
アクセサリー
エデュケーション専用カタログ

iPad Chromebook Surface 他デバイス用



MDS-CB116BK
11.6inch汎用
キャリングバッグ

MDS-UGFLCB116BC

対応機種︓HP ProBook x360 11 G5 EE/HP Chromebook 
x360 11 G3 EE/ASUS Chromebook Flip C214/
Lenovo 300e / Chromebook 2nd Gen/Lenovo 500e 
Chromebook 2nd Gen/NEC Chromebook Y2/etc...

粘着テープ貼付け式 /曲面端末形状に対応 /ストラップホール /
伸縮ゴム仕様ホルダー /寸法： 全体 35×40mm、粘着面
25×40mm/ ペンホルダー L25mm

シンプルな両端ループ仕様のストラップ /十分な長さでペン使用時
にも突っ張らない /かしめ加工で強度アップ /寸法：約450mm
（ループ部分含む）

MDS-PHBK

MDS-PSBK

11.6inch汎用
衝撃吸収防水キャリングバッグ

〈対応機種〉
ASUS︓C214MA、日本Acer︓Acer Chromebook Spin 511 R752TN-G25、NEC︓Y1 / Y1 
Gen2、Lenovo︓300e / 500e /300e 2nd Gen / 500e 2nd Gen、日本HP︓ HP Chromebook 
11 G8 EE / HP Chromebook x360 11 G3 EE ( アウトカメラ非対応)etc....

11.6インチChromebookマルチ対応
手帳型レザーケース

MDS-TCCCB116BK

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Chromebook11.6inch
汎用

質量／約300g、材質／ PUレザー、マイクロファイバー、抗菌生地使用
機能：両利き対応ペンホルダー、面ファスナー開閉、ハンドホール、肩掛け対応、４ス
タイル対応、土台拡大設計（＋5ｍｍ）、机掛け四角カン、カメラ開口、付属品／首掛け
ベルト、クッション

タブレットStyle ノートPCStyle テントStyle スタンドStyle

●開いた状態※11.6インチワイド端末には対応できません。ワイド版ケースをお買い求めください。

〇 コンバーチブルに対応。４スタイルで使用可能です。
〇 さまざまな機種で使える汎用設計
〇 肩掛け対応（ショルダーストラップ、クッション付属）
〇 表面には抗菌生地を採用（抗菌率99％以上）

※対応できない機種もあります。

●取付動画はこちら

https://youtu.be/M6-ZfELOLcU

Chromebook
11.6inchコンバーチブル対応アイテム多数

11.6インチ Chromebook マルチ対応
液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

MDS-UGFLCB116
11.6インチ Chromebook マルチ対応
液晶保護フィルム マット

 コンバーチブルに対応
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MDS-SICＣB116BK
11.6インチChromebookマルチ対応
スリップインケース

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Chromebook11.6inch
汎用

寸法／外寸：約235( 幅 )×340( 高 )mm/ 収納寸法：約205( 幅 )×300( 高 )
×21( 奥 )mm、質量／約120g、材質／ SBR、マイクロファイバー、ケース機能／
ペンホルダー、スリップイン式、ネームタグ用つまみ

〇 出し入れが容易なスリップイン構造
〇 ペンホルダー
〇 ネームタグ引っかけ用つまみ
〇 パイプフレーム

MDS-CB116SKBSBK

〇 シンプルデザインのキャリングバッグ
〇 衝撃から守るクッション材入り
〇 止水ファスナーと撥水生地を採用した防水仕様
〇 肩掛け対応（ショルダーストラップ、クッション付属）

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Chromebook11.6inch
汎用

寸法／外寸：約330( 幅 )×240( 高 )×40( 奥 )mm/ 内寸：約 300( 幅 )×
225( 高 )×30( 奥 )mm、質量／約270g（ショルダーベルト含む）、材質／撥水ナ
イロン、ポリエステル、EPE( 芯材 )、ケース機能／メイン収納×1、フロントポケッ
ト×1、 撥水加工、耐衝撃クッション、止水ファスナー、ハンドル、ハンドル収納ポ
ケット、ショルダーベルト、ペンホルダー

〇 シンプルデザインのキャリングバッグ
〇 薄手仕様のため、ランドセルにも収納可能

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、
                 気泡軽減、ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

対応機種︓HP ProBook x360 11 G5 EE/HP Chromebook 
x360 11 G3 EE/ASUS Chromebook Flip C214/
Lenovo 300e / Chromebook 2nd Gen/Lenovo 500e 
Chromebook 2nd Gen/NEC Chromebook Y2/etc...

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、気泡軽減
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Chromebook11.6inch
汎用

https://youtu.be/CcHydm8jTCY

寸法／外寸：約330( 幅 )×240( 高 )×35( 奥 )mm/ 内寸：約 300( 幅 )×
225( 高 )×30( 奥 )mm、質量／約100g、材質／ナイロン420D、ポリエステル
200D、EPE( 底芯材 )、ケース機能／ペンホルダー、Wファスナー、ハンドル、ハン
ドル収納ポケット

