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Product Information
本製品は、クリップ形状の固定部分に、運転席のメーターフードを
挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなく
スマートフォンの情報を確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイの
ようなイメージでご利用いただけます。
大型のクリップ部分は最大約 90mmまで開くことができるため、
6.5 インチの大型スマートフォンも簡単に装着可能。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

サイズ：約 130×55×90mm
重量：80.2g
材質：ABS、シリコンゴム
対応メーターフード：奥行 80mm以上、厚さ 25mm以内
スマートフォン用クリップ可動幅：最大約 90mm
対応スマートフォン：横幅 85mm程度まで        

主な仕様

商品名：hoco CA50 
スマホダッシュボードホルダー

型　番：CA50-SMDBHDR
ＪＡＮ：4520008253957

クリップで挟むだけ、シンプル

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information
スマホをワンタッチで固定！ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に 360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か 101g と軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max 等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

サイズ：125mm×110mm×97mm
重量：約 101g
主な材質：PC、TPU、シリコン、ナイロン
装着可能なスマートフォン：横幅が 55 ～ 85mm（画面サイズ 4.7 ～ 6.5 イン
チ程度）、厚さが約 12mmまで
※4本のアームの縦横比は変更できません。
装着可能なパイプ直径：約 20 ～ 43mm
製品内容：ホルダー×1、マウント×1

主な仕様

製品名：hoco CA58 
スマホバイクホルダー

型　番：CA58-SMBCHDR
ＪＡＮ：4520008253933

ホルダー部分は 360°回転

6.5”まで
スマホ最大

対応

回転
360°

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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Product Information
後部座席にスマホやタブレットを 設置して移動中に映画や音楽を楽しむことができます。
車中泊や渋滞中でも、後部座席はリビングのような快適空間を楽しめます。
[2 本のシャフト間に挟んで設置 ]
ヘッドレスト取り付けアームは、ヘッドレストの 2本のシャフトの
間にはさみ込むだけ。
取り付け可能なシャフトの間隔は、110mm～ 143mmまで。
幅広い種類のシートでご使用いただけます。
※バケットシート等のシャフトの無いシートではご使用いただけません。
※シャフトの間隔が 130mm以下の場合は一度シャフトを抜いて装着してください。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

主な材質：ABS、アルミ、シリコン
サイズ：約 185×175×70mm
重　量：296g
ホルダー可動幅：110mm～ 255mm
対応する端末：約 4～10.5 インチ程度のスマートフォン・タブレット
対応する厚さ：約 12mmまで
対応するヘッドレスト：シャフトの間隔が 130 ～ 143mm
　　　　　　　　　　　（シャフトを抜けば 110 ～ 143mm）

主な仕様

商品名：hoco CA62 
ヘッドレストアームホルダー

型　番：CA62-HRAMHDR
ＪＡＮ：4520008253940

スマホ、タブレットに合わせてホルダーを
　　　　自由に回転、伸縮することができます。

伸縮

10.5”
最大

回転
360°

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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商品名：hoco M1 Pro 
マイク搭載ステレオイヤホン ホワイト
型番：M1PRO-35WH
JAN：4520008254190

商品名：hoco M1 Pro 
マイク搭載ステレオイヤホン ブラック
型番：M1PRO-35BK
JAN：4520008254183 

Product Information

※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、
弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

※Skype や Line などインターネット電話には対応しておりません。
※ご利用の機器やアプリによりご利用いただけない場合がございます。

・短押し：応答
・長押し：電話を切る

・1回クリック：音楽の再生 /停止
・2回クリック：次の曲へ
・3回クリック：前の曲へ

■電話操作

■音楽操作

［マイク付きリモコン］

操作ボタン

ボリューム
[+] ボタン

ボリューム
[ ー ] ボタン

本製品はマイク機能を搭載したステレオイヤホンで、
圧迫感を抑えた装着感、 1 ボタンリモコン＆ボリュー
ム操作に対応しております。ケーブル長は約 1.2m、
オーディオプラグ 3.5mmタイプ。

・ドライバ：直径 12mm
・周波数　：20～20000Hz
・抵　　抗：32Ω±15%
・接続端子：3.5mm /4 極
・重　　量：約 12g
・ケーブル：全長 約 1.2m
・マイク　：マイク搭載
・リモコン：ワンボタンのシンプル操作、
　　　　　　ボリューム調節機能

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp
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商品名：hoco M51 
アルミニウムカナルイヤホン ブラック
型番：M51-ALEP-BK
JAN：4520008254220

