機器を充電できます。

AC充電器

万一の非常電源を持ち歩きたい

モバイル機器の電池切れが心配

外出先や屋外では
モバイル機器の電源確保が

難しいため、
充電忘れや利用頻度が高い時の
充電量は、常に気にする必要が

出てきてしまいます。

課題

01

課題

02
モバイル端末を持ち歩く
時は、必要な電源や充電を
するために各端末用の
充電器を用意すると
荷物が多くなって
しまいます。

会社、自宅、カフェなどのコンセントから
スマホやモバイル機器を
充電することができます｡

■約W50×D29×H45mm／約58g

ホワイトMPA-ACCP17WH ¥2,849（税抜価格¥2,590）
ブラック ¥2,849（税抜価格¥2,590）MPA-ACCP17BK

USB Power Delivery認証済みの
USB Type-C™(USB-C™)ポートを搭載
超高速充電できるUSB AC充電器。

■約W63×D30×H66mm／約150g

MPA-ACCP24BK
¥9,779（税抜価格¥8,890）

■約W47.5×D28×H47.5mm／約78g

MPA-ACCP25WH
¥7,414（税抜価格¥6,740）

USB Power Deliveryに準拠し
スマートフォン、タブレットなどを2台同時に
超高速充電できるUSB AC充電器。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。

超高速充電

USB Type-C
×2ポート

USB Type-C
×2ポート

■約W51×D44×H156mm／約442g

DE-C33L-20000BK
¥16,885（税抜価格¥15,350）

USB Power Delivery認証でノートパソコンやスマートフォン、
タブレットなどを超高速充電できる20100mAhモバイルバッテリー。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。

繰り返し使用
500回

まとめて
充電対応

繰り返し使用
500回

まとめて
充電対応

USB Power Delivery規格に準拠し、スマートフォン、
タブレットなどを超高速充電できる20000mAhモバイルバッテリー。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。

■約W75×D27.6×H150mm／約435g

ホワイト DE-C34-20000WH ¥9,614（税抜価格¥8,740）
ブラック ¥9,614（税抜価格¥8,740）DE-C34-20000BK

こんな課題はありませんか？

課題を解決

持ち歩き持ち歩き

AC充電器

カフェなどのオープンスペースでも､
スマホやモバイル機器を充電・通電が可能｡

P.11 ➡

非常電源非常電源

モバイルバッテリー

モバイル機器の非常電源としても
持ち歩くことをおすすめします｡

P.11 ➡

課題

01

課題

02

データ持ち出しデータ持ち出し

データ復旧サービス付きポータブルSSD

誤操作によるデータの消失時に、
安心をプラス。

P.12 ➡

モバイルワークモバイルワーク

薄型キーボード ⁄ モバイルマウス

これがあれば大丈夫！
モバイルマウス・薄型キーボード

P.12 ➡

ケーブル周りケーブル周り

ドッキングステーション

複数のケーブルを持ち歩く必要もなく、
省スペース配線が可能。

P.13 ➡

セキュリティセキュリティ

のぞき見防止フィルター

PCの画面に貼るだけでのぞき見を防止できる
のぞき見防止フィルター｡

P.13 ➡

リモート・シェアオフィスの
これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

課題

03

課題

04

課題

05

課題

06

充電可能

52.5W
合計最大出力

6.6約 回

20100mAh

充電可能

20W
合計最大出力

6.6約 回
※1

※1

20000mAh ※2

※2

USB Power Deliveryに準拠しノートパソコンや
スマートフォン、タブレットなどを2台同時に
超高速充電できるUSB AC充電器。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は60Wです。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/category/cat_cellphone-battery/?category=group-05+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C33L-20000BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C34-20000BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP17BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_charger-powerdelivery/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP24BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP25WH.html


USB3.1 Gen1

HDMI LAN

■約114.5×22.8×16.8mm(ケーブル含まず)

DST-C17SV
¥6,787（税抜価格¥6,170）

のぞき見防止フィルター

PCの画面に貼るだけでのぞき見を防止できる
のぞき見防止フィルター｡
マグネットタイプや吸着タイプなら､
きれいに貼れない問題も解決｡

PCの画面に貼るだけでのぞき見を防止できる
のぞき見防止フィルター｡
マグネットタイプや吸着タイプなら､
きれいに貼れない問題も解決｡

ドッキングステーション

オープンスペースでの仕事中
のぞき見による情報漏えいが心配！

ケーブル配線をコンパクトにしたい

さまざまな人が
行き来するオープン
スペースでの仕事中、
座席の後ろや横から
簡単に画面を
覗かれてしまう｡

課題

05

課題

06
物であふれて資料が
広げられない。また､
複数の周辺機器を
接続するとケーブル
処理が大変に｡

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。
簡単に取り外しできるのぞき見防止フィルター。

ケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できるため、
複数のケーブルを持ち歩く必要もなく、
省スペース配線が可能。

ケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できるため、
複数のケーブルを持ち歩く必要もなく、
省スペース配線が可能。

ポータブルSSDなら高い耐衝撃性と
スピーディなデータ保存が可能。
また、データ復旧サービスLite※付きなら
データを誤って消してしまった
などの誤操作によるデータの
消失時に、安心をプラス。

ストレージ不足を解決しつつ、
万一のデータ消去にも備えたい

バッグの中で
キーボードやマウスがかさばる

大事なデータの
一時的な保存先として、
外付けストレージの活用が
多い中、誤ってデータを
消してしまうなどの
トラブルも・・・

課題

03

課題

04
必要な機器の他に､

資料なども持ち歩くため､
特に凹凸の多いマウスや
長細いキーボードは
バッグに収まりにくい｡

取り外し、取り付けカンタン！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。

USB機器や
HDMIディスプレイを接続。

■使用時：幅43.0×奥行102.0×高さ34.2mm／Mサイズ
　収納時：幅43.0×奥行62.5×高さ34.2mm／Sサイズ／約48g

ブラック ¥8,778（税抜価格¥7,980）
レッド M-CCP1BBRD ¥8,778（税抜価格¥7,980）

M-CCP1BBBK

ホワイト M-CCP1BBWH ¥8,778（税抜価格¥7,980）

持ち運び時は小さく、使用時は大きく。
Bluetooth®モバイルマウス“CAPCLIP PRO（キャップクリップ プロ）”。

■幅55.5×奥行103.8 ×高さ28.0mm／Mサイズ／約66g（電池含む）

ブラック ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ブルー M-TM10BBBU ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBBK

グレー M-TM10BBGY ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ピンク ¥5,060（税抜価格¥4,600）
レッド M-TM10BBRD ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBPN

ホワイト M-TM10BBWH ¥5,060（税抜価格¥4,600）

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい！ 

■幅300×高さ170（182）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

EF-PFM133W2
¥7,260（税抜価格¥6,600）

■幅301×高さ180mm（左右上下100×5mmの吸着部含む）
■厚み：フィルター部／0.37mm、吸着部：1.05mm

EF-PFNS133W2
¥9,757（税抜価格¥8,870）

USB3.1 Gen1USB3.1 Gen1

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

MACアドレス
チェンジャー

有線LAN×1
ギガビット

ケーブル直付け
（30cm）

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※

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※

USB3.1 Gen1
×1ポート

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

■約幅80.0×奥行15.0×高さ40.0mm(ケーブルを除く)／約40.0g

ホワイト DST-C09WH ¥8,448（税抜価格¥7,680）
ブラック ¥8,448（税抜価格¥7,680）DST-C09BK

■約幅59×奥行14×高さ40mm(ケーブル含まず)／約35g(ケーブル含む）

ホワイト DST-C13WH ¥7,040（税抜価格¥6,400）
ブラック ¥7,040（税抜価格¥6,400）DST-C13BK

ペアリングした最大3台までのデバイスを
瞬時に切り替えられるBluetooth®
薄型ミニキーボード。

ソフトレザー
ポーチ付

SSDならではの高速データ転送。 
軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに最適な
データ復旧サービスLite※付き外付けポータブルSSD。

※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害については当社は責任を負いかねます。

USB3.2
（Gen1）対応

ケーブル
一体型

のぞき見防止
視野角60°

マグネット
タイプ

13.3Wインチ
（16：9）

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60°吸着タイプ

13.3Wインチ
（16：9）

ブルーライト
約42%カット

映像 HDMI×1
最大4K@30Hz

USB3.1Gen1
×3ポート

有線LAN×1
ギガビット

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
外付けポータブルSSD。

■W115×D78×H12mm／約100g(本体)

500GB
ESD-EJ0500GBKR
1TB

ESD-EJ1000GBKR
2TB

ESD-EJ2000GBKR

¥12,694（税抜価格¥11,540）

250GB
ESD-EJ0250GBKR ¥7,469（税抜価格¥6,790）

¥22,594（税抜価格¥20,540）
¥44,968（税抜価格¥40,880）

120GB

ブラック ホワイト 2色展開

ESD-EJ0120GBKR ¥5,346（税抜価格¥4,860）

USBメモリサイズのデータ復旧サービスLite※付き
超小型外付けポータブルSSD。

■W64×D21×H9mm(コネクタ収納時)
　W75×D21×H9mm（コネクタ伸長時）／約10g(本体)

ブラック ブルー シルバー 3色展開

250GB
ESD-EMN0250GBKR
500GB

ESD-EMN0500GBKR
1TB

ESD-EMN1000GBKR

¥9,867（税抜価格¥8,970）

128GB
ESD-EMN0128GBKR ¥7,744（税抜価格¥7,040）

¥15,532（税抜価格¥14,120）
¥26,840（税抜価格¥24,400）

USB3.2
(Gen1)対応

USB3.2
(Gen1)対応

■幅289.2×奥行127.5×高さ21.2mm／約374g（電池を含まず）

ホワイト TK-FBP100WH ¥9,174（税抜価格¥8,340）
ブラック ¥9,174（税抜価格¥8,340）TK-FBP100BK

Bluetooth®3.0
Class2対応

軽量・薄型

ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現した
ワイヤレスBluetooth®ウルトラスリムキーボード。