GIGA
対応 抗菌 汎用

設計

汎用
設計 耐衝撃

汎用
設計 耐衝撃

汎用
設計

汎用
設計

汎用
設計

汎用
設計

汎用
設計

肩掛け
対応

肩掛け
対応

タッチペンの紛失防止にお使いいただけます。

※使用イメージ※

多機能・耐衝撃バッグ

肩掛け対応 止水ファスナー ペンホルダー 撥水生地

●端末とアダプターを収納可能 ●取り出しやすいペンホルダー配置

※13インチサイズもあります。詳しくはお問い合わせください。

汎用ペンホルダー

汎用ペンストラップ

USI対応 電池式タッチペン　ブラック
MDS-TPUSI01BK

USI対応 充電式タッチペン　グレー
MDS-TPUSIRC01GY

〇 USI式（電池式）
〇 パームリジェクション
〇 傾き感知
〇 筆圧感知（4096段階）
〇 ペン先交換可能
〇 クリップ付き

NEC Chromebook C1 ／ Acer Chromebook Spin 713 ／ Acer Chromebook Spin 514 ／ Samsung Galaxy Chromebook 2 ／ HP Chromebook x360 14c ／ HP Chromebook x360 12b ／ HP Chromebook x360 11 G4 EE(Optional USI pen built-in)
／ HP Elite c1030 Chromebook ／ ASUS Chromebook Flip C436 ／ ASUS Chromebook Flip C536 ／ ASUS Chromebook Flip CX5 ／ ASUS Chromebook Flip CM5 ／ Lenovo Chromebook Flex 5 ／ Lenovo Chromebook Duet ／ Lenovo ThinkPad 
C13 Yoga Chromebook(Optional USI pen built-in) ／ Lenovo 10e Chromebook Tablet...

＜対応機種＞USI式タッチペンで動作確認できている機種（随時追加）

〇 USI式（充電式）
〇 パームリジェクション
〇 傾き感知
〇 筆圧感知（4096段階）
〇 ペン先交換可能

充電時間︓約 1 時間
駆動時間︓約 50 時間（満充電時・使用状況により変動）
カラー︓グレー
サイズ︓長さ 154mm、直径 9.0mm（長径）、7.9ｍｍ（短径）
重量︓約 16g
付属品︓ 替え芯・USB A – Type-C 充電ケーブル

駆動時間︓約 120 時間（使用電池残量により変動）
カラー︓ブラック
サイズ︓長さ 140mm、直径 9.5mm
重量︓約 13.4g
付属品︓ 替え芯・芯交換補助パーツ・単 6 電池（試供品）
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Lightning有線キーボード ブラック

〇 専用アプリや設定が不要、差し込むだけで動作する
　 Lightning接続の有線キーボード
〇 MFi認証取得済み
〇 使いやすい日本語配列対応(JISかな配列準拠)
〇 手首の負担を軽減する傾斜設計
〇 場所をとらないテンキーなしコンパクトサイズ
〇 iPad本体からの電源供給で動作するため、ほかの電源は不要

標準価格︓オープン

MDS-IOSLKBBK ケーブル長︓30cm未満L字コネクタ採用

キーボード入力が格段に楽になる
高さ18ｍｍの傾斜つき

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

iOS/Lightningコネクタ
搭載モデル

キーボード仕様 / キーピッチ︓20ｍｍ, ストローク︓2ｍｍ, 動作荷重︓約 60ｇ, キー
スイッチ︓メンブレン、対応機種 /iOS・iPadOS・Lightning ポート搭載端末、本
体サイズ/約W285×D121×H18mm※キーボード本体、本体重量/約309ｇ、ケー
ブル長さ /約 290ｍｍ、素材 /主素材 ABS樹脂、付属品 /キーボード本体のみ

Apple 2018年以降モデル対応
iOS専用充電式タッチペン ホワイト

標準価格︓オープン

MDS-TPAP01WH

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

iOS端末

充電式（USB Type-C 5V 充電）, 充電状況表示 LED ライト , パームリジェク
ション機能 , 傾き検知機能 , 省電力（オートスリープ機能）, ペアリング不要 ,
マグネット吸着（充電には非対応）、充電時間 / 約 1 時間、駆動時間 / 約 10 時
間（満充電時・使用状況により変動）、カラー / ホワイト、サイズ / 長さ
167mm、直径 9mm、重量 / 約 12g、付属品 / USB A – Type-C 充電ケーブル

2018年以降発売モデル

〇 Type-C充電式タッチペン
〇 充電状況を確認できるLEDライト付き
〇 パームリジェクション機能
〇 傾き検知機能
〇 省電力（オートスリープ機能）
〇 面倒なペアリングなど一切不要

Type-C充電ポート

LEDインジケータ

●パッケージ

●Type-C充電

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応 
360°回転スタンド耐衝撃EVAケース

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応 
手帳型レザーケース　ブラック

標準価格︓オープン

MDS-TCCIP102BK

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

標準価格︓オープン

MDS-EVACIP102BU3

寸法／200( 幅 )×28( 奥 )×270( 高 )mm、質量／250g、材質／ EVA、カラー
／ブルー、ケース機能／MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure Ⅳ
(Transit Drop) に準拠する耐衝撃性 /回転ハンドル、スタンド、Apple Pencil 対
応ペンホルダー

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様
寸法／開いた状態：約340( 幅 )×25( 奥 )×230( 高 )mm、質量／約380g（ベル
ト含まず）、材質／PUレザー (抗菌 )、マイクロファイバー (抗菌 )、機能／2段階ス
タンド、オートスリープ、机横掛け四角カン、ペンホルダー、ハンドホール、肩掛け対
応、土台拡大設計（＋5ｍｍ）、管理シール確認窓、付属品／首掛けベルト、クッション ●スタンド機能 ●肩掛け対応

iPad
人気のiPad 10.2inch用アイテム

10.2inchシリーズ

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応 
キーボード付ケース

MDS-BTKCIP102BK2

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

標準価格︓オープン

寸法／約260×200×25ｍｍ（ケース）・約240×150×6.5ｍｍ（キーボード）、
重量／約600g（キーボード含む）、材質／ TPU・PUレザー、無線規格／
Bluetooth5.1、電源／充電式、キー配列／日本語（JIS かな配列準拠）、ケース機能
／無線キーボード同時収納・ApplePencil ホルダ・角度自由スタンド・オートスリー
プ、付属品／充電ケーブル

