スマートフォンアクセサリーカタログ
Smart Phone Accessory Catalog

スマートフォンアクセサリーカタログ
ケーブル

ALK-AXS1K

ALK-AXM75K

AUX オーディオケーブル（ストレート１m）

AUX オーディオケーブル（巻き取り 75cm）

●iPhone/iPod/ ウォークマン / スマートフォンなどのデジタルオーディオ
機器をカーオーディオの AUX（外部入力）端子に接続し手軽に音楽を楽
しむことができます。

●iPhone/iPod/ ウォークマン / スマートフォンなどのデジタルオーディオ
機器をカーオーディオの AUX（外部入力）端子に接続し手軽に音楽を楽
しむことができます。

本体：１ｍ
パッケージ：60 × １８０ × 12（W×H×D）
入数：200 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：480 円

本体：75cm
パッケージ：60 × １８０ × 15（W×H×D）
入数：200 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：580 円

4 580098 910055

4 580098 910062

ALK-AXM12K
AUX オーディオケーブル（巻き取り 1.2m）
●iPhone/iPod/ ウォークマン / スマートフォンなどのデジタルオーディオ
機器をカーオーディオの AUX（外部入力）端子に接続し手軽に音楽を楽
しむことができます。
本体：1.2m
パッケージ：60 × １８０ × 20（W×H×D）
入数：200 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：680 円

4 580098 910079

ALK-MUJKBK

ALK-MUJKWH

2A 出力 Micro-USB 充電ｹｰﾌﾞﾙ1.5ｍ ﾌﾞﾗｯｸ

2A 出力 Micro-USB 充電ｹｰﾌﾞﾙ1.5ｍ ﾎﾜｲﾄ

●出力電流 2000ｍＡに対応するＵＳＢケーブルなので急速充電
が可能です。※急速充電に対応する端末と充電器に繋げる必要があります。
●パソコン等に繋げてデータ通信が可能です。

●出力電流 2000ｍＡに対応するＵＳＢケーブルなので急速充電
が可能です。※急速充電に対応する端末と充電器に繋げる必要があります。
●パソコン等に繋げてデータ通信が可能です。

本体：１.5ｍ
パッケージ：70 × １８０ × 20（W×H×D）
入数：200 ／ 2０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：780 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：70 × １８０ × 20（W×H×D）
入数：200 ／ 2０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：780 円

4 580098 911458

4 580098 911465

ALK-MUJKBL

ALK-MUJKPI

2A 出力 Micro-USB 充電ｹｰﾌﾞﾙ1.5ｍ ﾌﾞﾙｰ

2A 出力 Micro-USB 充電ｹｰﾌﾞﾙ1.5ｍ ﾋﾟﾝｸ

●出力電流 2000ｍＡに対応するＵＳＢケーブルなので急速充電
※急速充電に対応する端末と充電器に繋げる必要があります。
が可能です。
●パソコン等に繋げてデータ通信が可能です。

●出力電流 2000ｍＡに対応するＵＳＢケーブルなので急速充電
が可能です。※急速充電に対応する端末と充電器に繋げる必要があります。
●パソコン等に繋げてデータ通信が可能です。

本体：１.5ｍ
パッケージ：70 × １８０ × 20（W×H×D）
入数：200 ／ 2０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：780 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：70 × １８０ × 20（W×H×D）
入数：200 ／ 2０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：780 円

4 580098 911472

4 580098 911489

(1)

スマートフォンアクセサリーカタログ
ケーブル

ALK-TCAT15K

ALK-TCAT15S

TypeC アルミタフケーブル 1.5ｍ ブラック

TypeC アルミタフケーブル 1.5ｍ シルバー

●コネクタには高級感のあるアルミ素材を採用しています。
●本製品を使って USB Type-A を搭載しているパソコンや AC 充電器などと接続
し、USB Type-C を搭載している機器を充電＆データ通信する事が出来ます。

●コネクタには高級感のあるアルミ素材を採用しています。
●本製品を使って USB Type-A を搭載しているパソコンや AC 充電器などと接続
し、USB Type-C を搭載している機器を充電＆データ通信する事が出来ます。

本体：１.5ｍ
パッケージ：65 × １８０ × 25（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1278 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：65 × １８０ × 25（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1278 円

4 580098 912424

4 580098 912431

ALK-TCAT15G

ALK-TCAT15P

TypeC アルミタフケーブル 1.5ｍ ゴールド

TypeC アルミタフケーブル 1.5ｍ ピンクゴールド

●コネクタには高級感のあるアルミ素材を採用しています。
●本製品を使って USB Type-A を搭載しているパソコンや AC 充電器などと接続
し、USB Type-C を搭載している機器を充電＆データ通信する事が出来ます。