■幅257.0×奥行142.0×高さ7.2mm／約211g

ブルー TK-SLP01BU ¥11,715（税抜価格¥10,650）
ブラック ¥11,715（税抜価格¥10,650）TK-SLP01BK

Bluetooth®3.0
Class2対応

充電式

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

データ復旧サービスLite※付きポータブルSSD

ビジュアルハッキング
（のぞき見防止）対策

動画はこちら⬇⬇検証

●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※

ダウンロード ダウンロード

ダウンロード

■W113×D48.5×H11mm(ケーブル収納時)／約44g

250GB

ブラック レッド ホワイト 3色展開

ESD-ECA0250GBKR
500GB

ESD-ECA0500GBKR
1TB

ESD-ECA1000GBKR

¥9,592（税抜価格¥8,720）
¥14,113（税抜価格¥12,830）
¥24,717（税抜価格¥22,470）

これがあれば大丈夫！　
薄型キーボード・モバイルマウス
これがあれば大丈夫！　
薄型キーボード・モバイルマウス

※製品本体にて8Wを消費しますので、実際
の出力は最大52Wとなります。
※52Wで給電が必要な場合は、60W出力
の充電器をご用意ください。

※製品本体にて8Wを消費しますので、実際
の出力は最大52Wとなります。
※52Wで給電が必要な場合は、60W出力
の充電器をご用意ください。

モバイルマウス薄型キーボード

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/M-CCP1BBBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-TM10BBBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-SLP01BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP100BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_mouse_bluetooth/?category=group-04+client-personal
https://www.elecom.co.jp/category/cat_keyboard_bluetooth/?category=client-personal+chk-09
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EJ0120GBKR.html
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EMN0128GBKR.html
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-ECA0250GBKR.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_storage-ssd/?category=group-01+client-personal


USB3.1 Gen1

HDMI LAN

■約114.5×22.8×16.8mm(ケーブル含まず)

DST-C17SV
¥6,787（税抜価格¥6,170）

のぞき見防止フィルター

PCの画面に貼るだけでのぞき見を防止できる
のぞき見防止フィルター｡
マグネットタイプや吸着タイプなら､
きれいに貼れない問題も解決｡

PCの画面に貼るだけでのぞき見を防止できる
のぞき見防止フィルター｡
マグネットタイプや吸着タイプなら､
きれいに貼れない問題も解決｡

ドッキングステーション

オープンスペースでの仕事中
のぞき見による情報漏えいが心配！

ケーブル配線をコンパクトにしたい

さまざまな人が
行き来するオープン
スペースでの仕事中、
座席の後ろや横から
簡単に画面を
覗かれてしまう｡

課題

05

課題

06
物であふれて資料が
広げられない。また､
複数の周辺機器を
接続するとケーブル
処理が大変に｡

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。
簡単に取り外しできるのぞき見防止フィルター。

ケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できるため、
複数のケーブルを持ち歩く必要もなく、
省スペース配線が可能。

ケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できるため、
複数のケーブルを持ち歩く必要もなく、
省スペース配線が可能。

ポータブルSSDなら高い耐衝撃性と
スピーディなデータ保存が可能。
また、データ復旧サービスLite※付きなら
データを誤って消してしまった
などの誤操作によるデータの
消失時に、安心をプラス。

ストレージ不足を解決しつつ、
万一のデータ消去にも備えたい

バッグの中で
キーボードやマウスがかさばる

大事なデータの
一時的な保存先として、
外付けストレージの活用が
多い中、誤ってデータを
消してしまうなどの
トラブルも・・・

課題

03

課題

04
必要な機器の他に､

資料なども持ち歩くため､
特に凹凸の多いマウスや
長細いキーボードは
バッグに収まりにくい｡

取り外し、取り付けカンタン！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。

USB機器や
HDMIディスプレイを接続。

■使用時：幅43.0×奥行102.0×高さ34.2mm／Mサイズ
　収納時：幅43.0×奥行62.5×高さ34.2mm／Sサイズ／約48g

ブラック ¥8,778（税抜価格¥7,980）
レッド M-CCP1BBRD ¥8,778（税抜価格¥7,980）

M-CCP1BBBK

ホワイト M-CCP1BBWH ¥8,778（税抜価格¥7,980）

持ち運び時は小さく、使用時は大きく。
Bluetooth®モバイルマウス“CAPCLIP PRO（キャップクリップ プロ）”。

■幅55.5×奥行103.8 ×高さ28.0mm／Mサイズ／約66g（電池含む）

ブラック ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ブルー M-TM10BBBU ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBBK

グレー M-TM10BBGY ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ピンク ¥5,060（税抜価格¥4,600）
レッド M-TM10BBRD ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBPN

ホワイト M-TM10BBWH ¥5,060（税抜価格¥4,600）

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい！ 

■幅300×高さ170（182）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

EF-PFM133W2
¥7,260（税抜価格¥6,600）

■幅301×高さ180mm（左右上下100×5mmの吸着部含む）
■厚み：フィルター部／0.37mm、吸着部：1.05mm

EF-PFNS133W2
¥9,757（税抜価格¥8,870）

USB3.1 Gen1USB3.1 Gen1

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

MACアドレス
チェンジャー

有線LAN×1
ギガビット

ケーブル直付け
（30cm）

Type-C接続
（USB3.1 Gen1）

Power
Delivery対応※

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※

USB3.1 Gen1
×1ポート

映像 HDMI×1
最大4K2K@30Hz

■約幅80.0×奥行15.0×高さ40.0mm(ケーブルを除く)／約40.0g

ホワイト DST-C09WH ¥8,448（税抜価格¥7,680）
ブラック ¥8,448（税抜価格¥7,680）DST-C09BK

■約幅59×奥行14×高さ40mm(ケーブル含まず)／約35g(ケーブル含む）

ホワイト DST-C13WH ¥7,040（税抜価格¥6,400）
ブラック ¥7,040（税抜価格¥6,400）DST-C13BK

ペアリングした最大3台までのデバイスを
瞬時に切り替えられるBluetooth®
薄型ミニキーボード。

ソフトレザー
ポーチ付

SSDならではの高速データ転送。 
軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに最適な
データ復旧サービスLite※付き外付けポータブルSSD。

※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害については当社は責任を負いかねます。

USB3.2
（Gen1）対応

ケーブル
一体型

のぞき見防止
視野角60°

マグネット
タイプ

13.3Wインチ
（16：9）

ブルーライト
約42%カット

のぞき見防止
視野角60°吸着タイプ

13.3Wインチ
（16：9）

ブルーライト
約42%カット

映像 HDMI×1
最大4K@30Hz

USB3.1Gen1
×3ポート

有線LAN×1
ギガビット

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
外付けポータブルSSD。

■W115×D78×H12mm／約100g(本体)

500GB
ESD-EJ0500GBKR
1TB

ESD-EJ1000GBKR
2TB

ESD-EJ2000GBKR

¥12,694（税抜価格¥11,540）

250GB
ESD-EJ0250GBKR ¥7,469（税抜価格¥6,790）

¥22,594（税抜価格¥20,540）
¥44,968（税抜価格¥40,880）

120GB

ブラック ホワイト 2色展開

ESD-EJ0120GBKR ¥5,346（税抜価格¥4,860）

USBメモリサイズのデータ復旧サービスLite※付き
超小型外付けポータブルSSD。

■W64×D21×H9mm(コネクタ収納時)
　W75×D21×H9mm（コネクタ伸長時）／約10g(本体)

ブラック ブルー シルバー 3色展開

250GB
ESD-EMN0250GBKR
500GB

ESD-EMN0500GBKR
1TB

ESD-EMN1000GBKR

¥9,867（税抜価格¥8,970）

128GB
ESD-EMN0128GBKR ¥7,744（税抜価格¥7,040）

¥15,532（税抜価格¥14,120）
¥26,840（税抜価格¥24,400）

USB3.2
(Gen1)対応

USB3.2
(Gen1)対応

■幅289.2×奥行127.5×高さ21.2mm／約374g（電池を含まず）

ホワイト TK-FBP100WH ¥9,174（税抜価格¥8,340）
ブラック ¥9,174（税抜価格¥8,340）TK-FBP100BK

Bluetooth®3.0
Class2対応

軽量・薄型

ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現した
ワイヤレスBluetooth®ウルトラスリムキーボード。

■幅257.0×奥行142.0×高さ7.2mm／約211g

ブルー TK-SLP01BU ¥11,715（税抜価格¥10,650）
ブラック ¥11,715（税抜価格¥10,650）TK-SLP01BK

Bluetooth®3.0
Class2対応

充電式

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

データ復旧サービスLite※付きポータブルSSD

ビジュアルハッキング
（のぞき見防止）対策

動画はこちら⬇⬇検証

●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※

ダウンロード ダウンロード

ダウンロード

■W113×D48.5×H11mm(ケーブル収納時)／約44g

250GB

ブラック レッド ホワイト 3色展開

ESD-ECA0250GBKR
500GB

ESD-ECA0500GBKR
1TB

ESD-ECA1000GBKR

¥9,592（税抜価格¥8,720）
¥14,113（税抜価格¥12,830）
¥24,717（税抜価格¥22,470）

これがあれば大丈夫！　
薄型キーボード・モバイルマウス
これがあれば大丈夫！　
薄型キーボード・モバイルマウス

※製品本体にて8Wを消費しますので、実際
の出力は最大52Wとなります。
※52Wで給電が必要な場合は、60W出力
の充電器をご用意ください。

※製品本体にて8Wを消費しますので、実際
の出力は最大52Wとなります。
※52Wで給電が必要な場合は、60W出力
の充電器をご用意ください。

モバイルマウス薄型キーボード

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/DST-C13BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/DST-C17SV.html
https://www.elecom.co.jp/products/DST-C09BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable_docking-station/?category=client-personal
https://youtu.be/8B9I8MsuS7E
https://www.elecom.co.jp/category/cat_filter/?category=client-personal+chk-05
https://www.elecom.co.jp/products/EF-PFM133W2.html
https://www.elecom.co.jp/products/EF-PFNS133W2.html


こんな課題はありませんか？

課題を解決
在宅の

セキュリティセキュリティ

カメラレンズ保護カバー

カメラの画角調整ミスや
盗撮被害からもプライバシーを保護｡

P.15 ➡

作業環境作業環境

折りたたみPCスタンド

PC作業時の姿勢を改善｡
ノートPCの下にキーボードや資料が収納｡

P.14 ⬇

作業疲れ作業疲れ

バランスボール /マッサージャー

無理なくスキマ時間にエクササイズで
しっかり息抜きを｡

P.15 ➡

カメラレンズ保護カバー

カメラ画角調整ミスだけではなく、
盗撮やWEB監視などの被害からも
プライバシーを保護する、
カメラレンズの保護カバーです。

カメラの画角調整ミスや
盗撮からプライバシーを守りたい！t

在宅勤務の運動不足や疲れを
解消したい！

WEB会議に
参加する時、雑然とし
た周りが見えてしまう｡
そんなうっかりで印象を
悪くしてしまうことや､
遠隔監視アプリの標的に
なっているかも・・

課題

02

課題

03
出勤や外出がなく､
オフィスチェアやPC
デスクが揃いにくい
在宅勤務の環境では､
1日中同じ姿勢になり
がちに・・・。

課題

01
課題

03

課題

02

カバーの開閉

簡単装着

脚付きであれば、ノートPCの下にキーボードや資料が収納できます。
また、ノートPCの画面部分を上げ目線を上げることで、PC作業時の姿勢を改善。

せまいスペースでも
作業環境を整えたい！

課題

01

■約幅280×奥行280×高さ26mm（折りたたみ時）／
　約574ｇ

PCA-LTS8BK
¥3,883（税抜価格¥3,530）

ブラックPCA-LTSC2BK
¥4,466（税抜価格¥4,060）

ホワイト PCA-LTSC2WH
¥4,466（税抜価格¥4,060）

■約幅46×奥行290×高さ30mm(折りたたみ時)／
　約272ｇ

■約幅280×奥行280×高さ26mm（折りたたみ時）／
　約840ｇ

PCA-LTSH8BK
¥4,862（税抜価格¥4,420）

■約幅258×奥行280×高さ30mm（折りたたみ時）／
　約364ｇ

PCA-LTSR8BK
¥4,466（税抜価格¥4,060）

■Lサイズ　■2個入
■幅42～63×高さ16×厚み2.1mm　(カメラ穴：Φ12mm)