※iPad Pro10.5/iPad Air3にも対応
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〇 2段階のスタンド設計
〇 マグネット開閉式（オートスリープ対応）
〇 肩掛け対応（ショルダーストラップ、クッション付属）
〇 表面には抗菌生地を採用（抗菌率99％以上）

GIGA
対応 抗菌 肩掛け

対応

MDS-UGFLIP102BC

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応 
フラップケース

MDS-HCIP102FLBK
Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応 
耐衝撃フラップケース

MDS-TPUCIP102FLBK

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

寸法／約255×180×14ｍｍ（端末未納時）、重量／約140g、材質／背面ケース
（ポリカーボネート）フラップ表（PUレザー）フラップ内（フェイクスウェード）、カ
ラー／ブラック、ケース機能／２アングルスタンド・オートスリープ機能・装着し
たままで全てのインターフェースを使用可能、付属品／なし

iPad 10.2inch

(第9・8・7世代)

iOS
専用

TypeC
充電

ペン先
交換可

〇 回転ハンドル兼スタンド
〇 ApplePencilを収納可能
〇 耐衝撃性能MIL-STD-810G規格に準拠

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、
                 気泡軽減、ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：映り込み防止（マット）、
                 指紋軽減、気泡軽減、
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：9Hガラスフィルム、
　　　　指紋軽減、気泡軽減、
〇素材：ガラス（0.33ｍｍ）
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

MDS-UGFLIP102 MDS-GLFLIP102

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様
寸法／約255×190×14ｍｍ（端末未納時）、重量／約270g、材質／背面ケース
（TPU）フラップ表（PUレザー）フラップ内（フェイクスウェード）、ケース機能／２ア
ングルスタンド・オートスリープ・全てのインターフェースを使用可能・
ApplePencil ホルダー・米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠、付属品／なし

〇 スリムタイプの手帳型ケース
〇 オートスリープ対応
〇 2段階スタンド

〇 耐衝撃タイプの手帳型ケース
〇 オートスリープ対応
〇 2段階スタンド
〇 ApplePencilホルダー付き
〇 3色展開

78
キー

日本語
配列

MFi
認証

標準価格︓オープン 標準価格︓オープン

iPad 10.2inch

(第9・8・7世代)

iPad 10.2inch

(第9・8・7世代)

〇 無線キーボード付属
〇 ApplePencilホルダー
〇 角度調節可能なスタンド
〇 オートスリープ

iPad 10.2inch

(第9・8・7世代)

iPad 10.2inch

(第9・8・7世代)

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応
液晶保護フィルム　ブルーライトカット・マット

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応
液晶保護フィルム　マット

Apple iPad 10.2（第9・8・7世代）対応
ガラスフィルム 光沢

●スタンド機能●スタンド機能

ブラック：MDS-TPUCIP102FLBK
ライトブルー：MDS-TPUCIP102FLLBU
ネイビー：MDS-TPUCIP102FLNV



対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Microsoft Surface
Go3/2/1

Surface
用途に応じた多機能ケース

シリーズ

Surface Goシリーズ

Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応
背面ハードケース　ブラック

MDS-HCSFG2BK
Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応 
背面ハードケース（ハンドベルト付）　ブラック

MDS-HCSFG2BK2

Microsoft Surface Go3/Go2対応
手帳型レザーケース ブラック

MDS-TCCSFG2BK

Microsoft Surface Pro7 Plus/7/6/5/4対応
耐衝撃ケース　ブラック

MDS-TSCSFP7BLTBK
Microsoft Surface Pro7 Plus/7/6/5/4対応
耐衝撃ケース（タイプカバー対応タイプ）ブラック

MDS-TSCSFP7BLTBK2

Surface Proシリーズ

Microsoft Surface Go対応 
液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

MDS-UGFLSFGBC
Microsoft Surface Go2 / Go3対応 
液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

MDS-UGFLSFG2BC
Microsoft Surface Pro7 Plus/Surface Pro7対応
液晶保護ブル―ライトカットフィルム マット

MDS-UGFLSFP7BC
Microsoft Surface Pro7 Plus/Pro7・6・5・4対応
ペーパーライクフィルム マット

MDS-PLFLSFP7

ケース機能／純正キーボード対応・純正スタンド機能をそのまま利用可能・
純装着したままで全てのインターフェースを使用可能・純米軍耐衝撃規格
MIL-STD-810G準拠、素材 ／背面（ＰＣ・ＴＰＵ）・表面（合成皮革 ）・内面（マ
イクロファイバー）、カラー／ブラック、ケース重量／約185g、ケースサイズ／
約264×185×14ｍｍ、付属品／なし

Microsoft Surface Go3/Go2対応
耐衝撃ケース　ブラック

MDS-TSCSFG2BLTBK Microsoft Surface Pro7 Plus/7/6/5/4対応
ハードケース　ブラック

MDS-HCSFP7BK

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Microsoft Surface
Go3/2/1

ケース機能／純正キーボード着脱対応純正スタンド機能をそのまま利用可
能・ハンドベルト・ペンホルダー・純正キーボード用ゴムバンドで本体と
固定可能・米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠、素材／背面（PC/TPU）・
表面（合成皮革）内面（マイクロファイバー）、カラー／ブラック、重量／約
180g、サイズ／約265×185×20ｍｍ、付属品／なし

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Microsoft Surface
Pro7 Plus/7/6/5/4

ケース機能／米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠・ショルダーベルト・
360度回転スタンド兼ハンドホール・ペンホルダ、素材／ TPU+ポリカー
ボネート・（ショルダーベルト）ナイロン、カラー／ブラック、重量／約590g
（ショルダーベルト含む）、サイズ／約325×220×27ｍｍ、付属品／ショル
ダーベルト

