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充電専用 microUSBカールケーブル充電専用 microUSBカールケーブル
■スマホ用充電専用ケーブル
■からみにくいカールケーブルで持ち運びに便利
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品は充電専用ケーブルです。
      データ通信には対応しておりません。

ブラックJSC-002BK

$u8112kn9ylodym

USB
充電

 USB
2.0     準拠

12～
25cm

充電専用 microUSBリールケーブル充電専用 microUSBリールケーブル
■スマホ用充電専用ケーブル
■伸縮自在のリールケーブルで持ち運びに便利
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品は充電専用ケーブルです。
      データ通信には対応しておりません。

ブラックJSC-003BK

$u8112kn9yloh6m

USB
充電

 USB
2.0     準拠

70cm

充電・通信対応 microUSBリールケーブル充電・通信対応 microUSBリールケーブル
■スマホ用PC接続データ転送・充電ケーブル
■伸縮自在のリールケーブルで持ち運びに便利
　※専用ケーブル、専用充電器を利用する機器では
　　ご利用いただけません。

ブラックJSC-004BK

$u8112kn9ylollm

データ
通信

USB
充電

 USB
2.0     準拠

70
cm

充電専用 microUSBアルミコネクターケーブル充電専用 microUSBアルミコネクターケーブル
■スマホ用充電専用ケーブル
■耐久性に優れたアルミ製コネクター
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品は充電専用ケーブルです。
　　データ通信には対応しておりません。

ブルーJSC-005BL

$u8112kn9yld36m

USB
充電

 USB
2.0     準拠

50cm

充電専用 microUSBアルミコネクターケーブル充電専用 microUSBアルミコネクターケーブル
■スマホ用充電専用ケーブル
■耐久性に優れたアルミ製コネクター
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品は充電専用ケーブルです。
　　データ通信には対応しておりません。

ピンクJSC-005PK

$u8112kn9yld6lm

USB
充電

 USB
2.0     準拠

50cm

充電専用 microUSBアルミコネクターケーブル充電専用 microUSBアルミコネクターケーブル
■スマホ用充電専用ケーブル
■耐久性に優れたアルミ製コネクター
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品は充電専用ケーブルです。
　　データ通信には対応しておりません。

シルバーJSC-005SV

$u8112kn9yld9om

USB
充電

 USB
2.0     準拠

50cm

充電専用 microUSBケーブル 0.5m ( 両面挿し型 )充電専用 microUSBケーブル 0.5m ( 両面挿し型 )
■Androidスマートフォンに最適
両面させるリバーシブルケーブル
■最大 2Aの高速充電に対応
※本製品は充電専用です

ブラックJSC-045BK

$u8112kn9o6ld6m

充電
専用

急速充電

2A  対応

 USB
2.0     準拠 50cm

リバーシブル
microUSB

充電専用 microUSBケーブル 0.5m ( 両面挿し型 )充電専用 microUSBケーブル 0.5m ( 両面挿し型 )
■Androidスマートフォンに最適
両面させるリバーシブルケーブル
■最大 2Aの高速充電に対応
※本製品は充電専用です

JSC-045WH

$u8112kn9o6lhlm

充電
専用

急速充電

2A  対応

 USB
2.0     準拠 50cm

ホワイト

リバーシブル
microUSB

microUSBケーブル
充電･通信対応 microUSBカールケーブル充電･通信対応 microUSBカールケーブル

■スマホ用PC接続データ転送・充電ケーブル
■からみにくいカールケーブルで持ち運びに便利
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※専用ケーブル、専用充電器を利用する機器では
      ご利用いただけません。

ホワイトJSC-001WH

$u8112kn9yloohm

データ
通信

USB
充電

 USB
2.0     準拠

12～
25cm

急速充電 /通信対応 TypeC→microUSBケーブル急速充電 /通信対応 TypeC→microUSBケーブル
■充電･通信対応 TypeC→microUSBケーブル
■扱いやすいスリムケーブル採用
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※USB PD充電にはサポートしておりません。