ESE-03LBK
¥1,925（税抜価格¥1,750）

■Mサイズ　■3個入
■幅28×高さ11.2×厚み1mm　(カメラ穴：Φ8mm)

ESE-02MBK
¥1,727（税抜価格¥1,570）

■Sサイズ　■3個入
■幅18×高さ9.2×厚み1mm　（カメラ穴：Φ5mm）

ESE-01SBK
¥1,529（税抜価格¥1,390）

■約W980×D35×H100mm（指圧ボール含まず）／約350g

グレージュ HCM-WMB01BE ¥8,459（税抜価格¥7,690）
モーヴブラウン HCM-WMB01BR ¥8,459（税抜価格¥7,690）
オリーブカーキ ¥8,459（税抜価格¥7,690）HCM-WMB01GN

■約W40×D40×H8cm

HCF-BBSGY
オープン価格

市販のクッションカバー
(45×45cm)を装着できる
スクエア型バランスクッションです。

温感×振動のちからでスマートに疲れへアプローチする
エクリア ウォーム バンドマッサージャー。

対荷重

120 kg

専用ポンプ
付き

弱/強/おまかせ
3タイプモード

ヒーター
内蔵

弱/強/おまかせ
3タイプモード

2つの
温度調節可能

■約W105×D300×H230mm／約600g

グレージュ HCM-WMF01BE ¥11,286（税抜価格¥10,260）
モーヴブラウン HCM-WMF01BR ¥11,286（税抜価格¥10,260）
オリーブカーキ ¥11,286（税抜価格¥10,260）HCM-WMF01GN

温感×振動のちからでだるおも脚もすっきり。
エクリア ウォーム フットマッサージャー。ノートPC対応

15.6
inch

2段階角度
調整タイプ

スマートフォン
スタンド付

ノートPC対応

15.6
inch

8段階角度
調整タイプ

スマートフォン
スタンド付

キーボード用
脚付

ノートPC対応

15.6
inch

8段階角度
調整タイプ

回転機能付

ディスプレイサイズ

13.3 15.6～
inch inch

8段階角度
調整タイプ

バランスボール マッサージャー

ブラック/直径約55cm HCF-BB55BK オープン価格
グレー/直径約65cm HCF-BB65GY オープン価格

■ブラック/直径約55cm
■グレー/直径約65cm

座るだけの簡単エクササイズ！
インテリアにも馴染むカラーリングで、
ハードなトレーニングにも耐える
耐荷重500kgのバランスボール。

耐荷重

500 kg

アンチバースト

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

複数の周辺機器を
接続するとケーブル
処理が大変に。
また資料を広げる
スペースも少ない。

折りたたみPCスタンド

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/category/cat_display-stand/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/PCA-LTSC2BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/PCA-LTS8BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/PCA-LTSH8BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/PCA-LTSR8BK.html


こんな課題はありませんか？

課題を解決
在宅の

セキュリティセキュリティ

カメラレンズ保護カバー

カメラの画角調整ミスや
盗撮被害からもプライバシーを保護｡

P.15 ➡

作業環境作業環境

折りたたみPCスタンド

PC作業時の姿勢を改善｡
ノートPCの下にキーボードや資料が収納｡

P.14 ⬇

作業疲れ作業疲れ

バランスボール /マッサージャー

無理なくスキマ時間にエクササイズで
しっかり息抜きを｡

P.15 ➡

カメラレンズ保護カバー

カメラ画角調整ミスだけではなく、
盗撮やWEB監視などの被害からも
プライバシーを保護する、
カメラレンズの保護カバーです。

カメラの画角調整ミスや
盗撮からプライバシーを守りたい！t

在宅勤務の運動不足や疲れを
解消したい！

WEB会議に
参加する時、雑然とし
た周りが見えてしまう｡
そんなうっかりで印象を
悪くしてしまうことや､
遠隔監視アプリの標的に
なっているかも・・

課題

02

課題

03
出勤や外出がなく､
オフィスチェアやPC
デスクが揃いにくい
在宅勤務の環境では､
1日中同じ姿勢になり
がちに・・・。

課題

01
課題

03

課題

02

カバーの開閉

簡単装着

脚付きであれば、ノートPCの下にキーボードや資料が収納できます。
また、ノートPCの画面部分を上げ目線を上げることで、PC作業時の姿勢を改善。

せまいスペースでも
作業環境を整えたい！

課題

01

■約幅280×奥行280×高さ26mm（折りたたみ時）／
　約574ｇ

PCA-LTS8BK
¥3,883（税抜価格¥3,530）

ブラックPCA-LTSC2BK
¥4,466（税抜価格¥4,060）

ホワイト PCA-LTSC2WH
¥4,466（税抜価格¥4,060）

■約幅46×奥行290×高さ30mm(折りたたみ時)／
　約272ｇ

■約幅280×奥行280×高さ26mm（折りたたみ時）／
　約840ｇ

PCA-LTSH8BK
¥4,862（税抜価格¥4,420）

■約幅258×奥行280×高さ30mm（折りたたみ時）／
　約364ｇ

PCA-LTSR8BK
¥4,466（税抜価格¥4,060）

■Lサイズ　■2個入
■幅42～63×高さ16×厚み2.1mm　(カメラ穴：Φ12mm)

ESE-03LBK
¥1,925（税抜価格¥1,750）

■Mサイズ　■3個入
■幅28×高さ11.2×厚み1mm　(カメラ穴：Φ8mm)

ESE-02MBK
¥1,727（税抜価格¥1,570）

■Sサイズ　■3個入
■幅18×高さ9.2×厚み1mm　（カメラ穴：Φ5mm）

ESE-01SBK
¥1,529（税抜価格¥1,390）

■約W980×D35×H100mm（指圧ボール含まず）／約350g

グレージュ HCM-WMB01BE ¥8,459（税抜価格¥7,690）
モーヴブラウン HCM-WMB01BR ¥8,459（税抜価格¥7,690）
オリーブカーキ ¥8,459（税抜価格¥7,690）HCM-WMB01GN

■約W40×D40×H8cm

HCF-BBSGY
オープン価格

市販のクッションカバー
(45×45cm)を装着できる
スクエア型バランスクッションです。

温感×振動のちからでスマートに疲れへアプローチする
エクリア ウォーム バンドマッサージャー。

対荷重

120 kg

専用ポンプ
付き

弱/強/おまかせ
3タイプモード

ヒーター
内蔵

弱/強/おまかせ
3タイプモード

2つの
温度調節可能

■約W105×D300×H230mm／約600g

グレージュ HCM-WMF01BE ¥11,286（税抜価格¥10,260）
モーヴブラウン HCM-WMF01BR ¥11,286（税抜価格¥10,260）
オリーブカーキ ¥11,286（税抜価格¥10,260）HCM-WMF01GN

温感×振動のちからでだるおも脚もすっきり。
エクリア ウォーム フットマッサージャー。ノートPC対応

15.6
inch

2段階角度
調整タイプ

スマートフォン
スタンド付

ノートPC対応

15.6
inch

8段階角度
調整タイプ

スマートフォン
スタンド付

キーボード用
脚付

ノートPC対応

15.6
inch

8段階角度
調整タイプ

回転機能付

ディスプレイサイズ

13.3 15.6～
inch inch

8段階角度
調整タイプ

バランスボール マッサージャー

ブラック/直径約55cm HCF-BB55BK オープン価格
グレー/直径約65cm HCF-BB65GY オープン価格

■ブラック/直径約55cm
■グレー/直径約65cm

座るだけの簡単エクササイズ！
インテリアにも馴染むカラーリングで、
ハードなトレーニングにも耐える
耐荷重500kgのバランスボール。

耐荷重

500 kg

アンチバースト

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

これがあれば大丈夫！これがあれば大丈夫！⬇

複数の周辺機器を
接続するとケーブル
処理が大変に。
また資料を広げる
スペースも少ない。

折りたたみPCスタンド

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/category/cat_security_camera-lens-cover/?category=client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/ESE-01SBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/ESE-02MBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/ESE-03LBK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_body-make/?category=group-01+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/HCF-BB55BK.html
https://www.elecom.co.jp/category/cat_body-care/?category=group-06+client-personal
https://www.elecom.co.jp/products/HCF-BBSGY.html
https://www.elecom.co.jp/products/HCM-WMF01BE.html
https://www.elecom.co.jp/products/HCM-WMB01BE.html


操作ミスを減らして快適に
そう さ かい てきへ

各地で導入が始まっているオンライン授業やタブレット学習｡
始まったばかりで慣れないオンライン学習のお困りごとや不便さを

ELECOMが解決します｡

オンライン授業やタブレット学習、

変化する学習スタイルを快適に。

じゅぎょう がくしゅう

がくしゅうへんか かいてき

はじめての
PC・タブレットを
快適に使うために

必要なアイテムが豊富！

かいてき

ひつよう ほう ふ

つか

■幅56.0×奥行90.0×高さ32.0mm／Sサイズ

ブラック ¥3,168（税抜価格¥2,880）
ブルー M-BL20DBSKBU ¥3,168（税抜価格¥2,880）

M-BL20DBSKBK

グリーン M-BL20DBSKGN ¥3,168（税抜価格¥2,880）
パープル ¥3,168（税抜価格¥2,880）
レッド M-BL20DBSKRD ¥3,168（税抜価格¥2,880）

M-BL20DBSKPU

イエロー M-BL20DBSKYL ¥3,168（税抜価格¥2,880）

ふわっと軽い、手にフィット！
操作しやすい手のひらサイズ。 

ローマ字入力をサポート！
はじめてのマウスパッドに。

■Lサイズ

TB-GV3KLBK
オープン価格

■Lサイズ ■約縦16cm×横7.5cm×厚み0.2cm／約22g

TB-SULCR
オープン価格

■Sサイズ ■約縦15cm×横6cm×厚み0.2cm／約17g

TB-SUSCR
オープン価格

手が画面に触れて起こる誤操作を防ぐ
2本指キッズグローブ。

力を入れなくてもすらすら書ける、
三角形の鉛筆型タッチペン。

ブルー P-TPEN02SBU オープン価格
イエロー P-TPEN02SYL オープン価格

■約長さ140×ペン径約7.1mm　ペン先約5.5mm

ブラック TK-LCM02BK ¥12,694（税抜価格¥11,540）
ホワイト TK-LCM02WH ¥12,694（税抜価格¥11,540）

■幅302.4×奥行130.3×高さ29.6mm/約405g（ケーブル含む）■幅180×奥行150×厚さ0.3mm／表面:PET、裏面:オレフィン系シート

MP-ROMM
¥1,573（税抜価格¥1,430）
ライトブルー

お名前
スペース付

右手・左手
両対応

お名前
スペース付

ストラップ
付き

洗濯可能

非通電パッド

タッチペンを使うときに起こる
誤作動を防ぐスマート下敷き。

音が気になる場所や時間帯での
使用に最適なミニキーボード。

Lightning
コネクター搭載

お名前
スペース付

超極薄
厚み0.3mm

50g
軽量タイプ

書き込む
か こ

操作する
そう さ

学習端末を
快適に操作する

そう さかい てき

がく しゅう た ん まつ

紙に書くようにペンで書き込み
か み か か こ

指先よりも細かい操作が
楽にできる！
液晶画面を汚さずに快適に操作！
タッチ操作もスライド操作も快適!