●コネクタには高級感のあるアルミ素材を採用しています。
●本製品を使って USB Type-A を搭載しているパソコンや AC 充電器などと接続
し、USB Type-C を搭載している機器を充電＆データ通信する事が出来ます。

本体：１.5ｍ
パッケージ：65 × １８０ × 25（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1278 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：65 × １８０ × 25（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1278 円

4 580098 912455

4 580098 912448

(2)

スマートフォンアクセサリーカタログ
イヤフォン

ALK-SMIBK

ALK-SMIWH

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾎﾜｲﾄ

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580498 640521

4 580498 640538

ALK-SMIPK

ALK-SMIBR

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾋﾟﾝｸ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾚｯﾄﾞ

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580498 640545

4 580498 640552

ALK-SMIBB

ALK-SMIMBK

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾙｰ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝﾏｲｸ ﾌﾞﾗｯｸ

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580498 640569

4 580498 640620

ALK-SMIMWH

ALK-SMIMPK

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝﾏｲｸ ﾎﾜｲﾄ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝﾏｲｸ ﾋﾟﾝｸ

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580498 640637

4 580498 640644

ALK-SMIMBR

ALK-SMIMBB

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝﾏｲｸ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾚｯﾄﾞ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾘｰﾙ式ｲﾔﾎﾝﾏｲｸ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾙｰ

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

●音漏れの少ないカナル式イヤフォン。
●巻き取り式なのでバッグやポケットに収納してもコードが絡まない
●S/M/L のイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

本体：65cm
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580498 640651

4 580498 640668

(3)

スマートフォンアクセサリーカタログ
イヤフォン

ALK-SFIBR

ALK-SFIBB

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾚｯﾄﾞ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ式ｲﾔﾎﾝ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾙｰ

●アルミ製の美しい筐体の半開放型イヤフォン。
●付属ケーブルは 1.2m で絡みにくいフラット型。
●Ｓ/M/Ｌのイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

●アルミ製の美しい筐体の半開放型イヤフォン。
●付属ケーブルは 1.2m で絡みにくいフラット型。
●Ｓ/M/Ｌのイヤーパッド付属であなたの耳にジャストフィット。

本体：1.2m
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1280 円

本体：1.2m
パッケージ：60 × 170 × 30（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1280 円

4 580498 640583

4 580498 640590

DC

ALK-DC2A2K

ALK-DC3A2K

車の USB 充電器 2A2ﾎﾟ-ﾄ

車の USB 充電器 3A2ﾎﾟ-ﾄ

●車のシガーソケットから充電できます。
●高出力なので、iPad も充電できます。
●専用ケーブルをご用意いただければ、デジカメやゲーム機など、マル
チに充電していただけます。

●車のシガーソケットから充電できます。
●高出力なので、iPad も充電できます。
●専用ケーブルをご用意いただければ、デジカメやゲーム機など、マル
チに充電していただけます。

本体：30×80×30（W×H×D）
パッケージ：80 × 170 × 27（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：980 円

本体：30×80×30（W×H×D）
パッケージ：80 × 170 × 27（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1280 円

4 580098 913117

4 580098 913100

ALK-DC2A200K
車のUSB充電器2A1ﾎﾟ-ﾄ＋MicroUSB2ｍ
●車のシガーソケットから充電できます。
●高出力なので、iPad も充電できます。
●専用ケーブルをご用意いただければ、デジカメやゲーム機など、マル
チに充電していただけます。
本体：30×80×30（W×H×D）
パッケージ：80 × 170 × 47（W×H×D）
入数：100 ／１０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580098 913094

(4)

スマートフォンアクセサリーカタログ
スマートリング

ALK-SSRBK

ALK-SSRGD

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：75 × 105 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1280 円

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：75 × 105 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1280 円

4 580098 911359

4 580098 911366

ALK-SSRSV

ALK-SSRPG

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ ｼﾙﾊﾞｰ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝｸｺﾞｰﾙﾄﾞ

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：75 × 105 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1280 円

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：75 × 105 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1280 円

4 580098 911373

4 580098 912691

ALK-SSR2BK

ALK-SSR2GD

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ2 ﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ2 ｺﾞｰﾙﾄﾞ

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：80 × 120 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1380 円

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：80 × 120 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1380 円