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Microsoft Surface
Pro7 Plus/7/6/5/4

ケース機能／米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠・ショルダーベルト・
純正キックスタンド対応・ハンドホール・ペンホルダー、部材／（TPU・ポ
リカーボネート（ショルダーベルト）ナイロン、カラー／ブラック＆クリア、重
量／約390g（ショルダーベルト含む）、サイズ／約300×240×25ｍｍ、付
属品／ショルダーベルト

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様
ケース機能／純正キーボード対応・純正スタンド機能をそのまま利用可能・
装着したままで全てのインターフェースを使用可能・米軍耐衝撃規格
MIL-STD-810G準拠、素材／背面（PC・TPU）表面（合成皮革）内面（マイク
ロファイバー）、カラー／ブラック、重量／約340g、サイズ／約
325×225×20ｍｍ、付属品／なし

Microsoft Surface Pro7 Plus/7/6/5/4対応
フラップケース

MDS-HCSFP7FLBK

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

ケース機能／純正キーボード対応・純正キックスタンド対応・装着したま
まで全てのインターフェースを使用可能、素材／背面（PC・TPU）表面（合成
皮革）内面（マイクロファイバー）、カラー／ブラック、重量／約350g、サイズ
／約300×210×16ｍｍ、付属品／なし

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Microsoft Surface
Go3/2/1

ケース機能／２段階スタンド・ハンドホール・カメラ開口・ペンホルダー
×2・ショルダーベルト・土台拡大設計（＋5ｍｍ）・机掛け四角カン・キー
ボード同時収納、素材／表面（合成皮革）内面（マイクロファイバー）ショル
ダーベルト（ナイロン）、カラー／ブラック、重量／約260g（ベルト・クッショ
ン別）、サイズ／約260×200×23ｍｍ、付属品／ショルダーベルト

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Microsoft Surface
Go3/2/1

ケース機能／米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠・肩掛け対応・360度
回転スタンド兼ハンドホール・ペンホルダ、素材／ TPU+ポリカーボネート・
（ショルダーベルト）ナイロン、カラー／ブラック、重量／約450g（ショルダー
ベルト含む）、サイズ／約270×190×25ｍｍ、付属品／ショルダーベルト

〇 純正キーボード対応
〇 純正スタンド機能をそのまま利用可能
〇 装着したままで全てのインターフェースを使用可能
〇 米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠
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〇 360度回転式のハンドル兼スタンド
〇 肩掛け対応
〇 装着したままで全てのインターフェースを使用可能
〇 米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠

〇 360度回転式のハンドル兼スタンド
〇 肩掛け対応
〇 米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠

〇 ショルダーベルト付属
〇 ケースを装着したままで純正キックスタンドを使用可能
〇 ペンホルダー付き
〇 米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠

Microsoft Surface
Pro7 Plus/7/6/5/4

〇 純正キーボード対応
〇 端末のキックスタンドを使用可能
〇 ペンホルダー付き
〇 装着したままで全てのインターフェースを使用可能
〇 米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠

Microsoft Surface
Pro7 Plus/7/6/5/4

〇 純正キーボード対応
〇 端末のキックスタンドを使用可能
〇 装着したままで全てのインターフェースを使用可能
〇 画面を守るフラップ仕様

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、
                 気泡軽減、ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、
                 気泡軽減、ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

Microsoft Surface Go2 / Go3対応 
液晶保護フィルム　マット

MDS-UGFLSFG2

〇機能：映り込み防止（マット）、
　　　　指紋軽減、気泡軽減
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、
                 気泡軽減、ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：映り込み防止（マット）、指紋軽減、
                 気泡軽減、ペーパーライク加工
〇素材：ポリエチレン
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇 純正キーボード対応
〇 純正スタンド機能をそのまま利用可能
〇 装着したままで全てのインターフェースを使用可能
〇 ハンドベルト付き
〇 米軍耐衝撃規格MIL-STD-810G準拠

〇 多機能設計の手帳型ケース
〇 純正キーボード対応
〇 2アングルスタンド機能
〇 装着したままで全てのインターフェースを使用可能
〇 耐衝撃設計
〇 ショルダーベルト付属

標準価格︓オープン 標準価格︓オープン

標準価格︓オープン 標準価格︓オープン

標準価格︓オープン 標準価格︓オープン

標準価格︓オープン 標準価格︓オープン
●スタンド機能●肩掛け対応

●キックスタンド対応 ●キックスタンド対応 ●純正キーボード対応

●キックスタンド対応

●キックスタンド対応 ●キックスタンド対応



12.9インチ

〇 ケースを装着したままキーボードへ接続＆収納可能
〇 多機能PUレザーケース
〇 肩かけ対応（ショルダーベルト付き）
〇 安定した操作性を実現するアームバンド
〇 多段階スタンド

Lenovo ideapad D330 用レザーケース ARROWS Tab Q5010用 手帳型ケース

標準価格︓オープン

MDS-TCCD330BK

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Lenovo
Ideapad D330

寸法／閉じた状態：約330(幅 )×31.5(奥 )×225(高 )mm※キーボード収納時、
質量／約230g（ベルト含まず）、材質／PUレザー、マイクロファイバー、ケース機
能／ケースを着用したままキーボード装着可能、キーボード同時収納、児童机横掛
け用四角カン、スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、付属品／首掛けベルト、クッ
ション

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

富士通
ARROWS Tab Q5010

予定寸法／約200( 幅 )×25( 奥 )×300( 高 )mm、質量／約300g（ベルト含ま
ず）、材質／PUレザー (抗菌 )、マイクロファイバー (抗菌 )、ケース機能／ケース
を着用したままキーボード装着可能、キーボード同時収納、児童机横掛け用四角
カン、2段階スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、付属品／首掛けベルト、クッ
ション

