mobile

mobile

accessories

accessories

catalog

catalog

Function = Beauty
手になじむカタチ、
心地よい肌触り、
日常にフィットする使いやすさ、

生活を見つめることから生まれた
これら機能こそが美しさであり、
美しくあること自体もまた、機能だと
わたしたちは考えます。

モバイルと過ごす毎日を
より上質なものに変えていく、
美しく機能的なアイデアを
提案しつづけます。

iPhone Case
iPad Case

Contents
mobile

Screen Protector

accessories
catalog

Cable / Adapter

iPhone Case

29

スタイルにあわせて個性をまとう

iPad Case

31

iPad Pro、iPad Air、iPad mini に対応

Screen Protector

用途に合わせて選べるラインアップ

43

33

Audio
こだわりの音質と使いやすさ

37

Car Item

TV Solution
iPhone/iPadでTV視聴

44

Touch Pen
操作をさらに快適に

Car Item

Cable / Adapter

iPhone/iPad、スマートフォンの容量不足を解決

毎日の充電が快適になる

液晶画面を衝撃やキズから護る

25

Battery

Storage

Audio

21

41

Battery

19

itomaki
糸巻き型デザインのACアダプタ

itomaki

05

カーライフをもっと便利に
Storage
TV Solution
Touch Pen

3

※本カタログの掲載商品は、店舗によってお取り扱いしていない場合があります。※記載価格は、SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格（税込）です。
※記載価格は、2016年2月現在のもので、予告なく変更する場合があります。
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iPhone Case

iPhone Case

iPad Case

アクティブな毎日に
エアークッションというアイデア

Screen Protector
Cable / Adapter
itomaki

洗練された機能と美しさを追求した「EQUAL シリーズ」

EQUAL Air Shock ［ハード+ソフト］
Battery

iPhone 6s/6

SB-IA10-CBSA 4,080円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-CBSA 4,800円

EQUAL
Air Shock ﬂip

ブラック

ブルー＊

レッド＊

マルーン＊

カーキ＊

ゴールド＊

シルバー＊

ホワイト

ブラック

ブルー＊

レッド＊

マルーン＊

カーキ＊

ゴールド＊

シルバー＊

［フリップ］
Car Item

iPhone 6s/6

ホワイト

Audio

側面部のエアークッションが衝撃
を吸収。
ハードプロテクターとの2
層構造で優れた耐衝撃性を実現。

SB-IA12-SAFB 4,800円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA13-SAFB 5,640円

Storage

エアークッションとハードプロテク
ターの２層構造による優れた耐衝
撃性。画面も護れるフリップタイプ。

※1 当社基準による測定結果。

エアークッションをハード
プロテクターが覆う2層構
造。
さまざまな衝撃に対し
て優れた耐久性を実現。
※破損の原因となるため、
分解
しないでください。

＊印のついているカラーは iPhone 6s/6のみの展開です。

Touch Pen

落下によるダメージを最も
受けやすい側面部では、空
気の層『エアークッション』
が衝撃の85％※1を吸収。

TV Solution

カードポケット
（1つ）
付き。
カードを収納しても凹凸
が気にならない“フラット
ポケット”採用。

6

iPhone Case

EQUAL folio
iPhone 6s/6

［フリップ］
SB-IA12-LCDI 4,680 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA13-LCDI 5,400 円

ホワイト＊

ブラック

EQUAL ﬂip

ネイビー＊

エメラルドブルー＊

レッド

各カラーの外側に調和す
る、
こだわりの内側カラー。
ケーストレーの上面も革貼
りで、
統一感のある仕上り。

オレンジ＊

グレージュ

カードポケット
（1つ）
付き。
カードを収納しても凹凸
が気にならない“フラット
ポケット”採用。

Screen Protector

手帳のように美しく
使いやすい、
スナップ
ボタン留めのベルト
デザイン。

モカ＊

iPad Case

外側・内側両方に、厳選した継ぎ
目のない一枚革を贅沢に使用し
た、
ワンランク上の本革フリップ。

［フリップ ］
Cable / Adapter

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-LCDI 3,840 円

本革を使用しながらも、
スリムなシ
ルエットのフリップケース。
カード
を収納できる4つのポケット付き。
ブラック

ブラウン

レッド

ピンク

カードポケット
（4つ）付き

itomaki
Battery

リアルレザーの質感が
Audio

日常に上質な印象をプラス

Car Item
Storage
TV Solution
Touch Pen

7

＊印のついているカラーはiPhone 6s/6のみの展開です。

8

iPhone 6s/6

iPhone Case

EQUAL mirror ﬂip

［フリップ］

バックライトONで画面が確認でき
る、
ミラー調のメタリック感が美し
いジャストフィット設計のフリップ。
カードを1枚収納可能
ブラック

Screen Protector

EQUAL Privacy
iPhone 6s/6

※操作はできません。

ブルー

［フリップ］
SB-IA10-FPPF 5,640 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-FPPF 6,000 円