4 580098 914626

4 580098 914633

ALK-SSR2SV

ALK-SSR2PG

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ2 ｼﾙﾊﾞｰ

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ2 ﾋﾟﾝｸｺﾞｰﾙﾄﾞ

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：80 × 120 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1380 円

本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：80 × 120 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1380 円

4 580098 914640

4 580098 914657

ALK-SSR2RD
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｽﾏｰﾄﾘﾝｸﾞ2 ﾚｯﾄﾞ
●iPhone ・スマートフォン・タブレット PC を指 1 本で保持でき、
手持ち握り滑りなどによる落下を防止します。
●リング部は、360 度回転機能によりお好み角度に調節できます。
本体：35 × 45 × 5（W×H×D）
パッケージ：80 × 120 × 10（W×H×D）
参考上代（税抜き）：1380 円

4 580098 915869

(5)

スマートフォンアクセサリーカタログ
ネックストラップ

ALK-NKSTBK

ALK-NKSTSV

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：907 円

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：907 円

4 580098 913322

4 580098 913339

ALK-NKSTRD

ALK-NKSTBL

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾚｯﾄﾞ

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：907 円

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：907 円

4 580098 913346

4 580098 913353

ALK-NKSTYL
ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ｲｴﾛｰ
●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。
本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：907 円

4 580098 913360
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スマートフォンアクセサリーカタログ
ネックストラップ

ALK-HNKSTBK

ALK-HNKSTWH

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用平紐ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用平紐ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：908 円

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：908 円

4 580098 915760

4 580098 915777

ALK-HNKSTBL

ALK-HNKSTPK

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用平紐ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ

ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用平紐ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾋﾟﾝｸ

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：908 円

本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：908 円

4 580098 915784

4 580098 915791

ALK-HNKSTYL
ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用平紐ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ｲｴﾛｰ
●スマートフォン・鍵・デジタルカメラ・カードケースなどに装着し、身に着けられます。
●首から下げることで紛失、落下防止になります。
●トップが脱着式なので、ワンタッチで外すことが出来て取り付けが簡単です。
本体：49cm
パッケージ：60 × 170 × 17（W×H×D）
参考上代（税抜き）：908 円

4 580098 915807

VR BOX

ALK-VRBOX
ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用 VRBOX
●VR 映像をお持ちのスマートフォンで体感できる3D VR メガネです。
●本製品を使用することで映画やゲームをより快適に楽しむことを実現します。
●取付け簡単、コンパクトなポータブルデザインで持ち運びに便利です。
パッケージ：200× 140 × 150（W×H×D）
参考上代（税抜き）：4980 円

4 580098 913537
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スマートフォンアクセサリーカタログ
SIＭアダプターセット

ALK-SIMADPK

ALK-SIMADPW

SIMｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ ﾌﾞﾗｯｸ

SIMｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ ﾎﾜｲﾄ

●nanoSIM から microSIM×1,nanoSIM から標準 SIM カード ×1,microSIM
から標準 SIM カード ×1 に変換するアダプターです。
●サイズ :nanoSIM から microSIM へのアダプター 1.5(W)×1(L) / nanoSIM
から標準 SIM へのアダプター 2(W)×1.5(L) / microSIM から標準 SIM への
アダプター 2(W)×1.5(L)

●nanoSIM から microSIM×1,nanoSIM から標準 SIM カード ×1,microSIM
から標準 SIM カード ×1 に変換するアダプターです。
●サイズ :nanoSIM から microSIM へのアダプター 1.5(W)×1(L) / nanoSIM
から標準 SIM へのアダプター 2(W)×1.5(L) / microSIM から標準 SIM への
アダプター 2(W)×1.5(L)

パッケージ：67× 113 × 5（W×H×D）
参考上代（税抜き）：463 円

パッケージ：67× 113 × 5（W×H×D）
参考上代（税抜き）：463 円

4 580498 641160

4 580498 641399

ALK-SIMADPP

ALK-SIMADPV

SIMｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ ﾋﾟﾝｸ

SIMｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ

●nanoSIM から microSIM×1,nanoSIM から標準 SIM カード ×1,microSIM
から標準 SIM カード ×1 に変換するアダプターです。
●サイズ :nanoSIM から microSIM へのアダプター 1.5(W)×1(L) / nanoSIM
から標準 SIM へのアダプター 2(W)×1.5(L) / microSIM から標準 SIM への
アダプター 2(W)×1.5(L)