●2Wayスタンド

●ノートPCStyleで使用可

MDS-TCCQ5010BK

●クレードル対応 ●キーボード対応

標準価格︓オープン

〇 ケースを装着したままキーボードへ接続＆収納可能
〇 多機能PUレザーケース
〇 肩かけ対応（ショルダーベルト付き）
〇 安定した操作性を実現するアームバンド
〇 多段階スタンド

Windows
授業での使用を想定した多機能ケース

シリーズ

Dynabook K50/K60対応  手帳型レザーケース　ブラック

Lenovo ideapad D330対応 
液晶保護ブルーライトカットフィルム　マット

MDS-TCCK50BK

Arrows Tab Q5010/Q5011用 
液晶保護ブルーライトカットフィルム　マット

dynabook K50/K60対応 
液晶保護ブルーライトカットフィルム　マット

MDS-UGFLK50BC
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〇機能：映り込み防止（マット）、
                 指紋軽減、気泡軽減、
                ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：映り込み防止（マット）、
                 指紋軽減、気泡軽減、
                ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

〇機能：映り込み防止（マット）、
                 指紋軽減、気泡軽減、
                ブルーライトカット
〇素材：PET
○カラー：クリア
○梱包：簡易梱包 

MDS-UGFLQ5010BCMDS-UGFLD330BC

USB Type-C to HDMI
変換アダプタ Ver2

MDS-HADUCHDMI2

価格はすべてオープンです。お気軽にお問い合わせください。

■使用例

スマホ・タブレット・ノートパソコンなど 大型モニターなど

HDMIポートType-Cポート

タブレットスタンド
（三脚式ハイタイプ）

MDS-TABSTD07BK

ワイヤレスヘッドセット
（オーバーヘッド、片耳タイプ）

MDS-BTHSOHKMBK

オオンン
ラライインン
授業授業
特集特集

書画カメラスタンド
MDS-TABSTD-SYOGA
〇 タブレットを書画カメラとしての使用が可能
〇 重厚スチール土台で安定感のあるスタンド
〇 幅215mmまでの大型タブレットにも対応
〇 タブレット位置の高さ調節、角度調整が簡単
〇 折りたたんでコンパクトに収納可能
〇 底部滑り止め用シート加工

USB接続ハイグレードWebカメラ
800万画素 4K HD対応 マイク付

MDS-UCAM800BK

カラー：ブラック
サイズ：約20×50×10ｍｍ（本体）
長さ：約195mｍ（全長）

対応：Windows10/8.1/8/7、MacOS 10.8 以降 USB2.0 (A)、USB3.0(A) 1/F 搭載端末
サイズ：約70×80×80ｍｍ（土台パーツ含む）
重量：約９０ｇ
長さ：ケーブル1.4ｍ
カラー：ブラック＆ホワイト

・800万画素CMOSセンサー
・4K HD対応
・最大フレームレート30fps
・オートフォーカス
・ノイズ低減ステレオ内蔵

・マイク左右120度、上下45度 
・首振り機能
・3段階調光ＬＥＤ照明
・三脚固定用ネジ穴

本体：スチール、アルミニウム、ＡＢＳ樹脂
対応：幅130～ 215mmまでのタブレット
　　　※iPad Pro12.9 第 5世代にも対応
カラー：ブラック
サイズ：底部土台 約 220ｍｍ（直径）
標準状態高 約 350ｍｍ
重量：約2,3kg

本体：アルミニウム
対応：4.7 ～ 12.9インチのタブレット・スマートフォン
※対応端末幅120～ 220ｍｍ
カラー：ブラック
耐荷重：1,500g
サイズ：約550×100×100ｍｍ（折りたたみ時）
重量：約1,100g

・USB Type-C → HDMI 変換
・音声対応

・4K対応
・バスパワー

あっ
たら
便利な

アイテム！

対応機種：Bluetooth 搭載端末
バッテリー：180mAh バッテリー内蔵
駆動時間：最大13時間連続通話
充電時間：2時間
インターフェース ：ボリュームボタン・Bluetooth 接続ボタン・充電ポート・LEDインジケータ
重量 ：約 50g
カラー：ブラック

・Bluetooth ワイヤレス接続
・安定した使用感のオーバーヘッドタイプ
・300度回転ノイズキャンセリングマイクで左右対応 

Dynabook K50/K60対応 手帳型レザーケース　ブラック
廉価仕様

MDS-TCCK50BK2

標準価格︓オープン

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

Dynabook
K50/K60

寸法／約300×200×25ｍｍ（端末未納時）、重量／約300g（ベルト・クッション
別）、材質／表面（抗菌合成皮革 抗菌率 99％以上）内面（抗菌マイクロファイバー 抗
菌率 99％以上）、ケース機能／２アングルスタンド・ハンドホール・カメラ開口・
ペンホルダー×1・キーボード同時収納土台拡大設計（＋5ｍｍ）・机掛け四角カン
端末管理シール用開口・ショルダーベルト、付属品／肩掛けベルト、クッション

対応機種　　　　　　　　　　　　　　仕様

寸法／約265×200×25ｍｍ（端末未納時）、重量／約240g（ベルト・クッション
別）、材質／表面（PUレザー）内面（スウェード調）、ケース機能／２アングルスタン
ド・ハンドホール・カメラ開口・ペンホルダー×1・キーボード同時収納土台拡
大設計（＋5ｍｍ）、付属品／なし

標準価格︓オープン

Dynabook
K50/K60

〇 ケースを装着したままキーボードへ接続＆収納可能
〇 多機能PUレザーケース
〇 安定した操作性を実現するアームバンド
〇 多段階スタンド
〇 リーズナブルな廉価仕様