ブラックJSC-043BK

$u8112kn9yccclm

 USB
2.0     準拠 50cm

ANDROID

通 信

充 電

Type-C microUSB

急速充電 /通信対応 TypeC→microUSBケーブル急速充電 /通信対応 TypeC→microUSBケーブル
■充電･通信対応 TypeC→microUSBケーブル
■扱いやすいスリムケーブル採用
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※USB PD充電にはサポートしておりません。

ホワイトJSC-043WH

$u8112kn9o3333m

 USB
2.0     準拠 50cm

ANDROID

通 信

充 電

Type-C microUSB

蓄光コネクタ、2.0A急速充電対応MicroUSB充電通信ケーブル蓄光コネクタ、2.0A急速充電対応MicroUSB充電通信ケーブル
■スマホ用PC接続データ転送・充電ケーブル
■最大5V/2.0Aの急速充電に対応

ホワイトJSC-051WH

$u8112kn9o933ym

データ
通信

急速充電
2.0A

 USB
2.0     準拠 50cm

micr
oUSB

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     準拠 50cm

蓄光コネクタ、3.0A急速充電対応TYPE-C充電通信ケーブル蓄光コネクタ、3.0A急速充電対応TYPE-C充電通信ケーブル
■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ホワイトJSC-052WH

$u8112kn9o9366m

USB 
Type-C

蓄光コネクタ
microUSB

蓄光コネクタ
Type-C



3.0A急速充電 /通信対 TypeCケーブル応
■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ブラックJSC-006BK

$u8112kn9ylde9m

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     拠準 50cm

3.0A急速充電 /通信対応TypeCケーブルA急速充電 /通信対応Type
■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ホワイトJSC-006WH

$u8112kn9yldycm

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     拠準 50cm

2.0A急速充電対応TYPE-C 充電リールケーブルA急速充電対応TYPE-
■最大5V/2.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ブラックJSC-007BK

$u8112kn9yldodm

USB
充電

 USB
2.0     拠準 50cm

2.0A急速充電対応TYPE-C充電リールケーブルA急速充電対応TYPE-
■最大5V/2.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ホワイトJSC-007WH

$u8112kn9ylddem

USB
充電

 USB
2.0     拠準 50cm

■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ブラックJSC-008BK

$u8112kn9yldh3m

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     拠準 50cm

3.0A急速充電 /通信対応 垂直 L型ケーブル
■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ホワイトJSC-008WH

$u8112kn9yldlhm

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     拠準 50cm

3.0A急速充電 /通信対応 垂直 L型ケーブル
■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ブラックJSC-009BK

$u8112kn9yldcym

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     拠準 50cm

A急速充電 /通信対応 直角 L型ケーブル3.0A急速充電 /通信対応 直角 L型ケーブル
■最大5V/3.0Aの急速充電に対応
■高出力充電器と併用で充電時間を短縮
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ホワイトJSC-009WH

$u8112kn9ylh33m

データ
通信

急速充電
3.0A

 USB
2.0     拠準 50cm

3.0A急速充電 /通信対応 直角 L型ケーブルA急速充電 /通信対応 直角 L型ケーブル

Type-C ケーブル

microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル
■1本のケーブルで2台同時に充電できる
■2本合計最大3.0A出力まで対応
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ブラックJSC-010BK

$u8112kn9ylh6hm

2台合計
3.0A

 USB
2.0     拠準 20cm

2 台同時充電対応ケーブルmicroUSB & TypeC 
■1本のケーブルで2台同時に充電できる
■2本合計最大3.0A出力まで対応
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※本製品はUSB PD充電には対応しておりません。

ホワイトJSC-010WH

$u8112kn9ylh9ym

2台合計
3.0A

 USB
2.0     拠準 20cm

A急速充 電3.0 /通信対応 TypeC-Type ケーブルC
■充電･通信対応TypeC→TypeCケーブル
■扱いやすいスリムケーブル採用
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※USB PD充電にはサポートしておりません。