こんなに大活躍!

だいかつやく

操作環境を整えて
データに素早くアクセス!
操作効率をアップして、
学習にもっと集中が出来る!

こんなに大活躍!
だいかつやく

オンライン

学習を快適に
がくしゅう かいてき

端末保護と
紛失防止

た ん まつ ほ ご

ふ ん しつ ぼう し

持ち回り性UP
も まわ せい

スムーズな
コミュニケーション

ブルーライトから
目を守る

まもめ

P.20 ➡

P.20 ➡

書き込む
か こ

P.17 ➡

P.17・P.18・P.19 ➡ P.21 ➡

P.21 ➡

TB-SULCR

TB-SUSCR

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00080/


操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に操作ミスを減らして快適に
そう さ かい てきへ

各地で導入が始まっているオンライン授業やタブレット学習｡
始まったばかりで慣れないオンライン学習のお困りごとや不便さを

ELECOMが解決します｡

オンライン授業やタブレット学習、

変化する学習スタイルを快適に。

じゅぎょう がくしゅう

がくしゅうへんか かいてき

はじめての
PC・タブレットを
快適に使うために

必要なアイテムが豊富！

かいてき

ひつよう ほう ふ

つか

■幅56.0×奥行90.0×高さ32.0mm／Sサイズ

ブラック ¥3,168（税抜価格¥2,880）
ブルー M-BL20DBSKBU ¥3,168（税抜価格¥2,880）

M-BL20DBSKBK

グリーン M-BL20DBSKGN ¥3,168（税抜価格¥2,880）
パープル ¥3,168（税抜価格¥2,880）
レッド M-BL20DBSKRD ¥3,168（税抜価格¥2,880）

M-BL20DBSKPU

イエロー M-BL20DBSKYL ¥3,168（税抜価格¥2,880）

ふわっと軽い、手にフィット！
操作しやすい手のひらサイズ。 

ローマ字入力をサポート！
はじめてのマウスパッドに。

■Lサイズ

TB-GV3KLBK
オープン価格

■Lサイズ ■約縦16cm×横7.5cm×厚み0.2cm／約22g

TB-SULCR
オープン価格

■Sサイズ ■約縦15cm×横6cm×厚み0.2cm／約17g

TB-SUSCR
オープン価格

手が画面に触れて起こる誤操作を防ぐ
2本指キッズグローブ。

力を入れなくてもすらすら書ける、
三角形の鉛筆型タッチペン。

ブルー P-TPEN02SBU オープン価格
イエロー P-TPEN02SYL オープン価格

■約長さ140×ペン径約7.1mm　ペン先約5.5mm

ブラック TK-LCM02BK ¥12,694（税抜価格¥11,540）
ホワイト TK-LCM02WH ¥12,694（税抜価格¥11,540）

■幅302.4×奥行130.3×高さ29.6mm/約405g（ケーブル含む）■幅180×奥行150×厚さ0.3mm／表面:PET、裏面:オレフィン系シート

MP-ROMM
¥1,573（税抜価格¥1,430）
ライトブルー

お名前
スペース付

右手・左手
両対応

お名前
スペース付

ストラップ
付き

洗濯可能

非通電パッド

タッチペンを使うときに起こる
誤作動を防ぐスマート下敷き。

音が気になる場所や時間帯での
使用に最適なミニキーボード。

Lightning
コネクター搭載

お名前
スペース付

超極薄
厚み0.3mm

50g
軽量タイプ

書き込む
か こ

操作する
そう さ

学習端末を
快適に操作する

そう さかい てき

がく しゅう た ん まつ

紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み紙に書くようにペンで書き込み
か み か か こ

指先よりも細かい操作が
楽にできる！
液晶画面を汚さずに快適に操作！
タッチ操作もスライド操作も快適!

こんなに大活躍!

だいかつやく

操作環境を整えて
データに素早くアクセス!
操作効率をアップして、
学習にもっと集中が出来る!

こんなに大活躍!
だいかつやく

オンライン

学習を快適に
がくしゅう かいてき

端末保護と
紛失防止

た ん まつ ほ ご

ふ ん しつ ぼう し

持ち回り性UP
も まわ せい

スムーズな
コミュニケーション

ブルーライトから
目を守る

まもめ

P.20 ➡

P.20 ➡

書き込む
か こ

P.17 ➡

P.17・P.18・P.19 ➡ P.21 ➡

P.21 ➡

TB-SULCR

TB-SUSCR

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/TK-LCM02BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MP-ROMM.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-BL20DBSKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/P-TPEN02SBU.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV3KLBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-SULCR.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-SUSCR.html


本格静音設計！
Bluetooth®静音テンキーレスキーボード。

Sサイズ

■W361.6×D139.8×H26.3mm(スタンド含まず)、
　W361.6×D139.8×H34.8mm(スタンド時)／約350g（電池含まず）

TK-FBM117SKBK
¥8,690（税抜価格¥7,900）

本格静音設計！
Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。
有線静音コンパクトキーボード。

マルチOS
対応 静音

■W361.6×D139.8×H26.3mm(スタンド含まず)、
W361.6×D139.8×H34.8mm(スタンド時)／

　約360g（ケーブル含む）

TK-FCM113SKBK
¥5,841（税抜価格¥5,310）

本格静音設計！
Bluetooth®静音フルキーボード。

3台切替
マルチペアリング 静音

■W442.8×D139.8×H26.8mm(スタンド含まず)、
W442.8×D139.8×H35.3mm(スタンド時)／

　約440g（電池含まず）

TK-FBM118SKBK
¥9,053（税抜価格¥8,230）

手の小さな方にもフィットする
小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。
Chromebook 対応認定製品。

EU RoHS
指令準拠

Sサイズ

ブラックM-K5URBK/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）
ホワイトM-K5URWH/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）

■W53.0×D92.0×H36.4mm／約64g（ケーブルを含む）

スタンドになる保護ケース付き。
ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現した
ワイヤレスBluetooth®ウルトラスリムキーボード。 12.9インチ

まで

最薄部
5.3mm

ブラック TK-SLP01BK ¥11,715（税抜価格¥10,650）
ブルー TK-SLP01BU ¥11,715（税抜価格¥10,650）

■W257.0×D142.0×H7.2mm／約211g

持ち運びに便利。
上質感と使い心地を追求した
ワイヤレスBluetooth®キーボード。 8.5～11.1

インチ

タブレットケース
付き

ブラック TK-CAP03BK ¥19,558（税抜価格¥17,780）
ブルー TK-CAP03BU ¥19,558（税抜価格¥17,780）

■W260×D395×H10mm（展開時）、
　W260×D195×H15mm（折りたたみ時）／約590g

軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。
Chromebook 対応認定製品。

EU RoHS
指令準拠

Mサイズ

ブラックM-K6URBK/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）
ホワイトM-K6URWH/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）

■W60.0×D105.0×H40.0mm／約77g（ケーブルを含む）

手の形状から生まれたデザインで、
さらなる「握り心地」の良さを実現。
2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス“EX-G”｡

Lサイズ

ブラックM-XGL10DBXBK ¥5,841（税抜価格¥5,310）
レッド M-XGL10DBXRD ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ホワイトM-XGL10DBXWH ¥5,841（税抜価格¥5,310）

■W82.0×D119.9×H42.0mm／約87g（電池含まず）

リーズナブルながら快適な操作性を実現した
スタンダードな3ボタンBlueLED無線マウス。

右利き左利き
問わず

ブラックM-DY12DBBK ¥2,112（税抜価格¥1,920）
ブルー M-DY12DBBU ¥2,112（税抜価格¥1,920）
ピンク M-DY12DBPN ¥2,112（税抜価格¥1,920）
レッド M-DY12DBRD ¥2,112（税抜価格¥1,920）
■約W61.5×D100.0×H38.0mm／約52.0g

約10カ月電池交換不要！ 
Bluetooth®5.0規格に対応した
3ボタンIR LEDマウス。

ブラックM-BY10BRKBK ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブルー M-BY10BRKBU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ピンク M-BY10BRKPN ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ホワイトM-BY10BRKWH ¥4,059（税抜価格¥3,690）
■W52.7×D92.1×H36.4mm／約59g（電池含む）

1000万回高耐久性能スイッチ、保証期間3年。 
オフィスでの使用に最適な
Bluetooth®4.0 3ボタンIR LEDマウス。

EU RoHS
指令準拠

Mサイズ

ブラックM-K7BRBK/RS ¥5,258（税抜価格¥4,780）
ホワイトM-K7BRWH/RS ¥5,258（税抜価格¥4,780）

■約W59.6×D109.7×H38.9mm／約60g（電池含まず）

厚さ28mmの薄型設計！ 
Bluetooth®モバイルマウス
“Slint（スリント）”。

BlueLED
搭載

静音スイッチ
搭載

バックライト
搭載

わずか
約59g
軽量

ソフト
レザー製
収納ポーチ
付き

Bluetooth®5.0薄型フルキーボード。

3台切替
マルチペアリング

■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)、
　W441.5×D127.6×H33.5mm(スタンド時)／約515g（電池含まず）

TK-FBM120KBK
¥5,841（税抜価格¥5,310）

Bluetooth®5.0薄型テンキーレスキーボード。

■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)、
　W360.6×D142.5×H34.1mm(スタンド時)／約455g（電池含まず）

TK-FBM119KBK
¥5,445（税抜価格¥4,950）

■W55.5×D103.8×H28.0mm／約66g（電池含む）

ブラック ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ブルー M-TM10BBBU ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBBK

グレー M-TM10BBGY ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ピンク ¥5,060（税抜価格¥4,600）
レッド M-TM10BBRD ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBPN

ホワイト M-TM10BBWH ¥5,060（税抜価格¥4,600）

※いずれも製品によって機能が異なります。

●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！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？