商品名：hoco M51 
アルミニウムカナルイヤホン ホワイト
型番：M51-ALEP-WH
JAN：4520008254237

商品名：hoco M51 
アルミニウムカナルイヤホン レッド
型番：M51-ALEP-RD
JAN：4520008254244

Product Information

※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、
弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※Skype や Line などインターネット電話には対応しておりません。
※ご利用の機器やアプリによりご利用いただけない場合がございます。

・短押し：応答
・長押し：電話を切る

・1回クリック：音楽の再生 /停止
・2回クリック：次の曲へ
・3回クリック：前の曲へ

■電話操作

■音楽操作

［マイク付きリモコン］

操作ボタン

本製品は、アルミボディの密閉型（カナル）イヤホン
で、マイク付リモコンを搭載しております。
イヤホンケーブルの長さは約 1.2mあり、ワンボタン
で操作可能なシンプルリモコンを搭載。

ドライブ：直径 10mm
・周波数　：20～20000Hz
・抵　　抗：16Ω±15%
・感　　度：98dB±3dB
・接続端子：3.5mm /4 極
・重　　量：約 10g
・ケーブル：全長 約 1.2m
・マイク　：マイク付きリモコン
・リモコン：ワンボタンのシンプル操作

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information

※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、
弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

※Skype や Line などインターネット電話には対応しておりません。
※ご利用の機器やアプリによりご利用いただけない場合がございます。

・短押し：応答
・長押し：電話を切る

・1回クリック：音楽の再生 /停止
・2回クリック：次の曲へ
・3回クリック：前の曲へ

■電話操作

■音楽操作

［マイク付きリモコン］

操作ボタン

本製品は、スカイサウンドユニバーサルイヤホンで、
マイク付リモコンを搭載しております。
イヤホンケーブルの長さは約 1.2mあり、ワンボタン
で通話と音楽をシンプルに操作できます。

・ドライブ：直径 14mm
・周波数　：20～20000Hz
・抵　　抗：16Ω±15%
・感　　度：95dB±3dB
・接続端子：3.5mm /4 極
・重　　量：約 13g
・ケーブル：全長 約 1.2m
・マイク　：マイク付きリモコン
・リモコン：ワンボタンのシンプル操作

商品名：hoco M57 
オープンイヤーイヤホン ホワイト
型番：M57-OEEP-WH
JAN：4520008254213

商品名：hoco M57 
オープンイヤーイヤホン ブラック
型番：M57-OEEP-BK
JAN：4520008254206 

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

▶ USB ケーブル ▶ マウンター ▶ イヤホン

日本トラストテクノロジー株式
会社

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



商品名：hoco M70 
カーボン調カナルイヤホン ホワイト 
型番：M70-CAEP-WH
JAN：4520008254190

商品名：hoco M70 
カーボン調カナルイヤホン ブラック 
型番：M70-CAEP-BK
JAN：4520008254183 

Product Information

※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、
弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

※Skype や Line などインターネット電話には対応しておりません。
※ご利用の機器やアプリによりご利用いただけない場合がございます。

・短押し：応答
・長押し：電話を切る

・1回クリック：音楽の再生 /停止
・2回クリック：次の曲へ
・3回クリック：前の曲へ

■電話操作

■音楽操作

［マイク付きリモコン］

操作ボタン

本製品は、カーボン調の密閉型（カナル）イヤホンで、
マイク付リモコンを搭載しております。
イヤホンケーブルの長さは約 1.2mあり、ワンボタン
で操作可能なシンプルリモコンを搭載。

・ドライブ：直径 10mm
・周波数　：20～20000Hz
・抵　　抗：32Ω
・感　　度：98dB±3dB
・接続端子：3.5mm /4 極
・重　　量：約 10g
・ケーブル：全長 約 1.2m
・マイク　：マイク付きリモコン
・リモコン：ワンボタンのシンプル操作

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



hoco M81 
スリーピングイヤホン ホワイト
型番：M81-SLEP-WH
JAN：4520008254183 

hoco M81 
スリーピングイヤホン ブラック
型番：M81-SLEP-BK
JAN：4520008254183 

Product Information

※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、
弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

※Skype や Line などインターネット電話には対応しておりません。
※ご利用の機器やアプリによりご利用いただけない場合がございます。

・短押し：応答
・長押し：電話を切る

・1回クリック：音楽の再生 /停止
・2回クリック：次の曲へ
・3回クリック：前の曲へ

■電話操作

■音楽操作

［マイク付きリモコン］

操作ボタン

本製品は、イヤーキャップ部分に柔らかなシリコン
素材を採用したスリーピングイヤホンで、
寝ながら利用しても耳が痛くなりにくい仕様に
なっております。

・ドライブ：直径 6mm
・周波数　：20～20000Hz
・抵　　抗：16Ω±5%
・感　　度：98dB±3dB
・接続端子：3.5mm /4 極
・重　　量：約 9g
・ケーブル：全長 約 1.2m
・マイク　：マイク付きリモコン
・リモコン：ワンボタンのシンプル操作