ブラックJSC-044BK

$u8112kn9o336hm

 USB
2.0     拠準 50cm

ANDROID

通 信

充 電

Type-C Type-C

3.0A急速充電 /通信対応 TypeC-TypeC ケーブル
■充電･通信対応TypeC→TypeCケーブル
■扱いやすいスリムケーブル採用
　※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
　※USB PD充電にはサポートしておりません。

ホワイトJSC-044WH

$u8112kn9o339ym

 USB
2.0     拠準 50cm

ANDROID

通 信

充 電

Type-C Type-C

充電・通信対応 Type-C延長ケーブル 0.5m
■Type-Cケーブルを延長できる
■最大5V/3Aに対応　■充電＆データ通信対応
　※本製品はUSB PD充電に対応しておりません。
　※USB2.0の仕様上、USB3.0以降の機能がご使用
　　いただけない場合があります。
　※HDMI出力（AltMode）非対応

JSC-046BK

$u8112kn9o6llom
ブラック

データ
通信

急速充電

3.0A

Type-C
延長 50cm

充電・通信対応 Type-C延長ケーブル 0.5m
■Type-Cケーブルを延長できる
■最大5V/3Aに対応　■充電＆データ通信対応
　※本製品はUSB PD充電に対応しておりません。
　※USB2.0の仕様上、USB3.0以降の機能がご使用
　　いただけない場合があります。
　※HDMI出力（AltMode）非対応

JSC-046WH

$u8112kn9o6lc9m

データ
通信

急速充電

3.0A

Type-C
延長 50cm

ホワイト

充電・通信対応 L型 Type- C延長ケーブル 0.5m
■L型コネクタのType-C延長ケーブル
■最大5V/3Aに対応　■充電＆データ通信対応
　※本製品はUSB PD充電に対応しておりません。
　※USB2.0の仕様上、USB3.0以降の機能がご使用
　　いただけない場合があります。
　※HDMI出力（AltMode）非対応

JSC-047WH

$u8112kn9o6c6om
ホワイト

データ
通信

急速充電
3.0A

Type-C
延長 50cm

充電・通信対応 L型 Type-C延長ケーブル 0.5m
■L型コネクタのType-C延長ケーブル
■最大5V/3Aに対応　■充電＆データ通信対応
　※本製品はUSB PD充電に対応しておりません。
　※USB2.0の仕様上、USB3.0以降の機能がご使用
　　いただけない場合があります。
　※HDMI出力（AltMode）非対応

JSC-047BK

$u8112kn9o6c3lm

データ
通信

急速充電
3.0A

Type-C
延長 50cm

ブラック



■左右音源をミックスして片耳出力
■周囲の音が聞こえて安心 
■ケーブル長：1m

ブラックJSC-030BK

$u8112kn9ylcydm

片耳 ステレオ カナルイヤホン片耳 ステレオ カナルイヤホン

左右音源
ミックス片耳用

3極
3.5mm

1.0
m

L R

片耳で
LR聴こえる

■左右音源をミックスして片耳出力
■周囲の音が聞こえて安心 
■ケーブル長：1m

ホワイトJSC-030WH

$u8112kn9ylcoem

片耳 ステレオ カナルイヤホン片耳 ステレオ カナルイヤホン

左右音源
ミックス片耳用

3極
3.5mm

1.0
m

L R

片耳で
LR聴こえる

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

ブラックJSC-032BK

$u8112kn9ylchhm

ステレオ カナルイヤホンステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

JSC-033BK

$u8112kn9yc33ym

メタリックカラーステレオ カナルイヤホンメタリックカラーステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m

メタルアクセント
ブラック

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

JSC-033BL

$u8112kn9yc366m

メタリックカラーステレオ カナルイヤホンメタリックカラーステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m

メタルアクセント
ブルー

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

JSC-033RD

$u8112kn9yc39lm

メタリックカラーステレオ カナルイヤホンメタリックカラーステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m