●nanoSIM から microSIM×1,nanoSIM から標準 SIM カード ×1,microSIM
から標準 SIM カード ×1 に変換するアダプターです。
●サイズ :nanoSIM から microSIM へのアダプター 1.5(W)×1(L) / nanoSIM
から標準 SIM へのアダプター 2(W)×1.5(L) / microSIM から標準 SIM への
アダプター 2(W)×1.5(L)

パッケージ：67× 113 × 5（W×H×D）
参考上代（税抜き）：463 円

パッケージ：67× 113 × 5（W×H×D）
参考上代（税抜き）：463 円

4 580498 641405

4 580498 641412

ALK-SIMADPB

ALK-SIMADPM

SIMｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ ﾌﾞﾙｰ

SIMｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ ｸﾞﾘｰﾝ

●nanoSIM から microSIM×1,nanoSIM から標準 SIM カード ×1,microSIM
から標準 SIM カード ×1 に変換するアダプターです。
●サイズ :nanoSIM から microSIM へのアダプター 1.5(W)×1(L) / nanoSIM
から標準 SIM へのアダプター 2(W)×1.5(L) / microSIM から標準 SIM への
アダプター 2(W)×1.5(L)

●nanoSIM から microSIM×1,nanoSIM から標準 SIM カード ×1,microSIM
から標準 SIM カード ×1 に変換するアダプターです。
●サイズ :nanoSIM から microSIM へのアダプター 1.5(W)×1(L) / nanoSIM
から標準 SIM へのアダプター 2(W)×1.5(L) / microSIM から標準 SIM への
アダプター 2(W)×1.5(L)

パッケージ：67× 113 × 5（W×H×D）
参考上代（税抜き）：463 円

パッケージ：67× 113 × 5（W×H×D）
参考上代（税抜き）：463 円

4 580498 641429

4 580498 641436
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スマートフォンアクセサリーカタログ
ケーブル

ALK-S1ACBK

ALK-S1ACWH

1A 出力 スマホ用 AC 充電器ブラック

1A 出力 スマホ用 AC 充電器ホワイト

●家庭用コンセントから本製品で、microUSB 端子を持つスマートフォ
ン を直接充電できます。
●スイングプラグを採用しておりますので、コンパクトに収納できます。

●家庭用コンセントから本製品で、microUSB 端子を持つスマートフォ
ン を直接充電できます。
●スイングプラグを採用しておりますので、コンパクトに収納できます。

本体：１.5ｍ
パッケージ：53 × １69 × 27（W×H×D）
入数：120 ／ 3０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：880 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：53 × １69 × 27（W×H×D）
入数：120 ／ 3０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：880 円

4 580098 911670

4 580098 911687

ALK-S1ACPK

ALK-S1ACVL

1A 出力 スマホ用 AC 充電器ピンク

1A 出力 スマホ用 AC 充電器バイオレット

●家庭用コンセントから本製品で、microUSB 端子を持つスマートフォ
ン を直接充電できます。
●スイングプラグを採用しておりますので、コンパクトに収納できます。

●家庭用コンセントから本製品で、microUSB 端子を持つスマートフォ
ン を直接充電できます。
●スイングプラグを採用しておりますので、コンパクトに収納できます。

本体：１.5ｍ
パッケージ：53 × １69 × 27（W×H×D）
入数：120 ／ 3０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：880 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：53 × １69 × 27（W×H×D）
入数：120 ／ 3０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：880 円

4 580098 911694

4 580098 911700

ALK-ACAU

ALK-ACFS

au 携帯電話用 AC 充電器

FOMA・SoftBank 用 AC 充電器

●家庭用コンセントから本製品で、au の携帯電話を直接充電できます。
●スイングプラグを採用しておりますので、コンパクトに収納できます。

●家庭用コンセントから本製品で、FOMA・SoftBank３ G を直接充電で
きます。
●スイングプラグを採用しておりますので、コンパクトに収納できます。

本体：１.5ｍ
パッケージ：60 × １7０ × 32（W×H×D）
入数：120 ／ 3０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

本体：１.5ｍ
パッケージ：60 × １7０ × 32（W×H×D）
入数：120 ／ 3０（アウター／インナー）
参考上代（税抜き）：1080 円

4 580098 912745

4 580098 912752
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スマートフォンアクセサリーカタログ
Bluetooth ワイヤレスヘッドセット