GIGAスクール構想
対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品

オンライン授業で一緒に使いたい！
じゅ ぎょう

かん きょう

いっ しょ つか

こんなに大活躍!
だいかつやく

快適な入力で
はかどる！

パソコン環境のスタンダード

学びのスタイルをさらに「自由」に！

つか

ま な じ ゆう
iPadと使いたい！

さあ Chromebook を使いこなそう!さあ Chromebook を使いこなそう!さあ Chromebook を使いこなそう!さあ Chromebook を使いこなそう!
つか

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。 

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。

Windows
Chrome OS
iPad OS

3台切替
マルチペアリング

静音

Mサイズ

約10カ月電池交換不要！ 
Bluetooth®5.0規格に対応した
3ボタンIR LEDマウス。

ブラックM-BY11BRKBK ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブルー M-BY11BRKBU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ピンク M-BY11BRKPN ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ホワイトM-BY11BRKWH ¥4,059（税抜価格¥3,690）
■W58.8×D104.8×H38.6mm／約67g（電池含む）

わずか
約67g
軽量

3台切替
マルチペアリング

「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が「使いやすさ」と「学び」が
ますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなますます楽しくなるるるるるる！！！

「使いやすさ」と「学び」が
ますます楽しくなる！

「使いやすさ」と「学び」が
ますます楽しくなる！

つか まな

たの

“Works With Chromebook”を取得した
有線薄型コンパクトキーボード。

薄型設計
コンパクト設計

パンタグラフ
方式

■W344.7×D118.3×H20.3mm／約300g（ケーブル含む）

TK-CB01UPKBK
¥7,975（税抜価格¥7,250）

表計算ツールに便利なテンキーも付いた
Bluetooth®薄型コンパクトキーボード。

省電力設計

パンタグラフ
方式

■W344.7×D118.3×H20.3mm／約285g（電池含まず）

TK-CB02BPKBK
¥9,768（税抜価格¥8,880）

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/M-DY12DBBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGL10DBXBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-K5URBK/RS.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-K6URBK/RS.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-K7BRBK/RS.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM118SKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCM113SKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-CB02BPKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-CB01UPKBK.html


本格静音設計！
Bluetooth®静音テンキーレスキーボード。

Sサイズ

■W361.6×D139.8×H26.3mm(スタンド含まず)、
　W361.6×D139.8×H34.8mm(スタンド時)／約350g（電池含まず）

TK-FBM117SKBK
¥8,690（税抜価格¥7,900）

本格静音設計！
Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。
有線静音コンパクトキーボード。

マルチOS
対応 静音

■W361.6×D139.8×H26.3mm(スタンド含まず)、
W361.6×D139.8×H34.8mm(スタンド時)／

　約360g（ケーブル含む）

TK-FCM113SKBK
¥5,841（税抜価格¥5,310）

本格静音設計！
Bluetooth®静音フルキーボード。

3台切替
マルチペアリング 静音

■W442.8×D139.8×H26.8mm(スタンド含まず)、
W442.8×D139.8×H35.3mm(スタンド時)／

　約440g（電池含まず）

TK-FBM118SKBK
¥9,053（税抜価格¥8,230）

手の小さな方にもフィットする
小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。
Chromebook 対応認定製品。

EU RoHS
指令準拠

Sサイズ

ブラックM-K5URBK/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）
ホワイトM-K5URWH/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）

■W53.0×D92.0×H36.4mm／約64g（ケーブルを含む）

スタンドになる保護ケース付き。
ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現した
ワイヤレスBluetooth®ウルトラスリムキーボード。 12.9インチ

まで

最薄部
5.3mm

ブラック TK-SLP01BK ¥11,715（税抜価格¥10,650）
ブルー TK-SLP01BU ¥11,715（税抜価格¥10,650）

■W257.0×D142.0×H7.2mm／約211g

持ち運びに便利。
上質感と使い心地を追求した
ワイヤレスBluetooth®キーボード。 8.5～11.1

インチ

タブレットケース
付き

ブラック TK-CAP03BK ¥19,558（税抜価格¥17,780）
ブルー TK-CAP03BU ¥19,558（税抜価格¥17,780）

■W260×D395×H10mm（展開時）、
　W260×D195×H15mm（折りたたみ時）／約590g

軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。
Chromebook 対応認定製品。

EU RoHS
指令準拠

Mサイズ

ブラックM-K6URBK/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）
ホワイトM-K6URWH/RS ¥1,529（税抜価格¥1,390）

■W60.0×D105.0×H40.0mm／約77g（ケーブルを含む）

手の形状から生まれたデザインで、
さらなる「握り心地」の良さを実現。
2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス“EX-G”｡

Lサイズ

ブラックM-XGL10DBXBK ¥5,841（税抜価格¥5,310）
レッド M-XGL10DBXRD ¥5,841（税抜価格¥5,310）
ホワイトM-XGL10DBXWH ¥5,841（税抜価格¥5,310）

■W82.0×D119.9×H42.0mm／約87g（電池含まず）

リーズナブルながら快適な操作性を実現した
スタンダードな3ボタンBlueLED無線マウス。

右利き左利き
問わず

ブラックM-DY12DBBK ¥2,112（税抜価格¥1,920）
ブルー M-DY12DBBU ¥2,112（税抜価格¥1,920）
ピンク M-DY12DBPN ¥2,112（税抜価格¥1,920）
レッド M-DY12DBRD ¥2,112（税抜価格¥1,920）
■約W61.5×D100.0×H38.0mm／約52.0g

約10カ月電池交換不要！ 
Bluetooth®5.0規格に対応した
3ボタンIR LEDマウス。

ブラックM-BY10BRKBK ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブルー M-BY10BRKBU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ピンク M-BY10BRKPN ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ホワイトM-BY10BRKWH ¥4,059（税抜価格¥3,690）
■W52.7×D92.1×H36.4mm／約59g（電池含む）

1000万回高耐久性能スイッチ、保証期間3年。 
オフィスでの使用に最適な
Bluetooth®4.0 3ボタンIR LEDマウス。

EU RoHS
指令準拠

Mサイズ

ブラックM-K7BRBK/RS ¥5,258（税抜価格¥4,780）
ホワイトM-K7BRWH/RS ¥5,258（税抜価格¥4,780）

■約W59.6×D109.7×H38.9mm／約60g（電池含まず）

厚さ28mmの薄型設計！ 
Bluetooth®モバイルマウス
“Slint（スリント）”。

BlueLED
搭載

静音スイッチ
搭載

バックライト
搭載

わずか
約59g
軽量

ソフト
レザー製
収納ポーチ
付き

Bluetooth®5.0薄型フルキーボード。

3台切替
マルチペアリング

■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)、
　W441.5×D127.6×H33.5mm(スタンド時)／約515g（電池含まず）

TK-FBM120KBK
¥5,841（税抜価格¥5,310）

Bluetooth®5.0薄型テンキーレスキーボード。

■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)、
　W360.6×D142.5×H34.1mm(スタンド時)／約455g（電池含まず）

TK-FBM119KBK
¥5,445（税抜価格¥4,950）

■W55.5×D103.8×H28.0mm／約66g（電池含む）

ブラック ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ブルー M-TM10BBBU ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBBK

グレー M-TM10BBGY ¥5,060（税抜価格¥4,600）
ピンク ¥5,060（税抜価格¥4,600）
レッド M-TM10BBRD ¥5,060（税抜価格¥4,600）

M-TM10BBPN

ホワイト M-TM10BBWH ¥5,060（税抜価格¥4,600）

※いずれも製品によって機能が異なります。

●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！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？

GIGAスクール構想
対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品

オンライン授業で一緒に使いたい！
じゅ ぎょう

かん きょう

いっ しょ つか

こんなに大活躍!
だいかつやく

快適な入力で
はかどる！

パソコン環境のスタンダード

学びのスタイルをさらに「自由」に！

つか

ま な じ ゆう
iPadと使いたい！

さあ Chromebook を使いこなそう!さあ Chromebook を使いこなそう!さあ Chromebook を使いこなそう!さあ Chromebook を使いこなそう!
つか

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。 

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。

Windows
Chrome OS
iPad OS

3台切替
マルチペアリング

静音

Mサイズ

約10カ月電池交換不要！ 
Bluetooth®5.0規格に対応した
3ボタンIR LEDマウス。

ブラックM-BY11BRKBK ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブルー M-BY11BRKBU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ピンク M-BY11BRKPN ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ホワイトM-BY11BRKWH ¥4,059（税抜価格¥3,690）
■W58.8×D104.8×H38.6mm／約67g（電池含む）

わずか
約67g
軽量

3台切替
マルチペアリング

「使いやすさ」と「学び」が
ますます楽しくなる！

「使いやすさ」と「学び」が
ますます楽しくなる！

つか まな

たの

“Works With Chromebook”を取得した
有線薄型コンパクトキーボード。

薄型設計
コンパクト設計

パンタグラフ
方式

■W344.7×D118.3×H20.3mm／約300g（ケーブル含む）

TK-CB01UPKBK
¥7,975（税抜価格¥7,250）

表計算ツールに便利なテンキーも付いた
Bluetooth®薄型コンパクトキーボード。

省電力設計

パンタグラフ
方式

■W344.7×D118.3×H20.3mm／約285g（電池含まず）

TK-CB02BPKBK
¥9,768（税抜価格¥8,880）

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM117SKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM120KBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM119KBK.html
https://www2.elecom.co.jp/pickup/giga-pc-tablet/?category=client-business
https://www.elecom.co.jp/products/M-BY11BRKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-BY10BRKBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-TM10BBBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-SLP01BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-CAP03BK.html


■ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
■約W121×D43×H122mm／約135g(ケーブル含まず)

ブラック ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ブルー HS-KD01TDBU ¥4,862（税抜価格¥4,420）

HS-KD01TBK

ライトブルーHS-KD01TLBU ¥4,862（税抜価格¥4,420）
パープル ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ピンク HS-KD01TPN ¥4,862（税抜価格¥4,420）

HS-KD01TPL

レッド HS-KD01TRD ¥4,862（税抜価格¥4,420）

■W156×D74×H192mm(ケーブル含まず)/165g(ケーブル含まず)

ブラック×コバルトグリーン HS-KD02TBKG ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ブラック×レッド ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ネイビー×リーフグリーン HS-KD02TNV ¥4,862（税抜価格¥4,420）

HS-KD02TBKR

ワインレッド×コーラルレッド HS-KD02TWR ¥4,862（税抜価格¥4,420）

■約幅235×厚み30×高さ320mm（ハンドル含まず）／約240ｇ

ブルー BM-IBHPFV11BU ¥4,411（税抜価格¥4,010）
¥4,411（税抜価格¥4,010）ブラック BM-IBHPFV11BK

レッド BM-IBHPFV11RD ¥4,411（税抜価格¥4,010）

■約幅240×厚み15×高さ325mm（ハンドル含まず）／約100ｇ

ブルー BM-IBHWSV11BU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブラック ¥4,059（税抜価格¥3,690）BM-IBHWSV11BK

ピンク BM-IBHWSV11PN ¥4,059（税抜価格¥3,690）

ノートPC・タブレットやスマートフォンなどを
超高速充電できるUSB AC充電器。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。

机などに挟んで利用することができる
クリップ機構を搭載した
2ピン式の3個口タップ。

大切な機器を守る！
ランドセルに収納可能なコンパクトさを実現した、
ハンドル付き耐衝撃インナーバッグ。

■約幅68×奥行30×高さ40mm／約165g

ACDC-PD1945BK
¥8,866（税抜価格¥8,060）

気軽に洗えて手軽に清潔！
簡単に出し入れできるスリップイン構造で使い勝手にも優れた、
ランドセル収納対応のハンドル付きインナースリーブ。

お名前
スペース付

軽量

お名前
スペース付

耐衝撃設計
ハンドル付き

端末保護と紛失防止
たん まつ ほ ご ふ ん しつ ぼう し

持ち回り性UP
も まわ せい

電源確保でバッテリーが切れない
でん げん きかく ほ

学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や
ネームタグ付きで持ち出し時も安心

がく しゅう た ん まつ も

つ も だ じ あん しん

だ  かた づ じ こわ たい さく

高価なPCやタブレットは
バッグでしっかり保護！
マウスやコードはポーチに入れて
整理して一緒に持ち運ぼう!