メタルアクセント
レッド

■通常より高音域を少し強調した音質
■音漏れしにくい密閉型イヤホン
■3極3.5mmステレオミニプラグ

JSC-049WH

$u8112kn9o6cydm

密閉カナル型ステレオイヤホン密閉カナル型ステレオイヤホン

ホワイト

ステレオ
対応

両耳用

3極
3.5mm

1.0
m

高音
重視タイプ

■通常より低音域を少し強調した音質
■音漏れしにくい密閉型イヤホン
■3極3.5mmステレオミニプラグ

JSC-050BK

$u8112kn9o6coem

密閉カナル型ステレオイヤホン密閉カナル型ステレオイヤホン

ステレオ
対応

両耳用

3極
3.5mm

1.0
m

ブラック

低音
重視タイプ ■通常より低音域を少し強調した音質

■音漏れしにくい密閉型イヤホン
■3極3.5mmステレオミニプラグ

JSC-050BL

$u8112kn9o6cd3m

密閉カナル型ステレオイヤホン密閉カナル型ステレオイヤホン

ステレオ
対応

両耳用

3極
3.5mm

1.0
m

ブルー

低音
重視タイプ ■通常より低音域を少し強調した音質

■音漏れしにくい密閉型イヤホン
■3極3.5mmステレオミニプラグ

JSC-050RD

$u8112kn9o6chhm

密閉カナル型ステレオイヤホン密閉カナル型ステレオイヤホン

ステレオ
対応

両耳用

3極
3.5mm

1.0
m

レッド

低音
重視タイプ ■通常より低音域を少し強調した音質

■音漏れしにくい密閉型イヤホン
■3極3.5mmステレオミニプラグ

JSC-050SV

$u8112kn9o6clym

密閉カナル型ステレオイヤホン密閉カナル型ステレオイヤホン

ステレオ
対応

両耳用

3極
3.5mm

1.0
m

シルバー

低音
重視タイプ

イヤホン･オーディオサプライ

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

レッドJSC-032RD

$u8112kn9ylclym

ステレオ カナルイヤホンステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

シルバーJSC-032SV

$u8112kn9ylcc6m

ステレオ カナルイヤホンステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m

■3極3.5mmステレオミニプラグ
■Y型ケーブル 
■ケーブル長：1m

ホワイトJSC-032WH

$u8112kn9ylcd3m

ステレオ カナルイヤホンステレオ カナルイヤホン

ステレオ
対応両耳用

3極
3.5mm
1.0
m



■3.5mmステレオミニ用延長ケーブル
■ケーブル長：約70cm

ブラックJSC-029BK

$u8112kn9ylc99m

リールケーブルリールケーブル

ステレオ
ミニ

延長
ケーブル

3極
3.5mm 70

cm

■3.5mmステレオミニ用延長ケーブル
■ケーブル長：約70cm

ホワイトJSC-029WH

$u8112kn9ylcecm

リールケーブルリールケーブル

ステレオ
ミニ

延長
ケーブル

3極
3.5mm 70

cm

■4極ステレオミニプラグをL型に変換する
　コネクタ■マイク付イヤホン対応

JSC-028BK

$u8112kn9ylc6om

4極 ステレオミニL型 4極 ステレオミニL型 
■1つの3.5mmステレオミニ端子を
2分配できるコネクタ

JSC-024BK

$u8112kn9yllhlm

2分配コネクタ2分配コネクタ

■3極ステレオミニ端子を
   RCAに変換するコネクタ

JSC-027

$u8112kn9ylc3l

ステレオミニ ➡ ステレオ変換プラグステレオミニ ➡ ステレオ変換プラグ
■microUSB充電･転送ケーブルとの
　組合せでWalkmanとPCの接続が可能

JSC-040BK

$u8112kn9yc663m

micro - walkman変換コネクタmicro - walkman変換コネクタ

個入 
■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
　に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5mm～6mm
　に対応