360度あらゆる角度からの覗き
見を防止するスクリーン一体型。
フリップを開けばクリアな画面。

iPad Case

バックライトがON
になると透 けて見
えるため、フリップ
を開かずに画面の
確認が可能。

SB-IA12-FPPN 4,920 円

ブラック

グレー

フリップを閉じれば360度覗き見防止。
フリップを
閉じたまま画面操作ができます。

Cable / Adapter

※液晶保護ガラス/フィルムとの併用はできません。

全面カーボン調の上質な質感

itomaki
Battery

機能美を追求した
スタイリッシュデザイン

Audio
Car Item
Storage
TV Solution
Touch Pen
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iPhone Case
iPad Case
Screen Protector
Cable / Adapter

そのままの美しさを楽しむ
究極の一体感

itomaki
Battery

EQUAL ultrathin
iPhone 6s/6

［ハード］

SB-IA12-HCSM 2,640円

EQUAL wrap
iPhone 6s/6

クリア

クリアブラック クリアゴールド

Car Item

※1 表面コートを除いた数値

Audio

ケースの取り外しがし
やすいよう、三つ角に
スリットを入れたこだ
わりの設計。表面は細
かなキズを防ぐ防キズ
コーティング加工。

限界域の薄さ0.4mm※1、わずか
6g。
まるで何もつけていないような
フィット感の超極薄ハードケース。

［ハード+ソフト］

SB-IA10-CBDC 3,480円
Storage

異素材のコントラストが美しい2層
構造の3Dメッシュ。手へのフィット
感とグリップ性を追求したデザイン。
クリア

ブルー

レッド

パープル

ピンク

イエロー

2層構造の
3Dメッシュ

TV Solution

[ Quality]

ブラック

大切な一瞬を逃さないために
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Touch Pen

フラッシュの光がカメラホール
の縁に反射するのを防ぐため、
す
べてのケースにフラッシュ感 光
対策を施しています。
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iPhone Case

EQUAL stand
iPhone 6s/6

［ハード+ソフト］
SB-IA10-CBSD 3,720 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-CBSD 3,960 円

ホワイト

ブラック

EQUAL fold

レッド

パープル＊

ピンク＊

イエロー＊

ネイビーブルー

レッド

マルーン

キャメルカラー

ストラップホール付き

［フリップ］

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-LCFB 3,840円

グレー

ブラック

Cable / Adapter

フリップを三角に折りたたみ２種
類の角度で立てられる、使い勝手
の良いフリップケース。
ホワイト

ゴールド＊

Screen Protector

コーナーを折り返して
スタンドに変形

ブルー

iPad Case

コーナーを折り返すとスタンドに
なり、簡単にケースの取り外しも
できるスリムな耐衝撃ケース。

2種類のスタンド角度

itomaki
Battery

折り返すだけでスタンドになり
いつでも動画を楽しめる

Audio
Car Item

繊細な操作感を追求

TV Solution

ケースの上からでもボタンを確実に操
作できるよう、ケースとボタンの隙間を
高い精度で最適に調整しています。

Storage

[ Quality]

〈ボタン部断面図〉

ケースのボタン
Touch Pen

端末のボタン
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＊印のついているカラーはiPhone 6s/6のみの展開です。
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iPhone Case

フィンガー
リングケース
iPhone 6s/6

［ハード＋ソフト］
SB-IA12-CBRG 3,720円

ブラック

ネイビー

ピンク

グレー

ブラック＊

ブルー＊

レッド＊

リングを固定して横置きスタンドに。

Screen Protector

ラバーケース

ホワイト

iPad Case

格納可能な落下防止フィンガー
リング付き耐衝撃ケース。立て掛
ければスタンドとしても機能。

［ハード］

iPhone 6s/6

SB-IA10-HCRB 2,280 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-HCRB 2,520 円

フリップケース
iPhone 6s/6

ゴールド

シルバー

［フリップ］

カードポケット
（1つ）
付き

ブラウン ネイビーブルー

［フリップ］

SB-IA10-FPFC 3,960 円

グレー・
ベージュ・
ブルー・
ヘリンボーン ヘリンボーン ヘリンボーン

グレー・
チェック

ボルドー・
チェック

［フリップ］

Car Item

スタンドフリップケース

カードポケット
（1つ）
付き。
カードを収納しても凹凸
が気にならない“フラット
ポケット”採用。

Audio

スコットランド産の羊毛を手織り
した「ハリスツイード」を使用。
マ
イクロファイバーが画面を保護。

SB-IA12-SDFB 3,600 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA13-SDFB 4,200 円

ホールド感を高める

iPhoneのフォルムに即したジャス
トフィット設計の機能的ケース。
水に強いポリウレタン素材。

ブラック

チャコール＊

ネイビー

ターコイズ

防水ケース
iPhone 6s専用

［前面カバー＋背面カバー］
SB-IA12-LPSA 8,400 円
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防水性能とスリムな
フォルムを両立