最新情報はこちら

ホームページを確認
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Product Information
本製品は、4.7～13 インチのスマートフォンやタブレットに対応する、
スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンドです。
オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、
撮影台として快適にご活用いただけます。

本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、
しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。
また、多関節構造により可動範囲が広く、コンパクトに折りたためるため、
持ち運びにも便利です。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

サイズ：約 90×125×250mm（展開時）
　　　　約 90×125×54mm（収納時）
重　量：約 240g
主な材質：ABS、シリコン
対応機器サイズ：4.7 ～ 13 インチのスマホ、タブレット

主な仕様

商品名：hoco PH34 
4 軸モバイルデスクスタンド

型番：PH34-DESKST-BK
JAN：4520008255012

型番：PH34-DESKST-WH
JAN：4520008254992

BLACK WHITE

コンパクト

収納

4軸
自在

最大

13インチ
まで

日本トラストテクノロジー株式
会社
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Product Information

最新情報はこちら

ホームページを確認
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※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

商品名：hoco PH35 
折りたたみ収納ボックス for Car

ヘッドレスト取付タイプ

自動車のヘッドレスト用折りたたみ式収納ボックス。
後部座席を快適にするための工夫が満載。

型番：PH35-STORAGE
JAN：4520008255135

・折畳み式収納として、スマホや小物をサッと収納。
・収納を畳んでミニテーブルと利用できます。
・収納ボックス底面がミラーとなり、身だしなみチェックに
　ご利用いただけます。
お子様のいるドライブでは、小さなお子様の小物やミルクを置くための
スペースとしてご活用いただけます。
ボックス部分は取り外すことができ、水洗いすることで清潔に保つことができます。

・折り畳みサイズ：約 242 × 182 × 38mm
・広げたサイズ：約 242 × 182 × 105mm
・重　量：約 256g
・耐荷重：最大 約 3kg

主な仕様

折畳み時

収納 BOX
ミラー付き

ミラー
機能

ミニ
テーブル

ミラー付

収納
BOX

日本トラストテクノロジー株式
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Product Information

メタルフレームでつくられた、2つのリングが、
伸ばしてスマホリング、
折り曲げてスマホスタンドに早変わりします。
本製品とスマホの設置部分が 360°回転するので、
縦、横どちらのスタイルでもご利用いただけます。
テレワークなどオンラインでの打ち合わせでも、
どこでもサッとスタンドに早変わりするので、
非常に便利です。
キーボードやマウスを利用する場合にも最適です。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

商品名：hoco PH36 メタルリングスタンド

型番：PH36-MTRST-GM
JAN：4520008255173

型番：PH36-MTRST-SV
JAN：4520008255180

GUNMETAL SILVER

・サイズ：
　収納時：約 70×42×4mm
　展開時：約 185×42×4mm
・重　量：約 48g
・対応サイズ：7インチ未満のスマートフォン

主な仕様

日本トラストテクノロジー株式
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最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

商品名：hoco PH37 
アルミノートスタンド

型番：PH37-ALNBST-GY
JAN：4520008255357

GRAY

型番：PH37-ALNBST-SV
JAN：4520008255364

SILVER

ノートパソコン用スタンド

テレワークやオンライン授業での作業を快適にして
手や肩などにかかる負担を軽減します。

4 段階調節

ノートパソコンを設置するスタンド部分と底面に
シリコンパッドを配置しておりノートパソコンを
ご利用時にズレを防止します。
作業に合わせて角度を 4段階調節（19～ 30°）。

サイズ：約 250×220×16mm
重量：約 720g
角度調節：4段階（19 ～ 30°）

主な仕様
滑り止め

日本トラストテクノロジー株式
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最新情報はこちら

ホームページを確認
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※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

商品名：hoco PH39 
MagSafe 用アルミデスクスタンド

MagSafe充電器対応

MagSafe 充電器を取付けできる角度自由自在のデスクスタンド
充電しながら最適なポジションで動画の視聴も楽しめます。

型番：PH39-MAGST-SV
JAN：4520008255340

SILVER

折畳み時

・主な材質：アルミニウム合金
・サイズ：約 75×75×145mm
・重　　量：約 126g
・対　　応：MagSafe 充電器に対応
※MagSafe 充電器等付属しておりません。別途ご用意ください。

主な仕様

ボディは強度のあるアルミ合金を利用しており、スマホをしっかりと
支えることができます。また、MagSafe 充電器をしっかり固定する滑り止めが
ホルダ底面と側面に配置され、 脱着時にMagSafe の脱落を防ぎます。