こんなに大活躍!

だいかつやく

持ち運びも出来る充電器で
充電し忘れても安心!
機器にあった最適な出力で
効率よく充電しよう！

こんなに大活躍!
だいかつやく

スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの
ディスプレイが発する「ブルーライト」をカット!

小学生の体格と成長に寄り添う
専用設計でストレスなく装着可能。

収納や持ち歩きがしやすい、
折りたたみ式子ども専用ヘッドセット。

ブラック G-BUC-W03SBK ¥4,422（税抜価格¥4,020）
ブルー G-BUC-W03SBU ¥4,422（税抜価格¥4,020）

■サイズ:43□13-120／17g
■レンズ：レンズ枠：テンプルの素材：プラスチック

スムーズなコミュニケーション

目を守る
まもめ

網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減網膜へ到達するブルーライトの量を軽減
もう まく りょう げんけいとう たつ

子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん
こ み み はい りょ てい おん りょう し よう

生活音が気になって
授業に集中できないを解決!
ヘッドセットがあれば
周囲の雑音に音声が紛れず
しっかりと授業に取り組める!

こんなに大活躍!

だいかつやく

｢ブルーライト」から、
目を守る必須アイテム!
オンライン学習、ゲーム中に着用する
ことで、「ブルーライト」から目を守る!

こんなに大活躍!
だいかつやく

推奨年齢
6～9歳

S

推奨年齢
8～10歳

M

推奨年齢
9～11歳

L

ブルーライト
約50%カット

可視光線透過率
95%

収納ポーチ
付き

子どもの
体格に合わせた
専用寸法

マイクON/OFF機能付き
イヤホン

マイクアーム付き
ヘッドセット

85dB/1kHz
低音量仕様

85dB/1kHz
低音量仕様

左右がわかりやすい
漢字表記

左右がわかりやすい
漢字表記

お名前
ラベル付

超高速充電

USB Power Delivery
規格認証品

抗菌加工

15mm～35mm
厚の板に設置可能

シャッター
雷ガード付

■幅110×奥行140×高さ80mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／約300g

ブラック／2.5m ¥3,289（税抜価格¥2,990）
ブラウン／2.5m T-KF03-2325BR ¥3,289（税抜価格¥2,990）

T-KF03-2325BK

ホワイト／2.5m T-KF03-2325WH ¥3,289（税抜価格¥2,990）
ブラック／5.0m ¥3,883（税抜価格¥3,530）T-KF03-2350BK

■サイズ:43.5□14-125／17g
■レンズ：レンズ枠：テンプルの素材：プラスチック

G-BUC-W03MBK
¥4,422（税抜価格¥4,020）
ブラック

■サイズ:44.5□14-130／17g
■レンズ：レンズ枠：テンプルの素材：プラスチック

G-BUC-W03LBK
¥4,422（税抜価格¥4,020）
ブラック

■マイクアーム長さ：140mm　
■ヘッドセット：約W128×D48×H161mm／
　約39g（ケーブル含まず）

HS-KD03UBK
¥3,883（税抜価格¥3,530）
両耳/USB

HS-KD03TBK
¥2,508（税抜価格¥2,280）
両耳/4極3.5㎜

■イヤホン部：約W12.7×D20.8×H12.7mm／
　[4極3.5㎜]約13g（ケーブル含まず）
　[USB]約15g（ケーブル含まず）

HS-KD05UBK
¥4,268（税抜価格¥3,880）
両耳/USB

HS-KD05TBK
¥3,289（税抜価格¥2,990）
両耳/4極3.5㎜

両耳オーバー
ヘッドタイプ

回転式
マイクアーム付き

85dB/1kHz
低音量仕様

リモコン型
マイク付き 折りたたみ式 上下可動式

耳あて
オーバーヘッド
タイプ

85dB/1kHz
低音量仕様

■抗菌効果のある材質を採用
■小型・軽量で外出や学校などへの
持ち運びにも最適

ブルーライトから

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/G-BUC-W03SBU.html
https://www.elecom.co.jp/products/G-BUC-W03MBU.html
https://www.elecom.co.jp/products/G-BUC-W03LBU.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-KD05UBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-KD05TBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-KD02TBKG.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-KD01TBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-KD03TBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-KD03UBK.html


■ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
■約W121×D43×H122mm／約135g(ケーブル含まず)

ブラック ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ブルー HS-KD01TDBU ¥4,862（税抜価格¥4,420）

HS-KD01TBK

ライトブルーHS-KD01TLBU ¥4,862（税抜価格¥4,420）
パープル ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ピンク HS-KD01TPN ¥4,862（税抜価格¥4,420）

HS-KD01TPL

レッド HS-KD01TRD ¥4,862（税抜価格¥4,420）

■W156×D74×H192mm(ケーブル含まず)/165g(ケーブル含まず)

ブラック×コバルトグリーン HS-KD02TBKG ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ブラック×レッド ¥4,862（税抜価格¥4,420）
ネイビー×リーフグリーン HS-KD02TNV ¥4,862（税抜価格¥4,420）

HS-KD02TBKR

ワインレッド×コーラルレッド HS-KD02TWR ¥4,862（税抜価格¥4,420）

■約幅235×厚み30×高さ320mm（ハンドル含まず）／約240ｇ

ブルー BM-IBHPFV11BU ¥4,411（税抜価格¥4,010）
¥4,411（税抜価格¥4,010）ブラック BM-IBHPFV11BK

レッド BM-IBHPFV11RD ¥4,411（税抜価格¥4,010）

■約幅240×厚み15×高さ325mm（ハンドル含まず）／約100ｇ

ブルー BM-IBHWSV11BU ¥4,059（税抜価格¥3,690）
ブラック ¥4,059（税抜価格¥3,690）BM-IBHWSV11BK

ピンク BM-IBHWSV11PN ¥4,059（税抜価格¥3,690）

ノートPC・タブレットやスマートフォンなどを
超高速充電できるUSB AC充電器。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。

机などに挟んで利用することができる
クリップ機構を搭載した
2ピン式の3個口タップ。

大切な機器を守る！
ランドセルに収納可能なコンパクトさを実現した、
ハンドル付き耐衝撃インナーバッグ。

■約幅68×奥行30×高さ40mm／約165g

ACDC-PD1945BK
¥8,866（税抜価格¥8,060）

気軽に洗えて手軽に清潔！
簡単に出し入れできるスリップイン構造で使い勝手にも優れた、
ランドセル収納対応のハンドル付きインナースリーブ。

お名前
スペース付

軽量

お名前
スペース付

耐衝撃設計
ハンドル付き

端末保護と紛失防止
たん まつ ほ ご ふ ん しつ ぼう し

持ち回り性UP
も まわ せい

電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない電源確保でバッテリーが切れない
でん げん きかく ほ

学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や
ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心ネームタグ付きで持ち出し時も安心
学習端末の持ち出し・お片付け時の壊れ対策や
ネームタグ付きで持ち出し時も安心

がく しゅう た ん まつ も

つ も だ じ あん しん

だ  かた づ じ こわ たい さく

高価なPCやタブレットは
バッグでしっかり保護！
マウスやコードはポーチに入れて
整理して一緒に持ち運ぼう!

こんなに大活躍!

だいかつやく

持ち運びも出来る充電器で
充電し忘れても安心!
機器にあった最適な出力で
効率よく充電しよう！

こんなに大活躍!
だいかつやく

スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの
ディスプレイが発する「ブルーライト」をカット!

小学生の体格と成長に寄り添う
専用設計でストレスなく装着可能。

収納や持ち歩きがしやすい、
折りたたみ式子ども専用ヘッドセット。

ブラック G-BUC-W03SBK ¥4,422（税抜価格¥4,020）
ブルー G-BUC-W03SBU ¥4,422（税抜価格¥4,020）

■サイズ:43□13-120／17g
■レンズ：レンズ枠：テンプルの素材：プラスチック

スムーズなコミュニケーション

目を守る
まもめ

網膜へ到達するブルーライトの量を軽減
もう まく りょう げんけいとう たつ

子どもの耳に配慮した低音量仕様であんしん
こ み み はい りょ てい おん りょう し よう

生活音が気になって
授業に集中できないを解決!
ヘッドセットがあれば
周囲の雑音に音声が紛れず
しっかりと授業に取り組める!

こんなに大活躍!

だいかつやく

｢ブルーライト」から、
目を守る必須アイテム!
オンライン学習、ゲーム中に着用する
ことで、「ブルーライト」から目を守る!