ALK-B4WHBK

ALK-B4WHSV

BluetoothVer4.2 ワイヤレスヘッドセット ブラック

BluetoothVer4.2 ワイヤレスヘッドセット シルバー

●BluetoothVer4.2 対応で、高音質でクリアな音をお楽しみいただけます。
●簡単にペアリングができ、手軽にハンズフリーが可能です。
●通話だけでなく、ミュージックやアプリの音楽再生にも対応しています。

●BluetoothVer4.2 対応で、高音質でクリアな音をお楽しみいただけます。
●簡単にペアリングができ、手軽にハンズフリーが可能です。
●通話だけでなく、ミュージックやアプリの音楽再生にも対応しています。

パッケージ：5５ × １５０ × 40（W×H×D）
入数：100 ／ 10（アウター／インナー）
参考上代（税込み）：2380 円

パッケージ：5５ × １５０ × 40（W×H×D）
入数：100 ／ 10（アウター／インナー）
参考上代（税込み）：2380 円

ALK-B4WHBL

ALK-B4WHRD

BluetoothVer4.2 ワイヤレスヘッドセット ブルー

BluetoothVer4.2 ワイヤレスヘッドセット レッド

●BluetoothVer4.2 対応で、高音質でクリアな音をお楽しみいただけます。
●簡単にペアリングができ、手軽にハンズフリーが可能です。
●通話だけでなく、ミュージックやアプリの音楽再生にも対応しています。

●BluetoothVer4.2 対応で、高音質でクリアな音をお楽しみいただけます。
●簡単にペアリングができ、手軽にハンズフリーが可能です。
●通話だけでなく、ミュージックやアプリの音楽再生にも対応しています。

パッケージ：5５ × １５０ × 40（W×H×D）
入数：100 ／ 10（アウター／インナー）
参考上代（税込み）：2380 円

パッケージ：5５ × １５０ × 40（W×H×D）
入数：100 ／ 10（アウター／インナー）
参考上代（税込み）：2380 円

ALK-WHSBK
ワイヤレスヘッドセット ブラック
●BluetoothVer4.2 対応で、高音質でクリアな音をお楽しみいただけます。
●簡単にペアリングができ、手軽にハンズフリーが可能です。
●通話だけでなく、ミュージックやアプリの音楽再生にも対応しています。
パッケージ：5５ × １５０ × 40（W×H×D）
入数：100 ／ 10（アウター／インナー）
参考上代（税込み）：オープン価格

高音質
途切れにくい

ＷＩＲＥＬＥＳＳ

4.2

ver.

4 580098 914756

ノイズキャンセリング

H E A D S E T

モノラルハンズフリー通話

♫

連続音楽再生 4 時間

ワンタッチペアリング

(10)

スマートフォンアクセサリーカタログ
スマホ用防水ケース

ALK-SBCX8K

ALK-SBCX8W

スマホ用防水ケース IPX8 ブラック

スマホ用防水ケース IPX8 ホワイト

●防水レベル最高水準の IPX8 を取得しているので、スマートフォンを水から保護する
ことができます。
●画面部分が好感度 PVC タッチスクリーンなので、普段と変わらずスムーズにご使用
いただけます。
●携帯がしやすいアームバンド付属、夜光ネックストラップ付きです。

●防水レベル最高水準の IPX8 を取得しているので、スマートフォンを水から保護する
ことができます。
●画面部分が好感度 PVC タッチスクリーンなので、普段と変わらずスムーズにご使用
いただけます。
●携帯がしやすいアームバンド付属、夜光ネックストラップ付きです。

パッケージ：145 × 260 × 10（W×H×D）
参考上代（税込み）：1371 円

パッケージ：145 × 260 × 10（W×H×D）
参考上代（税込み）：1371 円

ALK-SBCX8B

ALK-SBCX8M

スマホ用防水ケース IPX8 ブルー

スマホ用防水ケース IPX8 グリーン

●防水レベル最高水準の IPX8 を取得しているので、スマートフォンを水から保護する
ことができます。
●画面部分が好感度 PVC タッチスクリーンなので、普段と変わらずスムーズにご使用
いただけます。
●携帯がしやすいアームバンド付属、夜光ネックストラップ付きです。

●防水レベル最高水準の IPX8 を取得しているので、スマートフォンを水から保護する
ことができます。
●画面部分が好感度 PVC タッチスクリーンなので、普段と変わらずスムーズにご使用
いただけます。
●携帯がしやすいアームバンド付属、夜光ネックストラップ付きです。