【ご注意ください】●本製品のご利用には Apple 社製MagSafe 対応 iPhone と MagSafe 充
電器等が別途必要です。●MagSafe 非対応のケースを装着している場合ご利用いただけま
せん。●本製品からMagSafe 充電器を外す際はヘッド背面の穴より指で押し出してくださ
い。●本製品のネジは回さないでください。アームが固定できなくなります。

MagSafe
充電器対応

角度調節
自在

日本トラストテクノロジー株式
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Product Information
時間が来たら自動で通電をOFF ！
1時間単位で最大 5時間にセット可能なOFF タイマー付きの充電ケーブルです。
過充電防止や省エネに最適。データ転送にも対応。
　・設定した時間で自動的に通電をOFF
　・1時間単位で最大 5時間にセット可能
　・設定した時間がわかりやすい大型 LEDディスプレイ
　・少し長くて使いやすいケーブル長 1.2m
　・摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長さ：約 1.2m
入力端子：USB-A
出力端子：Lightning 8pin
ボタン：クリックで［＋1時間］、ダブルクリックで［－1時間］
（デフォルトで 3時間タイマーになっております）
※常時タイマーが働きます。タイマー機能をOFF にすることはできません。

主な仕様

型　番：S13-IP12-BK$u8112kn9oey3hm

型　番：S13-TC12-BK$u8112kn9oey96m 型　番：S13-TC12-RD$u8112kn9oeyelm設定範囲

1～5
時間

簡単操作
＆

LED表示
ケーブル
1.2m

hoco. S13
タイマー充電ケーブル  1.2m
～タイマーセットでオートOFF! ～

日本正規代理店
hoco.

株式会社日

本トラストテク
ノロ

ジ
ー

商品名：hoco S13 
タイマー充電ケーブル iOS

商品名：hoco S13 
タイマー充電ケーブル Ｔype-c

型　番：S13-IP12-RD$u8112kn9oey6ym

▶ USB ケーブル ▶ マウンター ▶ イヤホン

日本トラストテクノロジー株式
会社

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
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最新情報はこちら

ホームページを確認
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※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

ケーブル長：約 1.2m
重量：約 52g
材質：亜鉛合金（端子）、ナイロン（外装）
対応端子：iOS、USB Type-C、USB-A

主な仕様

hoco S22 マルチ 4in1 充電ケーブル 1.2m ブラック
型　番：S22-MLT12-BK
ＪＡＮ：4520008253445

hoco S22 マルチ 4in1 充電ケーブル 1.2m グレイ
型　番：S22-MLT12-GY
ＪＡＮ：4520008253452

GRAY

1.2m

BLACK

1.2m

ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。
ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。

頑丈なメタルコネクタを採用
USB Type-C ケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子を iOS と USB-A に差し替え可能！
これ 1本で 4通りの組み合わせでご使用いただけます。
メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。
コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。

コネクタの組み合わせバリエーション
・Type-C - Type-C  ・Type-C - iOS
・USB-A - Type-C  ・USB-A - iOS

信頼性の高いケーブル
肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。
摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。
フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。

Type-C

iOS USB

Type-C

変換変換

Type-C

iOS USB

Type-C

変換変換

日本トラストテクノロジー株式
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※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

・短すぎない便利な長さ 1.2m
・摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用
・通電をお知らせするコネクタの LEDに加え、Lightning 端子部分も発光
・暗闇でも Lightning 端子に挿入しやすい親切設計
・ブラックとレッドのカラーバリエーション

長さ：約 1.2m
重量：26g
入力端子：USB-A
出力端子：iOS（8pin）

主な仕様

iOS 1.2m

2.4A BLACK

iOS 1.2m

2.4A R E D

商品名：hoco S24 デュアル LED iOS ケーブル ブラック
型番：S24-DLEDIC-BK
JAN：4520008254152

商品名：hoco S24 デュアル LED iOS ケーブル レッド
型番：S24-DLEDIC-RD
JAN：4520008254169

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information
・邪魔になりにくいエアコン吹き出し口に装着するタイプのカーホルダー
・片手でスマホの着脱が可能な、パンタグラフ式メカによる自動ホールド機構
・未使用時は送風の妨げになりにくいコンパクトサイズに自動収縮
・ボールジョイントにより向きを自由に設定可能

普段はエアコンの送風の妨げになりにくいサイズのボディが、スマホの重量でホルダーにトランスフォーム！
スマホを取り外すと自動でメカが収縮し、コンパクトサイズに！

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

サイズ：97.6×106×37.5mm
重量：約 67g
対応スマートフォン：幅 55mm ～ 80mm
                                           （4 ～ 6.5 インチクラス）までの機器
パッケージサイズ：約 118×157×42mm
パッケージ込重量：約 130g