JSC-036BK

$u8112kn9yc3ocm

低反発 イヤーピースMサイズ4低反発 イヤーピースMサイズ4個入 

■6.3mmステレオ端子を
　3.5mmステレオミニ端子に変換

JSC-026GD

$u8112kn9yllc9

ステレオミニ ➡ ステレオ変換プラグステレオミニ ➡ ステレオ変換プラグ

JSC-048BK

$u8112kn9o6c99m

片耳ステレオハンズフリーイヤホン片耳ステレオハンズフリーイヤホン

左右音源
ミックス片耳用

マイク付
リモコン 1.0m

L R

片耳で
LR聴こえる

■左右（LR）音源をミックスして片耳に出力
■マイク付リモコン　■リモコで通話や音楽再生を操作
※SkypeやLINE等インターネット電話には対応していません。
※接続機器やアプリによりリモコンが使用できない場合があります。

●リモコンスイッチ操作
通話応答 / 通話終了 ●
音楽再生 / 一時停止 ●
曲送り ●●
曲戻し ●●●

ブラック ホワイトJSC-048WH

$u8112kn9o6cecm

片耳ステレオハンズフリーイヤホン片耳ステレオハンズフリーイヤホン

左右音源
ミックス片耳用

マイク付
リモコン 1.0m

L R

片耳で
LR聴こえる

■左右（LR）音源をミックスして片耳に出力
■マイク付リモコン　■リモコで通話や音楽再生を操作
※SkypeやLINE等インターネット電話には対応していません。
※接続機器やアプリによりリモコンが使用できない場合があります。

●リモコンスイッチ操作
通話応答 / 通話終了 ●
音楽再生 / 一時停止 ●
曲送り ●●
曲戻し ●●●

イヤホン･オーディオサプライ
ステレオハンズフリーイヤホンステレオハンズフリーイヤホン

■4極3.5mmステレオミニプラグ
■マイク付リモコン　■リモコで通話や音楽再生を操作
※接続機器やアプリによりリモコンが使用できない場合があります。

ステレオ
対応両耳用

4極
3.5mm

1.2
m

JSC-041BK

$u8112kn9yc69hm
ブラック

●リモコンスイッチ操作
通話応答 / 通話終了 ●
音楽再生 / 一時停止 ●
曲送り ●●
曲戻し ●●●

ステレオハンズフリーイヤホンステレオハンズフリーイヤホン
■4極3.5mmステレオミニプラグ
■マイク付リモコン　■リモコで通話や音楽再生を操作
※接続機器やアプリによりリモコンが使用できない場合があります。

ステレオ
対応両耳用

4極
3.5mm

1.2
m

ホワイトJSC-041WH

$u8112kn9yc6eym

●リモコンスイッチ操作
通話応答 / 通話終了 ●
音楽再生 / 一時停止 ●
曲送り ●●
曲戻し ●●●

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
　に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5mm～6mm
　に対応

JSC-035BK

$u8112kn9yc3y9m

低反発 イヤーピースMサイズ2個入 低反発 イヤーピースMサイズ2個入 

10.5mm 10.5mm 5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース■耳に優しい
シリコン製■ジョイント部径：5mm～6mmに対応
■サイズ：S