●キーボード対応

●2Wayスタンド

●2Wayスタンド

〇 ケースを装着したままキーボードへ接続＆収納可能
〇 多機能PUレザーケース
〇 安定した操作性を実現するアームバンド
〇 多段階スタンド
〇 肩掛け対応

USB Type-C接続
ドッキングステーション

MDS-DSUC01

・USB Type-C
　→ 有線 LAN（1Gbps）×1
　→ HDMI ×1
　→ SDカードリーダライター（SDHC/SDXC）
　→ USB3.0(A) ×2
　→ USB Type-C ×1
・バスパワー
・専用ドライバインストール不要

対応ＯＳ ：Windows10、MacOS 10.8 以降、iOS 
             ※注）Android 非対応です
カラー ：シルバー
サイズ ：約 110×40×15ｍｍ（本体）
長さ ：約 270mｍ（全長）



ディスクペン先 ハイグレードタッチペン

機能︓ 高感度Φ8.5mm透明ディスクペン先を採用/
20°まで傾けて使用可能/ペン先保護キャップ
素材︓ 本体、ペン先保護キャップ共にアルミニウム
カラー︓ ブラック
サイズ︓ 長さ135mm、直径10mm
※別売りの先端替え芯あり、簡単に交換できます

導電性繊維ペン先 タッチペン
MDS-TP01BK

機能︓ 耐久性の高さと滑らかなペン滑りが特徴の
導電性繊維ペン先を採用/ストラップホール/クリップ
本体︓ アルミ製
カラー︓ ブラック
サイズ︓ 長さ135mm、直径9mm

汎用  細ペン先 充電式タッチペン

対応機種︓ Windows/Chrom/Android/iOS 
　　　　　 静電容量方式タッチパネル搭載機
充電時間︓約2時間
駆動時間︓約30時間（満充電時・使用状況により変動）
カラー︓ブラック
サイズ︓長さ128mm、直径9mm
重量︓約14g
付属品︓ USB A – microB充電ケーブル

〇 高感度Φ8.5mm透明ディスクペン先を採用
〇 20°まで傾けて使用可能
〇 ペン先保護キャップ付き

タッチペン
さまざまな機能・価格帯をご用意

シリーズ
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MDS-TP02BK

USI対応 電池式タッチペン　ブラック
MDS-TPUSI01BK

USI対応 充電式タッチペン　グレー
MDS-TPUSIRC01GY

両ペン先（ディスク式＋導電性繊維）2in1タッチペン
MDS-TPRC02BKMDS-TP05BK

Apple 2018年以降モデル対応
iOS専用充電式タッチペン ホワイト

MDS-TPAP01WH

〇 Type-C充電式タッチペン
〇 充電状況を確認できるLEDライト付き
〇 パームリジェクション機能
〇 傾き検知機能
〇 省電力（オートスリープ機能）
〇 面倒なペアリングなど一切不要

〇 USI式（電池式）
〇 パームリジェクション
〇 傾き感知
〇 筆圧感知（4096段階）
〇 ペン先交換可能
〇 クリップ付き

NEC Chromebook C1 ／ Acer Chromebook Spin 713 ／ Acer Chromebook Spin 514 ／ Samsung Galaxy Chromebook 2 ／ HP Chromebook x360 14c ／ HP Chromebook x360 12b ／ HP Chromebook x360 11 G4 EE(Optional USI pen built-in)
／ HP Elite c1030 Chromebook ／ ASUS Chromebook Flip C436 ／ ASUS Chromebook Flip C536 ／ ASUS Chromebook Flip CX5 ／ ASUS Chromebook Flip CM5 ／ Lenovo Chromebook Flex 5 ／ Lenovo Chromebook Duet ／ Lenovo ThinkPad 
C13 Yoga Chromebook(Optional USI pen built-in) ／ Lenovo 10e Chromebook Tablet...

＜対応機種＞USI式タッチペンで動作確認できている機種（随時追加）

〇 USI式（充電式）
〇 パームリジェクション
〇 傾き感知
〇 筆圧感知（4096段階）
〇 ペン先交換可能

〇 導電性繊維ペン先を採用
〇 クリップ付き
〇 ストラップホール付き

MPPタッチペン　シルバー/ブラック
MDS-TPMPPSV/-BK

充電時間︓約 1 時間
駆動時間︓約 10 時間（満充電時・使用状況により変動）
カラー︓ホワイト
サイズ︓長さ 167mm、直径 9mm
重量︓約 12g
付属品︓ USB A – Type-C 充電ケーブル