主な仕様

商品名：hoco S25 
スマホカーホルダー

型　番：S25-SCHDR-BK
ＪＡＮ：4520008253964

型　番：S25-SCHDR-GD
ＪＡＮ：4520008253971

BLACK GOLD

スマホを挿し込むだけで
両側から自動で挟み込みます

日本トラストテクノロジー株式
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最新情報はこちら

ホームページを確認
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※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

商品名：hoco S28 
折畳み式デスクスタンド

型　番：S28-DESKST-BK
ＪＡＮ：4520008255401

BLACK

型　番：S28-DESKST-WH
ＪＡＮ：4520008255418

WHITE

スマホ ＆ タブレット用

本製品のホルダー部は、しっかりとした滑り止めを配置し、
約 4.7 ～ 14 インチのスマホやタブレット（800g 以内）に
対応しており、背もたれ部分を伸縮することができ
約 95mm~155mmまで調節できます。

デザインと機能性を兼ね備えた
スマホ＆タブレット用デスクスタンド。

・主な材質：ABS
・サイズ：約 124×83×26mm（収納時）、約
175×83×250mm（展開時）
・重　量：約 315g
・対　応：スマホ、タブレット（4.7～14 インチ、800g 以内）
・用　途：オンライン学習、オフィス、映画鑑賞、ライブ放送

主な仕様

タブレット

14”

スマートフォン
4.7”

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information

・マグネットの力でコネクタとケーブルが簡単脱着
・充電専用 （iOS：2.4A まで、Type-C:3.0A まで）
・短すぎない便利な長さ 1.2m
・摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、組み合わせる端末や電源の仕様により期待する速度で充電が行われない場合があります。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長　　さ：約 1.2m
入力端子：USB-A
出力端子：S8-MGNYIC：Type-C、充電専用 最大 3.0A
　　　　　S8-MGNYIC：iOS、充電専用 最大 2.4A

180°自由な位置接続 ＆ 脱着可能
充電しながらゲームする際も
ケーブルが邪魔にならず快適。

180°

MAGNET

CHARGE

Angle Free 180°

主な仕様

iOS
TIP

Type-C
TIP

商品名：hoco. S8
180°マグネットナイロンケーブル for iOS
型番：S8-MGNYIC
JAN：4520008254251 

商品名：hoco S8 
180°マグネットナイロンケーブル for Type-C
型番：S8-MGNYTC
JAN：4520008254268

hoco. S8
180°マグネットナイロンケーブル
～マグネットでケーブルとコネクターを簡単脱着可能～

iOS 1.2m 充電専用
2.4A

日本正規代理店
hoco.

株式会社日

本トラストテク
ノロ

ジ
ー

マグネット
脱着システム
マグネット
脱着システム

Type-C 1.2m 充電専用
3.0A

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information

・コネクタが 180 度回転して好みの角度に調節
・PD充電対応 （iOS:20W、Type-C:100W）
・短すぎない便利な長さ (iOS:1.2m、Type-C:1.5m)
・摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、組み合わせる端末や電源の仕様により期待する速度で充電が行われない場合があります。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

モデル
入力端子
出力端子
PD充電
ケーブル

U100-180RTCIC
Type-C
iOS
最大 20W
約 1.2ｍ

U100-180RTCTC
Type-C
Type-C
最大 100W
約 1.5ｍ

スマホを横向きで利用しながら
充電する際に邪魔にならない
180°回転コネクターです。

180°

180°
  回転

PD
急速充電

Angle Free 180°

主な仕様

hoco U100　180°回転コネクタ PDケーブル
Type-C to iOS

U100-180RTCIC-RD
JAN：4520008256910 

U100-180RTCIC-BK
JAN：4520008256903

iOS 1.2m PD
20W

Type-C 1.5m PD
100W

hoco U100　180°回転コネクタ PDケーブル
Type-C to Type-C

U100-180RTCTC-RD
JAN：4520008256934

U100-180RTCTC-BK
JAN：4520008256927

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information
カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。
Type-C to C のショートケーブル、変換コネクタ 3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計 6点がセット。
旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。

短くてもしっかりしたケーブル
ケーブルは最大 3Aに対応。
22cmの長さで様々な機器の充電とデータ転送に対応します。

スタンドにもなる収納ケース
ケースの二つのフラップを立てると、スマホスタンドに早変わり。
ブラウジングや動画鑑賞に最適です。

■梱包内容
Type-C - Type-C ケーブル×1
Type-C メス - iOS オス変換コネクタ×1
Type-C メス - microUSB オス変換コネクタ×1
Type-C メス - USB-A オス変換コネクタ×1
SIM イジェクトピン×1
収納ケース×1