こんなに大活躍!
だいかつやく

推奨年齢
6～9歳

S

推奨年齢
8～10歳

M

推奨年齢
9～11歳

L

ブルーライト
約50%カット

可視光線透過率
95%

収納ポーチ
付き

子どもの
体格に合わせた
専用寸法

マイクON/OFF機能付き
イヤホン

マイクアーム付き
ヘッドセット

85dB/1kHz
低音量仕様

85dB/1kHz
低音量仕様

左右がわかりやすい
漢字表記

左右がわかりやすい
漢字表記

お名前
ラベル付

超高速充電

USB Power Delivery
規格認証品

抗菌加工

15mm～35mm
厚の板に設置可能

シャッター
雷ガード付

■幅110×奥行140×高さ80mm（コード部分及びプラグ部分を除く）／約300g

ブラック／2.5m ¥3,289（税抜価格¥2,990）
ブラウン／2.5m T-KF03-2325BR ¥3,289（税抜価格¥2,990）

T-KF03-2325BK

ホワイト／2.5m T-KF03-2325WH ¥3,289（税抜価格¥2,990）
ブラック／5.0m ¥3,883（税抜価格¥3,530）T-KF03-2350BK

■サイズ:43.5□14-125／17g
■レンズ：レンズ枠：テンプルの素材：プラスチック

G-BUC-W03MBK
¥4,422（税抜価格¥4,020）
ブラック

■サイズ:44.5□14-130／17g
■レンズ：レンズ枠：テンプルの素材：プラスチック

G-BUC-W03LBK
¥4,422（税抜価格¥4,020）
ブラック

■マイクアーム長さ：140mm　
■ヘッドセット：約W128×D48×H161mm／
　約39g（ケーブル含まず）

HS-KD03UBK
¥3,883（税抜価格¥3,530）
両耳/USB

HS-KD03TBK
¥2,508（税抜価格¥2,280）
両耳/4極3.5㎜

■イヤホン部：約W12.7×D20.8×H12.7mm／
　[4極3.5㎜]約13g（ケーブル含まず）
　[USB]約15g（ケーブル含まず）

HS-KD05UBK
¥4,268（税抜価格¥3,880）
両耳/USB

HS-KD05TBK
¥3,289（税抜価格¥2,990）
両耳/4極3.5㎜

両耳オーバー
ヘッドタイプ

回転式
マイクアーム付き

85dB/1kHz
低音量仕様

リモコン型
マイク付き 折りたたみ式 上下可動式

耳あて
オーバーヘッド
タイプ

85dB/1kHz
低音量仕様

■抗菌効果のある材質を採用
■小型・軽量で外出や学校などへの
持ち運びにも最適

ブルーライトから

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。
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https://www.elecom.co.jp/products/BM-IBHPFV11BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/BM-IBHWSV11BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/T-KF03-2325BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD1945BK.html


エレコムのゲーミングデバイス
アクセスはこちら▶

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

撮影のクオリティを上げる
動画配信向けアクセサリ

■幅77.0×奥行112.5×高さ42.0mm／
　約113g（ケーブル含む）

M-DUX30BK
¥6,424（税抜価格¥5,840）

■幅366.5×奥行138.5×高さ25.0mm(スタン
ド含まず)／約568g（ケーブル含まず）

TK-ARMA30BK
¥27,038（税抜価格¥24,580）

■幅448.0×奥行138.5×高さ24.6mm(スタン
ド含まず)／約668g（ケーブル含まず）

TK-ARMA50BK
¥28,996（税抜価格¥26,360）

■幅69.1×奥行128.5×高さ42.2mm／
　約143.0g（ケーブル含む）

■全体:約W160×D112×H708mm／
　リングライト:約W160×D19×H166mm／
　約531g(クリップスタンド他を含む)

DE-L01BK
¥5,038（税抜価格¥4,580）

DE-L02BK
¥5,555（税抜価格¥5,050）

■全体(三脚開いたとき):約W190×D170×H330mm／
　全体(三脚閉じたとき):約W160×D43×H372mm／
　リングライト:約W160×D19×H166mm／
　約385g(三脚他を含む)

P-STSRSLBK
オープン価格

HS-MC09BK
¥1,780（税抜価格¥1,618）

MPA-CAPDBK
¥4,862（税抜価格¥4,420）

MPA-CADPDBK
¥4,862（税抜価格¥4,420）

ゲーミングマウス

マウスカーソルの追従性やレスポンスなどを追求した、
ゲームプレイに最適な高性能マウス。

ゲーミングキーボード

ガンシューティング系ゲーム (FPS)、MMO RPG など、プレイするゲームに
最適な機能を搭載したゲーミングキーボード。

ゲーミング
イヤホンマイク／ヘッドセット

音質・装着感・高級感を追求し、快適なゲームプレイを実現。
ゲーミング向け専用にカスタマイズしたヘッドセット。

ゲーミングマウスパッド

ゲーミングマウスの性能を最大限に引き出し、
スムーズな操作を実現するゲーミングマウスパッド。

■幅460.0×奥行400.0×高さ2.0mm
　ワイド

MP-G08BK
¥2,992（税抜価格¥2,720）

■約W900×D300×H10mm（最厚部）
　超ワイド／約660g

MP-GL01BK
¥7,601（税抜価格¥6,910）

エレコムのゲーミングデバイス
アクセスはこちら▶

デバイスで差をつけろ！
ライトに楽しむ！ヘビーにこだわる！

どちらのユーザーにも、ベストなアイテムが見つかる！エレコムのゲーミングデバイス。

■幅25×奥行26×高さ40mm（ケーブル含まず）／
12g（ケーブル含まず）

ホワイト

M-G01URWH ¥7,799（税抜価格¥7,090）

ブラック

¥7,799（税抜価格¥7,090）M-G01URBK ホワイト

HS-ARMA50EWH
¥9,757（税抜価格¥8,870）

ブラック

¥9,757（税抜価格¥8,870）
HS-ARMA50EBK

■幅161×奥行75×高さ191mm (ケーブル含まず)／
182g(ケーブル含まず)

ホワイト

HS-G30WH
¥5,841（税抜価格¥5,310）

ブラック

¥5,841（税抜価格¥5,310）
HS-G30BK

ハードウェアマクロ搭載
MMOゲーミングマウス。

複合振動板ETEMドライバー搭載
ゲーミングイヤホンマイク。

高音質と軽量設計の
ゲーミングヘッドセット。

超高耐久スイッチ搭載
5ボタン搭載ゲーミングマウス。

なめらかで
スムーズに滑る操作感。

10種類の点灯パターンで
デスクを彩る。

素早い入力が可能な
薄型メカニカルキー搭載
FPSゲーミングキーボード。

素早い入力が可能な
薄型メカニカルキー搭載
FPSゲーミングキーボード。

室内でも明るく撮れて好印象に！
オンラインに最適な
クリップタイプのリングライトです。

ライト角度の微調整可能な
ボールジョイント付き。
ミニ三脚付き。

DE-L03BK　　　　　　　　　　　　　　
¥6,732（税抜価格¥6,120）

■全体(三脚開いたとき):約W260×D170×H430mm／
　全体(三脚閉じたとき):約W260×D43×H472mm／
　リングライト:約W260×D19×H266mm／
　約512g(三脚他を含む)

室内でもより明るく
好印象に撮影できる
直径26cm。
ボールジョイント付き。
ミニ三脚付き。

■直径約21×高さ約24mm(ケーブル、クリップ含まず)／約16g

動画撮影に最適な
衣服などに装着できる
クリップ付きピンマイク。

HS-MC10BK
¥15,994（税抜価格¥14,540）

■約幅150×高さ50mm(ケーブル含まず)／約68ｇ(ケーブル含まず)

屋外での動画撮影に最適！
狙った音だけを
高音質で集音可能な
超指向性ガンマイク。

■約幅46×高さ146mm(ケーブル含まず)／約115g(ケーブル、三脚含まず)

配信者から少し距離のある
場合でも話者の声をはっきりと
集音できるUSBマイク。

HS-MC12UBK
¥13,684（税抜価格¥12,440）

室内でも顔色明るく
好印象をもたせたい！

LEDリングライト

■約Ф30×高さ200mm（突起部除く）／
　約165g

P-STSRS02ITABK
オープン価格

■約Φ37×高さ370mm（突起部を含む）／
　三脚：約283g、
　スマートフォンホルダー：約32g

円筒形で収納できてコンパクト。
様々なシーンで使えるホルダー
一体型簡単収納三脚。

広い場所や全身撮影に最適。
最大1600ｍmまで伸びる
ロングタイプの
スマートフォン用三脚です。

P-STSRSMBK
オープン価格

■約幅36×奥行38×高さ275mm
　（突起部除く）／三脚：約178g、
　スマートフォンホルダー：約32g

様々なシーンで活躍する
持ち運びしやすい
スマートフォン用三脚。
自撮り棒としても使用できる
2Wayタイプ。

映したい画角を調整したり、
自撮りを行いたい！

自撮り棒・三脚

動きが加わるライブ配信
でもしっかり集音したい！
クリップ付き
ピンマイク

屋外撮影でも集音の
質を向上したい！
超指向性
ガンマイク

■約幅61×高さ39×厚み約14mm(USB Type-CTM
　コネクター含まず)／約25g

持ち運び便利なコンパクトサイズの
変換アダプター。

■約幅57×高さ39×厚み17mm(ケーブル含まず)／
　約33g

ケースをつけたままでも接続しやすい
ケーブルタイプの変換アダプター。

画角にマイクを入れずに
しっかりと声を入れたい！

遠距離集音マイク

HS-DSZARMBK
オープン価格

■約長さ350mm×2（アーム）／約480g

フレキシブルアームで
マイクを好きな位置に
調節できるマイクスタンド。

狙った場所や口元に
マイクを固定したい！

マイクスタンド

P-STSRSGNCPBK
オープン価格

■本体:約直径31×高さ335mm（突起部を除く）
　ホルダー:約幅30×奥行26×高さ80mm／約285g

P-STSRSNSBK
オープン価格

■本体:約幅195×奥行143×高さ18mm（突起部を除く）
　ホルダー:約幅30×奥行25×高さ83mm／約44g

首に掛けて撮れる！
ネックストラップ型
スマホホルダー。

HS-PG15BK
オープン価格

■約直径153mm(フィルター外径)×長さ360mm(アーム)／
約200g

ポップノイズをカットし、
呼気に混ざる
湿気をガード。

スマホ用多関節グースネック
クリップマウント。

自由なアングルで
スマホを固定したい！

スマホスタンド

端末を充電しながら
マイクや入力機器を
使いたい！
変換アダプター
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https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00042/
https://www.elecom.co.jp/products/M-DUX30BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-G01URBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-ARMA50EBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/HS-G30BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MP-G08BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MP-GL01BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-ARMA30BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-ARMA50BK.html


エレコムのゲーミングデバイス
アクセスはこちら▶

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

撮影のクオリティを上げる
動画配信向けアクセサリ

■幅77.0×奥行112.5×高さ42.0mm／
　約113g（ケーブル含む）

M-DUX30BK
¥6,424（税抜価格¥5,840）

■幅366.5×奥行138.5×高さ25.0mm(スタン
ド含まず)／約568g（ケーブル含まず）

TK-ARMA30BK
¥27,038（税抜価格¥24,580）

■幅448.0×奥行138.5×高さ24.6mm(スタン
ド含まず)／約668g（ケーブル含まず）

TK-ARMA50BK
¥28,996（税抜価格¥26,360）

■幅69.1×奥行128.5×高さ42.2mm／
　約143.0g（ケーブル含む）

■全体:約W160×D112×H708mm／
　リングライト:約W160×D19×H166mm／
　約531g(クリップスタンド他を含む)

DE-L01BK
¥5,038（税抜価格¥4,580）

DE-L02BK
¥5,555（税抜価格¥5,050）

■全体(三脚開いたとき):約W190×D170×H330mm／
　全体(三脚閉じたとき):約W160×D43×H372mm／
　リングライト:約W160×D19×H166mm／
　約385g(三脚他を含む)