MDS-TP01BK MDS-TP02BK

MDS-TPUSI01BK MDS-TPUSIRC01GY

MDS-TPRC02BKMDS-TP05BK

MDS-TPAP01WHMDS-TPMPPSV/-BK

ペン先

ペン軸サイズ

傾き感知

対応パネル

充電方式

対応機種

重量

付属品

梱包

ストラップホール

クリップ

ペン先キャップ

充電時間

駆動時間

カラー

パームリジェクション

金属チップ

箱入れ

USB式（Micro-B）

×

〇

×

静電容量方式

約14g

L128mm / φ9mm

ペン本体/充電ケーブル（microB-USB A）

スマホ・タブレット汎用

ブラック

約2時間
約30時間

（満充電時・使用状況により変動）

×

×

チップ

箱入れ

電池式（単6電池×1）

×

〇

×

MPP方式

Microsoft Pen Protocol対応端末

L142mm / φ9.5mm

約12.7g（電池含まず）

ペン本体/替え芯/芯交換補助パーツ/
単6乾電池（試供品）

シルバー/ブラック

〇（最大30度まで）

－

－

〇

チップ

箱入れ

USB式 （Type-C）

×

×

×

iOS端末
※Apple 2018年以降モデル

L167mm / φ9mm

約12g

ホワイト

約1時間
約10時間

（満充電時・使用状況により変動）

ペン本体/充電ケーブル（TypeC-USB A）

〇

iOS端末のみ

〇

導電性繊維/透明ディスク

箱入れ

非充電式

×

×

〇（片側のみ）

ペン本体/キャップ

スマホ・タブレット汎用

ブラック

－

－

L155mm / φ9mm

約9.86ｇ

〇（最大45度まで）

静電容量方式

×

透明ディスク

透明袋入れ

ペン本体/キャップ

スマホ・タブレット汎用

非充電式

静電容量方式

〇（最大20度まで）

約24.3g

×

×

〇

ブラック

－

－

L135mm / φ10mm

×

導電性繊維

透明袋入れ

非充電式

静電容量方式

〇

〇

×

ペン本体

スマホ・タブレット汎用

ブラック

－

－

約9.8g

L135mm / φ9mm

－

×

チップ

箱入れ

電池式（単6電池×1）

×

○

×

USI対応端末
※主にChromebook端末

L140ｍｍ/ φ9.5mm

約13.4g（電池含まず）

ブラック

－

〇

USI 端末のみ

ペン本体/替え芯/芯交換補助パーツ/
単6乾電池（試供品）

〇

約120時間
（新品電池目安・電池残量により変動）

チップ

箱入れ

USB式 （Type-C）

×

×

×

USI対応端末
※主にChromebook端末

L154ｍｍ/ φ9.0mm（長径）

約16g

グレー

約1時間
約50時間

（満充電時・使用状況により変動）

〇

USI 端末のみ

ペン本体/替え芯/
充電ケーブル（TypeC-USB A）

〇

ペン先

ペン軸サイズ

傾き感知

対応パネル

充電方式

対応機種

重量

付属品

梱包

ストラップホール

クリップ

ペン先キャップ

充電時間

駆動時間

カラー

パームリジェクション

iOS
専用

MPP
パネル専用

汎用 汎用 汎用 汎用

USI
専用

タッチペン比較表

USI
専用

充電時間︓約 1 時間
駆動時間︓約 50 時間（満充電時・使用状況により変動）
カラー︓グレー
サイズ︓長さ 154mm、直径 9.0mm（長径）、7.9ｍｍ（短径）
重量︓約 16g
付属品︓ 替え芯・USB A – Type-C 充電ケーブル

駆動時間︓約 120 時間（使用電池残量により変動）
カラー︓ブラック
サイズ︓長さ 140mm、直径 9.5mm
重量︓約 13.4g
付属品︓ 替え芯・芯交換補助パーツ・単 6 電池（試供品）

〇 MPPパネル専用タッチペン
〇 電池式（単6電池）
〇 パームリジェクション機能
〇 傾き検知機能
〇 省電力（オートスリープ機能）
〇 面倒なペアリングなど一切不要

対応機種︓MPP パネル式端末（Surface シリーズや、一部海外端末）
カラー︓シルバー / ブラック
サイズ︓長さ 142mm、直径 9.5mm
重量︓約 12.7g（電池含まず）
付属品︓ 替え芯・芯交換補助パーツ・単 6 電池（試供品）