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、組み合わせる端末や電源の仕様により期待する速度で充電が行われない場合があります。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※本製品はMFI 認証取得製品ではありません。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

サイズ：約 90×60×8mm
重さ：約 45g
ケーブル長：約 220mm
（全長約 280mm）

主な仕様

商品名：hoco U86 
6 in 1 ケーブル＆コネクタストレージケース
型番：U86-6IN1CASE
JAN：4520008254299

スマホ
スタンド

組み換え
自由な
ケーブル

コンパクトな
ツール
セット

Type-C
microUSB
iOS
USB(A)

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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Product Information

■USB充電専用
iOS モデルは最大 2.4A、Type-C モデルは
最大 3.0A の充電に対応しており、
急速充電器と組み合わせて快適な充電を
ご利用いただけます。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長さ：約 1.0m
マグネット：10 個
重量：約 37g
入力端子：USB-A
出力端子：iOS 端子 8pin（U91-MGMAG-IC）
　　　　　Type-C 端子　（U91-MGMAG-TC）

主な仕様

hoco U91 マジックマグネットケーブル for iOS
型番：U91-MGMAG-IC
JAN：4520008254671

iOS 1.0m 充電専用
2.4A

Type-C 1.0m 充電専用
3.0A

hoco U91 マジックマグネットケーブル for Type-C
型番：U91-MGMAG-TC
JAN：4520008254688

■10子のマグネットで簡単にケーブルがまとまる
10 個のマグネットが配置されており、
お互いに磁力でくっつき、ケーブルを
まとめる際に非常に便利です。
また鞄などに入れた際も
解けることがなく
絡まる心配がありません。

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
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Product Information
PowerDelivery 充電に対応したスマートフォンと充電器で
従来の 5V充電よりも高速な充電を可能にします。
本製品のコネクター部分にはアルミ合金を採用し、
ケーブルはナイロンメッシュにより強度と耐久性を兼ね備えております。
PD充電による急速充電に対応しているほか、データ通信にもご利用
いただけるので、パソコンとの連携にもご活用いただけます。
Type-C から Type-C 充電は最大 60Wまで対応し、
Type-C から iOS 充電が最大 20Wまで対応しております。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長さ：約 1.2m
入出力端子：
U95-PDTC-IC（Type-C→iOS）
U95-PDTI-TC（Type-C→iOS、Type-C→Type-C）
U95-PDUT-IC（Type-C→iOS、USB-A-iOS）
U95-PD4IN1（Type-C→Type-C、Type-C→iOS
　　　　　　　USB-A→Type-C、　USB-A→iOS）

主な仕様

hoco U95 PD ケーブル

型　番：U95-PDTC-IC
ＪＡＮ：4520008255333

・Type-C ➡ iOS（PD 20W） ・Type-C ➡ iOS（PD 20W）
・Type-C ➡Type-C（PD 60W）

型　番：U95-PDTI-TC
ＪＡＮ：4520008255203

・USB(A) ➡ iOS（2.4A）
・Type-C ➡ iOS（PD 20W）

型　番：U95-PDUT-IC
ＪＡＮ：4520008255197

Type-C ➡  iOS  
Type-C ➡  Type-C
USB-A  ➡  iOS   
USB-A  ➡  Type-C

型　番：U95-PD4IN1
ＪＡＮ：4520008256989

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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Product Information
本製品は、ジッパーをモチーフにした充電専用ケーブルです。
ジッパーを開くと Type-C 端子と iOS 端子に分岐して、スマートフォンであれば 2台同時充電が可能です。
ケーブル部分は色分けされており、一目で Type-C と iOS を識別可能です。
ジッパーを閉じることで分岐部分が一体化し、ばらけることなくスッキリ収納できます。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長さ：約 96cm
重量：約 59g
入力端子：USB-A
出力端子：Type-C、iOS 端子

【主な仕様】

型番：U97-ZIP-BK
JAN：4520008255388

商品名：hoco U97
2-IN-1 ジッパーケーブル for Type-C/iOS

iOSＴype-c iOSＴype-c
型番：U97-ZIP-RD
JAN：4520008255395

hoco. U97
2-IN-1 ジッパーケーブル
 for Type-C/iOS

日本正規代理店
hoco.