JSC-037PK

$u8112kn9yc3hem

シリコン製イヤーピースS / Mサイズシリコン製イヤーピースS / Mサイズ

10mm 12mm 5～6mm

S M

■3.5mmステレオミニ端子を
　6.3mmステレオ端子に変換

JSC-025GD

$u8112kn9ylllo

ステレオミニ ➡ ステレオ変換プラグステレオミニ ➡ ステレオ変換プラグ



イヤホン･オーディオサプライ

JSC-057WH

低反発 イヤーピース 

10.6mm 10.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Sサイズ　2個入 ホワイト

JSC-057BK

低反発 イヤーピース 

10.6mm 10.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Sサイズ　2個入 ブラック

JSC-059BK

低反発 イヤーピース 球型 

11.5mm 9.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Sサイズ　2個入 ブラック

JSC-059WH

低反発 イヤーピース 球型 

11.5mm 9.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Sサイズ　2個入 ホワイト

JSC-060BK

低反発 イヤーピース 球型 

12.5mm 9.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Mサイズ　2個入 ブラック

JSC-060WH

低反発 イヤーピース 球型 

12.5mm 9.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Mサイズ　2個入 ホワイト

JSC-058BK

$u8112kn9yc3y9m

低反発 イヤーピース 

12.5mm 10.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Mサイズ　2個入 ブラック

JSC-058WH

低反発 イヤーピース 

12.5mm 10.5mm 5.5～6mm

■カナル型イヤホン用イヤーピース ■低反発だから耳
に優しく遮音性が高い■ジョイント部径5.5mm～
6mmに対応

Mサイズ　2個入 ホワイト



■USB接続する簡単LEDライト
■自由に角度調節可能
■明るい白色LED
■ケーブル長：約22cm

ブラックJSC-038BK

$u8112kn9yc3l3m

USB フラットLEDライトUSB フラットLEDライト

白色
LED

角度
自由

USB
接続 22

cm

伸縮式 スライドタッチペン伸縮式 スライドタッチペン
■ネイルや手袋を気にせずスマホを操作
■携帯に便利なイヤホンジャック型ストラップ付
　※ペン先は画面に対して垂直に触れるように
　　操作してください。
　※本製品は静電容量方式のタッチパネル搭載機器用です。

JSC-013SV

$u8112kn9ylhoom

シリコンゴム 伸縮ボディ イヤホンジャック型
ストラップ

シルバーメタリック

8.3
cm

伸縮最大

スマートフォン用コントローラースタンドスマートフォン用コントローラースタンド
■スマホを持ちやすくし、ゲームが快適に！
■装着したまま充電も可能

JSC-054BK

$u8112kn9o93ddm
ブラック

■スマホ用充電ケーブルの延長などに利用可能
■USB（Aオス）-USB（Aメス）
　※端子の向きや形状に注意して接続してください。
　※USB機器全ての動作を保証するものではございません。

ブラックJSC-015BK

$u8112kn9ylhldm

データ
通信

 USB
2.0     準拠

USB
充電

ON/OFFスイッチ付 USBコネクタON/OFFスイッチ付 USBコネクタ
■「充電･通信」または「充電専用」へ切替えが可能
■PSVita(PCH1000, 2000)の充電コンバータ
　としても利用可能
　※切替スイッチの動作はUSB電源と接続機器に依存します。
　※USB機器全ての動作を保証するものではございません。

ブラックJSC-016BK

$u8112kn9ylhcem

充電・通信切替スイッチ付 USBコネクタ充電・通信切替スイッチ付 USBコネクタ

充電
充電
通信

 USB
2.0     準拠切 替

OTG USB(A)→MicroUSB変換ケーブルOTG USB(A)→MicroUSB変換ケーブル
■パソコンの周辺機器をOTG機能搭載スマホで利用する
（USBマウス、USBキーボード、USBメモリなど）
　※ご利用のスマホがOTG機能を搭載しているか
　　必ずご確認くだださい。
　※USB機器全ての動作を保証するものではございません。

ブラックJSC-011BK

$u8112kn9ylhe6m

OTG
変換

 USB
2.0     準拠 10cm

■スマホ用充電ケーブルの延長などに利用可能
■USB（Aオス）-USB（Aメス）
　※端子の向きや形状に注意して接続してください。
　※USB機器全ての動作を保証するものではございません。

ブラックJSC-014BK

$u8112kn9ylhd9m

データ
通信

 USB
2.0     準拠 1.0mUSB

充電

充電･通信 USB延長ケーブル 1m充電･通信 USB延長ケーブル 1m
■スマホ用充電ケーブルの延長などに利用可能
■USB（Aオス）-USB（Aメス）
　※端子の向きや形状に注意して接続してください。
　※USB機器全ての動作を保証するものではございません。