〇 充電式（USB microB 5V充電）
〇 省電力（オートスリープ）
〇 ペアリング不要
〇 クリップ付

機能︓シリコンゴム製のペン先を採用/ストラップホール/クリップ
本体︓ アルミ製
カラー︓ ブラック
サイズ︓ 長さ155mm、直径9mm

〇 ディスク式ペン先＋導電性繊維ペン先をダブル採用
〇 両ペン先とも45度まで傾けて使用可能
〇 ペン先保護キャップ（マグネット吸着）



お客様からのご要望

ポイント

屋外や立ち作業をしながら

タイピングができる肩掛けベルト

高品質PUレザーの手帳ケース

少しせり出した設計にすることで傷や衝撃から端末を保護

端末の廃熱孔と同位置にパンチ加工することで

ケース内部に熱がこもらない設計に

DELL Latitude 5310

PUレザー/マイクロファイバー/ナイロン（ベルト）

ブラック

肩掛け仕様/ねじ式ベルト/端末固定パーツ/マグネット開閉

150個

対応機種

ケース材質

ケースカラー

ケース機能

生産数

ベルト用Dカン

廃熱孔

キーボード固定

廃熱孔

端末の廃熱孔部分に開口を
設けることで、
ケース内部に熱がこもるのを防ぎます。

キーボードをしっかり
ホールドする角パーツです。

落下防止の
ねじ止め式ナスカン

マグネット開閉
開閉ベロにはマグネットが内蔵されており
開いたときにも邪魔にならない設計です。

ポイント

ポイント

キーボード固定
端末のホールド力を一層高め
るために、面ファスナーで
固定します。

熱が籠らない熱が籠らない籠らない

付属のベルトを取り付けることで
肩掛けとして使えます。

2P1口  コンセント差し口90度変更タップ
MDS-TAP2P100

定格：15A 125V
最大定格：合計1500W
使用温度：-10℃～ +40℃
素材：ABS樹脂、スチール
カラー：ホワイト
サイズ：25×35×23.6mｍ

11

その他
学校・オフィスの整備に役立つアイテム

アイテム

ポイント

移動教室でも持ち運びしやすいマグネット式ハンドル設計！

マグネットの止め位置を変えると、スタンドに早変わりします。

高品質PUレザーの手帳ケース

少しせり出した設計にすることで傷や衝撃から端末を保護します。

ペンホルダーは、せり出した土台の内側に収まるように設計されて

おり、ペン収納時もケースから飛び出さずスマートです。

採用実績のご紹介

iPad 10.2inch

PUレザー/マイクロファイバー

ネイビー/ブルー

スタンド仕様/ハンドル/管理シール確認窓/土台拡大設計

35500個

対応機種

ケース材質

ケースカラー

ケース機能

生産数

持ち運びハンドル

管理シール窓

２段階スタンド 教室移動のときにハンドルとして
使用することができます。

タイピング用

ポイント

ポイント

スタンド/ハンドルパーツ
マグネット式になっており、止め位置に
よって機能を使い分けることが可能です。

土台+枠拡大設計
ケースの土台と端末固定枠を端末本体よりも
大きく設計することで、横からの衝撃から端末を保護します。

視聴用

ペンホルダー

・コンパクトで持ち運びやすくしたい
・授業でも使いやすい仕様
・ある程度衝撃に耐えられる設計

お客様からのご要望

対応端末

iPad 10.2inch× 導入場所

教育機関

対応端末

Latitude 5310 × 導入場所

ビジネスシーン

・外での作業時にも使いやすいような設計を
・傷などからできるだけ端末を守りたい
・ノートPCの排熱が心配

O市 教育委員会様 向け
iPad 10.2inch用保護ケース

福岡県 K社様 向け
Dell Latitude 5310用保護ケース

USB microBケーブル　1ｍ　ホワイト

○ USB(A) - USB(microB)ケーブル
○ 最大出力2.0A対応
○ 充電・同期(データ転送)対応
○ 固定バンド付き

○ カ ラ ー : ホワイト
○ 長 さ : 1 m

MDS-USBCMB01WH
USB Type-Cケーブル　1ｍ　ホワイト
MDS-USBCC01WH

○ USB(A) - USB(Type-C)ケーブル
○ 最大出力3.0A対応
○ 充電・同期(データ転送)対応
○ 固定バンド付き

○ カ ラ ー : ホワイト
○ 長 さ : 1 m

OAタップ 3P 4口/8口シリーズ

○ 抜け防止ロック機能
○ 耐トラッキングカバー
○ 壁面や机横に貼り付け可能な2面マグネット式
○ プラグは180°回転仕様

MDS-TAP3P4-/MDS-TAP3P8-

○ 2P1口（90度方向変更）
○ 耐トラッキングカバー付
○ PSE認証済

USB Type-Cケーブル一体型 AC充電器 (PD 45W対応)
MDS-ACJDUCPD45BK

最大定格：45W
入力電圧：100V-240V
定格出力（A）：5V/2.4A
定格出力（C）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.2A
カラー：ブラック
ケーブル長さ：1.8ｍ
保証期間：3年

○ 各メーカーChromebookにマルチ対応
○ Power Delivery超高速充電対応
○ 90度可動収納式コンセントプラグ
○ 最大45W
○ 耐トラッキングカバー付
○ PSE認証済

USB接続109キーボード　ブラック
MDS-UKB109BK

USB Type-C光学式マウス　ブラック
MDS-UCKM01BK

各1ｍ/3ｍ/5ｍ/10ｍコード長さ
●画像は4口1ｍタイプ

差込プラグ：２極+アース線
定格：15A 125V
最大定格：合計1500W
使用温度範囲：-10℃ ～ +40℃
素材：本体 /ABS樹脂 ※コードおよびプラグ部分除く
カラー：ホワイト
保証期間：5年

キーボード：メンブレン方式
カラー：ブラック
重量：約420g
サイズ ：約 440×135×20ｍｍ
ケーブル ：約 140cm
保証期間：5年

○ USB接続（専用ドライバインストール不要）
○ シンプルな109フルキーボード
○ 使いやすいスタンダードサイズ
○ JISかな配列準拠 109キー
○ 2段階傾き調整が可能

インターフェース：3ボタン（左右クリック、ホイール）
センサー方式：光学式（解像度1000DPI）
カラー：ブラック
重量：約110g
サイズ ：114×62×39ｍｍ
ケーブル長さ ：約 150cm
保証期間：5年

○ USB Type-C対応
○ シンプルな光学式有線マウス
○ 使いやすいスタンダードサイズ



GIGA端末導入後、お困りなことはありませんか・・・︖

とりあえず端末は導入したけど、
落としてすぐに壊れそう・・・

破損を予防する後付けのアクセサリーを
多数取りそろえております︕

タッチペンが必要だけど
純正は高い・・・

ご使用端末に対応できる、
高性能のタッチペンをご用意︕

○○な機能が欲しいけど
該当する製品が売っていない・・・

ご要望に沿った
オーダーメイドも可能です。

そのお悩み、

数量や仕様によっては対応できない場合があります。

株式会社 エムディーエス

092-435-2770

福岡本社：〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 2-17-23 ローズM第 1 博多 2F
HP ： h t t p s : / / m o n o d u k u r i s . c om /

info@monodukuris.com

お客様の「困った」を解決するモノづくり集団

各種お問い合わせはこちら

最小

最短

学校への

お見
積り

納期
相談

在庫
確認

小ロットで
素材や仕様によっては小ロットで対応ができない場合があります。まずはご相談ください。

在庫状況やご発注のタイミングによっては当日出荷できない場合があります。

弊社に在庫がある場合は1個から購入可能です。

GIGAスクール構想用に開発したアクセサリーを多数取り揃えております。ケース・保護フィルム・タッチペン・収納ケース・キーボード・マウスetc...

製品仕様書はこちらからダウンロード可能です

から購入可能

可能当日出荷

導入実績多数！

オーダーメイド可能

GIGAスクール構想端末 専用アクセサリー多数！