株式会社日

本トラストテク
ノロ

ジ
ー

合計最大
2.4 A

充電
専用

ZIPPER
タイプ

2-IN-1
ZIPPER TYPE

iOSTypeC

2-IN-1
Z I P P E R  T Y P E

f o r  T y p e - C  / i O S

ブラック レッド

●本製品は出力専用ケーブルです。QC/PD の急速充電には対応しておりません。
●スマートフォン×2 台の合計電流が 2.4A 以内の機器でご利用ください。
●タブレットとの同時充電はサポートしておりません。
●充電する機器の仕様や電池残量によっては、片方の機器のみ充電が進む場合があります。

■ご利用時の注意点

iOS TypeC

2-IN-1
ZIPPER TYPE

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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商品名：hoco W101 ゲーミングヘッドセット
型番：W101-HEADSET

Product Information

※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、
弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

高性能マイクと 50mmの大型ドライバを搭載。
ゲームの臨場感と快適なボイスチャットをお楽しみい
ただけます。
ケーブルは約 2.4mあり、取り回しに便利です。
ケーブルは 3.5mmオーディオ端子とイルミネーショ
ン用のUSB 端子を搭載しております。
USB から電力を供給することで、ヘッドセットに搭載
した 7色の LEDがイルミネーションのようにフェイ
ドしながら発光します。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

型番：W101-HEADSET

1. 材質: ABS.
2. ドライバ: 50mm.
3. 入　力: USB + audio 3.5mm 
　　　　+ microphone 3.5mm.
4. マイク: Φ6.0*2.7mm.
5. サイズ: 230*170*100mm
6.ケーブル:約2.4m.
7. 重さ:約 335g.
8. LED：7-color

BLACK

ボイスチャット

オンラインゲーム

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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Product Information

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、組み合わせる端末や電源の仕様により期待する速度で充電が行われない場合があります。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長さ：約 25cm、1.0m、2.0m
入力端子：USB-A
出力端子：iOS モデル、Type-C モデル
外装の材質：ケーブル シリコン、コネクタ TPE

主な仕様

hoco. S8
180°マグネットナイロンケーブル
～マグネットでケーブルとコネクターを簡単脱着可能～

日本正規代理店
hoco.

株式会社日

本トラストテク
ノロ

ジ
ー

マグネット
脱着システム
マグネット
脱着システム

hoco. X21 Plus
シリコン充電ケーブル
～極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用～

日本正規代理店
hoco.

株式会社日

本トラストテク
ノロ

ジ
ー

25cm 1.0m 2.0m

iOS モデル

25cm 1.0m 2.0m

Type-C モデル

25cm

1.0m

2.0m

型　番：X21P-IP02-BL
ＪＡＮ：4520008253483

型　番：X21P-IP02-RD
ＪＡＮ：4520008253476

型　番：X21P-IP02-WH
ＪＡＮ：4520008253469

型　番：X21P-TC02-BL
ＪＡＮ：4520008253575

型　番：X21P-TC02-RD
ＪＡＮ：4520008253568

型　番：X21P-TC02-WH
ＪＡＮ：4520008253551

Ty
pe
-C
モ
デ
ル

iO
S
モ
デ
ル

型　番：X21P-IP10-BL
ＪＡＮ：4520008253513

型　番：X21P-IP10-RD
ＪＡＮ：4520008253506

型　番：X21P-IP10-WH
ＪＡＮ：4520008253490

型　番：X21P-TC10-BL
ＪＡＮ：4520008253605

型　番：X21P-TC10-RD
ＪＡＮ：4520008253599

型　番：X21P-TC10-WH
ＪＡＮ：4520008253582

Ty
pe
-C
モ
デ
ル

iO
S
モ
デ
ル

型　番：X21P-IP20-BL
ＪＡＮ：4520008253544

型　番：X21P-IP20-RD
ＪＡＮ：4520008253537

型　番：X21P-IP20-WH
ＪＡＮ：4520008253520

型　番：X21P-TC20-BL
ＪＡＮ：4520008253636

型　番：X21P-TC20-RD
ＪＡＮ：4520008253629

型　番：X21P-TC20-WH
ＪＡＮ：4520008253612

Ty
pe
-C
モ
デ
ル

iO
S
モ
デ
ル

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSB
ケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩き
に最適です。
ケーブルは最大 2.4A に対応。もちろんデータ転送にも対応して
います。

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ
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Product Information

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

長さ：約 1.0m
入力端子：USB-A
出力端子：microUSB
　　　　　Type-C
　　　　　iOS（ 8pin）

主な仕様

商品名：hoco X41 3 in 1 ナイロンケーブル ブラック
型番：X41-3IN1NY-BK
JAN：4520008254275

3in1 1.0m 充電専用
2.4A R E D

3in1 1.0m 充電専用
2.4A BLACK

商品名：hoco X41 3 in 1 ナイロンケーブル レッド
型番：X41-3IN1NY-RD
JAN：4520008254282

■3種類のコネクタを使い分ける
microUSB ケーブルに Type-C と iOS 端子に切替る
ことができるコネクタを搭載しており、ご利用の
機器に合わせてご利用いただけます。