ホワイトJSC-014WH

$u8112kn9ylhhcm

データ
通信

 USB
2.0     準拠 1.0mUSB

充電

充電･通信 USB延長ケーブル 1m充電･通信 USB延長ケーブル 1m
■オス側には両面差に対応したコネクターを採用
■USB(A)の向きを変換できるので配線整理に便利
　※USB機器全ての動作を保証するものではございません。

ブラックJSC-017BK

$u8112kn9yll3cm

データ
通信

 USB
2.0     準拠

USB
充電

USB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプUSB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプ

両面式
タイプ
両面式
タイプ

USB ケーブル･アダプター / サプライ

■USB接続する簡単LEDライト
■自由に角度調節可能
■明るい白色LED
■ケーブル長：約22cm

ホワイトJSC-038WH

$u8112kn9yc3chm

USB フラットLEDライトUSB フラットLEDライト

白色
LED

角度
自由

USB
接続 22

cm

■シリコン製の大判ジェルシート
■薄型だから曲面にも取付可能
■水洗いで粘着力が復元。繰返し使える

JSC-042BK

$u8112kn9yc6y6m

粘着ジェルシート ラージ粘着ジェルシート ラージ

粘着
ジェルシート

水洗い
OK

くり返し
 使える

■ワンプッシュでリングストラップを簡単に着脱可能
■ケーブル長：約80cm(ネックストラップ時)

ブラックJSC-039BK

$u8112kn9yc63em

リング /ネック2WAY ストラップリング /ネック2WAY ストラップ

80
cm

対応スマートフォンサイズ
　幅：約 13~16.5cm
　厚さ：約 1.0cm



TV アンテナ分波･分配器
TVアンテナ 2分配器

BS/CS 地上デジタル放送対応・全通電

ANTENNA

$u8112kn9yll6dmメタルケース

■デジタル放送対応：BS/CS/UHF/VHF/FM
■分　配　数：2分配（全端子通電型）
■コネクタ形状：F型端子
■対応周波数帯域：5MHz-2650MHz

2
分配

F 型
端子

BS CS UHF VHF

JSC-018

TVアンテナ 混合分波器
BS/CS、VHF/UHF混合分波器

ANTENNA

$u8112kn9yll9emメタルケース

■BS/CS、UHF/VHF混合分波器 
■地デジ対応 ■F型端子 
■5MHz-862MHz、950MHz-2650MHz

混合
分波

F 型
端子

BS
CS

UHF
VHF

JSC-019

TVアンテナ 3分配器
BS/CS 地上デジタル放送対応・全通電

ANTENNA

$u8112kn9ylle3mメタルケース

■デジタル放送対応：BS/CS/UHF/VHF/FM
■分　配　数：3分配（全端子通電型）
■コネクタ形状：F型端子
■対応周波数帯域：5MHz-2650MHz

3
分配

F 型
端子

BS CS UHF VHF

JSC-020

TVアンテナ 4分配器
BS/CS 地上デジタル放送対応・全通電

ANTENNA

$u8112kn9yllyhmメタルケース

■デジタル放送対応：BS/CS/UHF/VHF/FM
■分　配　数：4分配（全端子通電型）
■コネクタ形状：F型端子
■対応周波数帯域：5MHz-2650MHz

4
分配

F 型
端子

BS CS UHF VHF

JSC-021

TVアンテナ 6分配器
BS/CS 地上デジタル放送対応・全通電

ANTENNA

$u8112kn9ylloymメタルケース

■デジタル放送対応：BS/CS/UHF/VHF/FM
■分　配　数：6分配（全端子通電型）
■コネクタ形状：F型端子
■対応周波数帯域：5MHz-2650MHz

6
分配

F 型
端子

BS CS UHF VHF

JSC-022

TVアンテナ 8分配器
BS/CS 地上デジタル放送対応・全通電

ANTENNA

$u8112kn9ylld6mメタルケース

■デジタル放送対応：BS/CS/UHF/VHF/FM
■分　配　数：8分配（全端子通電型）
■コネクタ形状：F型端子
■対応周波数帯域：5MHz-2650MHz

8
分配

F 型
端子

BS CS UHF VHF

JSC-023
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