パッケージ：145 × 260 × 10（W×H×D）
参考上代（税込み）：1371 円

パッケージ：145 × 260 × 10（W×H×D）
参考上代（税込み）：1371 円

ALK-SBCX8V

ALK-SBCX8P

スマホ用防水ケース IPX8 パープル

スマホ用防水ケース IPX8 ピンク

●防水レベル最高水準の IPX8 を取得しているので、スマートフォンを水から保護する
ことができます。
●画面部分が好感度 PVC タッチスクリーンなので、普段と変わらずスムーズにご使用
いただけます。
●携帯がしやすいアームバンド付属、夜光ネックストラップ付きです。

●防水レベル最高水準の IPX8 を取得しているので、スマートフォンを水から保護する
ことができます。
●画面部分が好感度 PVC タッチスクリーンなので、普段と変わらずスムーズにご使用
いただけます。
●携帯がしやすいアームバンド付属、夜光ネックストラップ付きです。

パッケージ：145 × 260 × 10（W×H×D）
参考上代（税込み）：1371 円

パッケージ：145 × 260 × 10（W×H×D）
参考上代（税込み）：1371 円
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スマートフォンアクセサリーカタログ
充電器

ALK-WJRSL

ALK-WJRSM

ワイヤレス充電レシーバーシート ライトニング

ワイヤレス充電レシーバーシート マイクロ

●Qi 非対応のスマホもワイヤレス充電が可能になります。
●ワイヤレス充電台（別売）に置くだけで充電ができます。
●0.5ｍｍの超薄型シートなので、スマートフォンとケースの間に挟んで
ご使用になれます。

●Qi 非対応のスマホもワイヤレス充電が可能になります。
●ワイヤレス充電台（別売）に置くだけで充電ができます。
●0.5ｍｍの超薄型シートなので、スマートフォンとケースの間に挟んで
ご使用になれます。

パッケージ：80 × 145 × 15（W×H×D）
参考上代（税込み）：オープン価格

パッケージ：80 × 145 × 15（W×H×D）
参考上代（税込み）：オープン価格

ALK-WJRST
ワイヤレス充電レシーバーシート Type-C
●Qi 非対応のスマホもワイヤレス充電が可能になります。
●ワイヤレス充電台（別売）に置くだけで充電ができます。
●0.5ｍｍの超薄型シートなので、スマートフォンとケースの間に挟んで
ご使用になれます。
パッケージ：80 × 145 × 15（W×H×D）
参考上代（税込み）：オープン価格

特殊フィルム

ALK-SRBST
スマホ用落下防止シート
●本製品は汎用ケースやスマホリングが端末から剥がれ落ちにくくする
シートです。
●表面は粘着面に貼り付きやすいＰＥＴ素材、シートの粘着面は強力なシ
リコン糊を使用しており、端末が落下しにくくなっております。
●特殊なシリコン吸着なので、のり残りの心配はありません。
パッケージ：90 × 160 × 3（W×H×D）
参考上代（税込み）：352 円

(12)

スマートフォンアクセサリーカタログ
ファッションケース

ALK-IPDCBK

ALK-IPDCNV

iPad 用ファッションケース ブラック

iPad 用ファッションケース ネイビー

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

パッケージ：185 × 255 × 23（W×H×D）
参考上代（税込み）：2760 円

パッケージ：185 × 255 × 23（W×H×D）
参考上代（税込み）：2760 円

ALK-IPDCBL

ALK-IPDMCPK

iPad 用ファッションケース ブルー

iPad 用ファッションケース ピンク

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

パッケージ：185 × 255 × 23（W×H×D）
参考上代（税込み）：2760 円

パッケージ：185 × 255 × 23（W×H×D）
参考上代（税込み）：2760 円

ALK-IPDMCBK

ALK-IPDMCNV

iPadmini 用ファッションケース ブラック

iPadmini 用ファッションケース ネイビー

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

パッケージ：150 × 217 × 18（W×H×D）
参考上代（税込み）：2297 円

パッケージ：150 × 217 × 18（W×H×D）
参考上代（税込み）：2297 円

ALK-IPDMCBL

ALK-IPDMCPK

iPadmini 用ファッションケース ブルー

iPadmini 用ファッションケース ピンク

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

●フロント画面をしっかりカバーでき、カードポケットがついています。
●ケースを装着したまま、電源ボタン、音量ボタン、コネクター等の機能
が自由に使えます。
●本体のデザインを損なうことなく、キズや汚れから守ります。

パッケージ：150 × 217 × 18（W×H×D）
参考上代（税込み）：2297 円

パッケージ：150 × 217 × 18（W×H×D）
参考上代（税込み）：2297 円
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