P-STSRSLBK
オープン価格

HS-MC09BK
¥1,780（税抜価格¥1,618）

MPA-CAPDBK
¥4,862（税抜価格¥4,420）

MPA-CADPDBK
¥4,862（税抜価格¥4,420）

ゲーミングマウス

マウスカーソルの追従性やレスポンスなどを追求した、
ゲームプレイに最適な高性能マウス。

ゲーミングキーボード

ガンシューティング系ゲーム (FPS)、MMO RPG など、プレイするゲームに
最適な機能を搭載したゲーミングキーボード。

ゲーミング
イヤホンマイク／ヘッドセット

音質・装着感・高級感を追求し、快適なゲームプレイを実現。
ゲーミング向け専用にカスタマイズしたヘッドセット。

ゲーミングマウスパッド

ゲーミングマウスの性能を最大限に引き出し、
スムーズな操作を実現するゲーミングマウスパッド。

■幅460.0×奥行400.0×高さ2.0mm
　ワイド

MP-G08BK
¥2,992（税抜価格¥2,720）

■約W900×D300×H10mm（最厚部）
　超ワイド／約660g

MP-GL01BK
¥7,601（税抜価格¥6,910）

デバイスで差をつけろ！
ライトに楽しむ！ヘビーにこだわる！

どちらのユーザーにも、ベストなアイテムが見つかる！エレコムのゲーミングデバイス。

■幅25×奥行26×高さ40mm（ケーブル含まず）／
12g（ケーブル含まず）

ホワイト

M-G01URWH ¥7,799（税抜価格¥7,090）

ブラック

¥7,799（税抜価格¥7,090）M-G01URBK ホワイト

HS-ARMA50EWH
¥9,757（税抜価格¥8,870）

ブラック

¥9,757（税抜価格¥8,870）
HS-ARMA50EBK

■幅161×奥行75×高さ191mm (ケーブル含まず)／
182g(ケーブル含まず)

ホワイト

HS-G30WH
¥5,841（税抜価格¥5,310）

ブラック

¥5,841（税抜価格¥5,310）
HS-G30BK

ハードウェアマクロ搭載
MMOゲーミングマウス。

複合振動板ETEMドライバー搭載
ゲーミングイヤホンマイク。

高音質と軽量設計の
ゲーミングヘッドセット。

超高耐久スイッチ搭載
5ボタン搭載ゲーミングマウス。

なめらかで
スムーズに滑る操作感。

10種類の点灯パターンで
デスクを彩る。

素早い入力が可能な
薄型メカニカルキー搭載
FPSゲーミングキーボード。

素早い入力が可能な
薄型メカニカルキー搭載
FPSゲーミングキーボード。

室内でも明るく撮れて好印象に！
オンラインに最適な
クリップタイプのリングライトです。

ライト角度の微調整可能な
ボールジョイント付き。
ミニ三脚付き。

DE-L03BK　　　　　　　　　　　　　　
¥6,732（税抜価格¥6,120）

■全体(三脚開いたとき):約W260×D170×H430mm／
　全体(三脚閉じたとき):約W260×D43×H472mm／
　リングライト:約W260×D19×H266mm／
　約512g(三脚他を含む)

室内でもより明るく
好印象に撮影できる
直径26cm。
ボールジョイント付き。
ミニ三脚付き。

■直径約21×高さ約24mm(ケーブル、クリップ含まず)／約16g

動画撮影に最適な
衣服などに装着できる
クリップ付きピンマイク。

HS-MC10BK
¥15,994（税抜価格¥14,540）

■約幅150×高さ50mm(ケーブル含まず)／約68ｇ(ケーブル含まず)

屋外での動画撮影に最適！
狙った音だけを
高音質で集音可能な
超指向性ガンマイク。

■約幅46×高さ146mm(ケーブル含まず)／約115g(ケーブル、三脚含まず)

配信者から少し距離のある
場合でも話者の声をはっきりと
集音できるUSBマイク。

HS-MC12UBK
¥13,684（税抜価格¥12,440）

室内でも顔色明るく
好印象をもたせたい！

LEDリングライト

■約Ф30×高さ200mm（突起部除く）／
　約165g

P-STSRS02ITABK
オープン価格

■約Φ37×高さ370mm（突起部を含む）／
　三脚：約283g、
　スマートフォンホルダー：約32g

円筒形で収納できてコンパクト。
様々なシーンで使えるホルダー
一体型簡単収納三脚。

広い場所や全身撮影に最適。
最大1600ｍmまで伸びる
ロングタイプの
スマートフォン用三脚です。

P-STSRSMBK
オープン価格

■約幅36×奥行38×高さ275mm
　（突起部除く）／三脚：約178g、
　スマートフォンホルダー：約32g

様々なシーンで活躍する
持ち運びしやすい
スマートフォン用三脚。
自撮り棒としても使用できる
2Wayタイプ。

映したい画角を調整したり、
自撮りを行いたい！

自撮り棒・三脚

動きが加わるライブ配信
でもしっかり集音したい！
クリップ付き
ピンマイク

屋外撮影でも集音の
質を向上したい！
超指向性
ガンマイク

■約幅61×高さ39×厚み約14mm(USB Type-CTM
　コネクター含まず)／約25g

持ち運び便利なコンパクトサイズの
変換アダプター。

■約幅57×高さ39×厚み17mm(ケーブル含まず)／
　約33g

ケースをつけたままでも接続しやすい
ケーブルタイプの変換アダプター。

画角にマイクを入れずに
しっかりと声を入れたい！

遠距離集音マイク

HS-DSZARMBK
オープン価格

■約長さ350mm×2（アーム）／約480g

フレキシブルアームで
マイクを好きな位置に
調節できるマイクスタンド。

狙った場所や口元に
マイクを固定したい！

マイクスタンド

P-STSRSGNCPBK
オープン価格

■本体:約直径31×高さ335mm（突起部を除く）
　ホルダー:約幅30×奥行26×高さ80mm／約285g

P-STSRSNSBK
オープン価格

■本体:約幅195×奥行143×高さ18mm（突起部を除く）
　ホルダー:約幅30×奥行25×高さ83mm／約44g

首に掛けて撮れる！
ネックストラップ型
スマホホルダー。

HS-PG15BK
オープン価格

■約直径153mm(フィルター外径)×長さ360mm(アーム)／
約200g

ポップノイズをカットし、
呼気に混ざる
湿気をガード。

スマホ用多関節グースネック
クリップマウント。

自由なアングルで
スマホを固定したい！

スマホスタンド

端末を充電しながら
マイクや入力機器を
使いたい！
変換アダプター
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https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00089/
https://www.elecom.co.jp/products/DE-L01BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-L02BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-L03BK.html
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https://www.elecom.co.jp/products/P-STSRSNSBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CADPDBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CAPDBK.html


周辺機器カタログ

お悩みあるある
特集

INDEX

WEB会議のストレスを
エレコムが解決！

ノイズリダクションヘッドセット
WEB会議用スピーカーフォン
４K対応 高画質WEBカメラ
Bluetoothヘッドセット
静音マウス/静音キーボード
マイク
ギガビットルーター

オフィスの課題を解決

リモート・シェアオフィスの
課題を解決

在宅の課題を解決

学校・オンライン学習の
課題を解決

「デスク環境」
「データバックアップ」
「電源問題」
「感染症対策・衛生」

「PC持ち歩き」
「作業疲れ」

ディスプレイスタンド
SSD/USBメモリ
ACタップ
抗菌・抗ウイルスシート/
クリーニングティッシュ
PCキャリングバッグ
足裏ストレッチグッズ

「非常電源」
「持ち歩き」
「データ持ち出し」

「モバイルワーク」

「セキュリティ」
「ケーブル周り」

モバイルバッテリー
AC充電器
データ復旧サービスLite
付きポータブルSSD
薄型キーボード/
モバイルマウス
のぞき見防止フィルター
ドッキングステーション

「作業環境」
「セキュリティ」
「作業疲れ」

折りたたみPCスタンド
カメラレンズ保護カバー
バランスボール
マッサージャー

「書き込む」
「操作する」
「パソコン環境」
「コミュニケーション」
「ブルーライトから目を守る」
「端末保護と紛失防止」
「持ち回り性UP」

タッチペン/グローブ/下敷き
抗菌マウス/パッド/ミニキーボード
　　キーボード/マウス
　　ヘッドセット/イヤホン
　　　　  キッズ用メガネ
　　　インナーバッグ
　　充電器/タップ

おすすめゲーミングデバイス

ゲーミングマウス
ゲーミングイヤホンマイク/ヘッドセット
ゲーミングキーボード
ゲーミングマウスパッド

動画配信のお役立ち

LEDリングライト
自撮り棒・三脚
マイク
マイクスタンド
スマホスタンド
変換アダプター
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オフィス

WEB会議

在　宅 リモート・シェアオフィス

動画配信

学校・オンライン学習

ゲームプレイ

エレコムが
Q&Aで解決！

あらゆる環境・ライフスタイルに合わせて
課題をまるごと解決

PG225

公式サイト

生活も、遊びも、仕事も
快適にするアイテムが満載！

アクセスはこちら！

CHECK!

地球環境に対する負荷の低減

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

快適にするアイテムが満載！

地球環境に対する負荷の低減

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

地球環境に対する負荷の低減

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

地球環境に対する負荷の低減

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

エレコムグループは、「クレド（経営信条）」や「行動指針（社員の行動規範）」を基盤とし、
社員を成長・活性化させることで会社を成長させ、世界中のお客様の喜びにつながる持続的な
貢献をすることがエレコムグループのサステナビリティと考え、その実現を目指します。

製品のプラスチック梱包材は、プラスチック使用量を削減する、環境に優しい紙材へ置き換える、
内部構成パーツを減らす、パッケージサイズを小さくする、紙材は再生紙にする等の取り組みを行っているほか、
マニュアルのペーパーレス化として、2020年の可能な新商品からQRコード※によりWEBページへ案内する
取り組みを開始しています。さらに、ノンフロン関連製品の拡充などにより温室効果ガスの排出抑制を図ります。
今後の取り組みとしては、プラスチック材を使用する場合、石油系プラスチックから天然由来の代替え材料への
切り替えを進めます。エレコムでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして
エレコム独自の「THINK ECOLOGY」マークを制定し、これら取り組み製品のパッケージ等へ表示に
向け進めており、積極的にお客様が環境に配慮した製品を選んでいただけるよう努力を続けていきます。

具体的施策
エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

取り組みの一部である
「THINK ECOLOGY」をご紹介します

エレコムグループ
SDGsの取り組み

詳細は
こちら

エレコムグループのサステナビリティ

より快適でより便利なデジタルライフがココに。

https://www.elecom.co.jp/
https://www.elecom.co.jp/ir/society/