Type-C

iOS

microUSB

Type-C

iOS

microUSB

3in1 充電専用ケーブル充電専用ケーブル

日本トラストテクノロジー株式
会社
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Product Information
急速充電規格に対応
E-Marker を搭載。ノート PC等の PD対応端末と PD対応 ACアダプターの組み合わせで
最大 100Wでの充電に対応するため、充電にかかる時間を大幅に短縮することが出来ます。
もちろん Type-C 端子搭載スマートフォン・タブレットの充電にも対応します。

耐久性のある外装
ケーブルの被覆は摩擦に強いナイロンメッシュ。
ケーブルのからまりが原因の断線等のトラブル防止に役立ちます。
また、コネクタ外装の素材には耐久性の高いアルミを採用しています。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※PDによる急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

全　　長：約 1mモデル、約 2mモデル
端　　子：両端USB Type-C オス
対応規格：PD 100W
主な材質：TPE・ナイロン・アルミ
対応機種：USB Type-C 対応のタブレット・
　　　　　スマートフォン・PC・ACアダプター

主な仕様

商品名：hoco X50 
100WPD対応ナイロンケーブル

型番：X50-100TC10-BK
JAN：4520008254930

型番：X50-100TC10-GY
JAN：4520008254947

商品名：hoco X50 
100WPD対応ナイロンケーブル

型番：X50-100TC20-BK
JAN：4520008254954

型番：X50-100TC20-GY
JAN：4520008254961

BLACK

GRAY

1ｍ 2ｍ

最大

100W

hoco. X50
100W PD 対応 ナイロンケーブル
～ Type-C PD 対応充電ケーブル 最大 100W（20V/5A max.）～

Type-C

PD
充電最大

5.0A
データー

同期 1.0m 2.0m

日本正規代理店
hoco.

株式会社日

本トラストテク
ノロ

ジ
ー

日本トラストテクノロジー株式
会社

 USBケーブル マウンター イヤホン サプライ

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階
ＴＥＬ：03-5818-2650



Product Information
急速充電規格に対応
E-Marker を搭載。
ノート PC等の PD対応端末と PD対応 ACアダプターの組み合わせで
最大 100Wでの充電に対応するため、
充電にかかる時間を大幅に短縮することが出来ます。
もちろん Type-C 端子搭載スマートフォン・タブレットの充電にも対応します。

長さのバリエーション
1mと 2mをご用意しております。

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※PDによる急速充電は、対応端末と対応電源 (AC アダプター等 ) との組み合わせで可能になります
（充電速度は端末と電源の仕様に依存します）。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

重　　さ：1m約 24g、2m約 45g
端　　子 :：両端 USB Type-C オス
対応規格：PD 100W
対応機種：USB Type-C 対応のタブレット・
　　　　　スマートフォン・PC・ACアダプター

主な仕様

商品名：hoco X51 
100WPD対応ケーブル

型番：X51-100TC10-WH
JAN：4520008254978

型番：X51-100TC20-WH
JAN：4520008254985

WHITE

最大

100W

日本トラストテクノロジー株式
会社
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Product Information

・コネクタとケーブルの付け根をしっかりカバー
・急速充電対応 （iOS:2.4A、Type-C:3.0A）
・短すぎない便利な長さ 1.0ｍ
・摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用

最新情報はこちら

ホームページを確認

www. j t t .ne . jp

※急速充電は、組み合わせる端末や電源の仕様により期待する速度で充電が行われない場合があります。
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。 
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、　
　弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。

モデル
入力端子
出力端子
充電速度
ケーブル

X59-ANTBIC
USB(A)
iOS
最大 2.4A
約 1.0ｍ

X59-ANTBTC
USB(A)
Type-C
最大 3.0A
約 1.0ｍ

断線しやすいコネクターと
ケーブルの付け根を
しっかりとカバー

主な仕様

hoco X59 ANTI-BENDING ケーブル for iOS

X59-ANTBIC-BK
JAN：4520008256958

X59-ANTBIC-BL
JAN：4520008256941

iOS 1.0m 2.4A
充電

Type-C 1.0m 3.0A
充電

hoco X59 ANTI-BENDING ケーブル for Type-C

X59-ANTBTC-BK
JAN：4520008256972

X59-ANTBTC-BL
JAN：4520008256965

曲げに
強い

日本トラストテクノロジー株式
会社
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