ゴールド

シルバー

型押し

カードポケット
（1つ）
付き。
カードを収納しても凹凸
が気にならない“フラット
ポケット”採用。

※1: IP68とは、防塵規格IP6Xと防水規格IPX8をそれぞれ表してい
ます。
IP6Xとは、
細かい粉
（タルクパウダー）
が舞う密室の中で、
製品内の圧力を2kPa下げた状態で8時間放置し、
細かい粉が内
部に侵入しないものです。
IPX8とは、
常温で水道水、
かつ静水の
水深1mの水中に60分間没しても、有害な影響を生じる量の水
が内部に浸入しないものです。
※2: 米軍MIL規格とは、
米軍の軍用規格MIL-STD-810G Method
516.6-Shockのことで、
高さ1.22mから26回の落下に対して本
ケースおよびiPhoneに破損がないことを確認しています。
※ 液晶保護ガラス/フィルムやホームボタンシールとの併用はで
きません。

＊印のついているカラーは iPhone 6s/6のみの展開です。

Touch Pen

防水・防塵の国際規格IP68※1と
米軍MIL規格※2に準拠した耐衝
撃性を備えた極薄ケース。
Touch
ID
（指紋認証）
対応。

ピンク

TV Solution

iPhone取り付け部の
フレーム構造により、
スムーズにスタンド
に変形。
ケースの取り
外しも簡単。

レッド

Storage

リングデザイン

Battery

ファブリック
フリップケース

itomaki

ブラック

iPhone 6s/6

ピンクゴールド＊

SB-IA10-LCWF 3,480 円

ボタンを操作しやすく通話時も
スマートな縦開きフリップ。使う
ほどに手になじむ本革を使用。

iPhone 6s/6

パープル＊

Cable / Adapter

ラバーコーティング加工による、なめ
らかで心地よい手触り。ベルベット
のような鈍い光沢が美しいケース。
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iPhone Case
iPad Case
Screen Protector

美しさと強さにこだわった
素材使い

iPhone 6s/6

［ソフト］

Cable / Adapter

ジュエルカラーケース

SB-IA10-SCTP 2,040 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-SCTP 2,280 円

しなやかで弾力性が高く、衝撃を
和らげるTPU素材。
内側にジュエ
ルカットを施した透明ケース。

iPhone 6s/6

クリアブラック クリアブルー＊ クリアグリーン＊ クリアパープル＊ クリアピンク

クリアロゼ＊ クリアゴールド

ストラップ
ホール付き

itomaki

ジュエルカラーケース
クリアラメ

クリア

［ソフト］

SB-IA10-SCGT 2,280 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-SCGT 2,520 円

iPhone 6s/6

パープル

ピンク

ホワイト

ブラック

ネイビー

ミント

レッド

マゼンタ

ピンク

滑りにくい
ボーダーデザイン

クリア

ブラック

ブルー

レッド

パープル

ピンク

イエロー

凹凸のある
モザイクパターン

［ハード＋ソフト］
SB-IA12-HCSL 3,000 円

［ソフト］

Storage

シリコーンケース

Car Item

ハードケースを柔らかなシリコー
ンで包み、内側をマイクロファイ
バーで覆った3層レイヤー構造。

iPhone 6s/6

ストラップ
ホール付き

クリア

Audio

シリコーン
ハードケース

きらめく多色ラメ

Battery

上品な小粒の多色ラメが、
角度に
よってさまざまな色にきらめく、
TPU素材の透明ケース。

SB-IA10-SCSL 2,040 円

TV Solution

凹凸のあるモザイクパターンは滑
り止めとしても機能。
ホコリの付き
にくい特殊コーティング仕上げ。

[ Quality]

ストラップホールは、5kgの引っ張りに
も耐えうる強度測定試験を行い、高い
耐久性と安全性を検証しています。
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＊印のついているカラーは iPhone 6s/6のみの展開です。

Touch Pen

“壊れにくい”という安心
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iPhone Case
iPad Case
Screen Protector
Cable / Adapter
itomaki
Battery

iPad Case

Smart Keyboard

ケース

SB-ID09-SVSD 6,480円

こだわりを感じさせる

※
「Smart Keyboard」
「Apple Pencil」
は同梱されて
いません。

ホルダーケース
for iPad Air 2

2種類のスタンド角度※1

ネイビー

ケースの一部を折り紙の
ように折りたたむとスタン
ドに変形。
※1 iPad Proは必ず横置き
で使用してください。

iPad Pro
Apple Pencil

キーボードとペンも収納可能

Storage

ホルダーケース
for iPad mini 4

SB-ID07-LCTC 5,040円

カバーの開閉でスリープ機能を
ON/OFF。カバーを三角に折り
たたむと2WAYスタンドに。

SB-ID08-LCTC 4,440円

ブラック

レッド

キャメルカラー

カバーの開閉でスリープ機能をON/
OFF。
カバーを三角に折りたたむと
2WAYスタンドに。

2種類のスタンド角度
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キャメルカラー

2種類のスタンド角度

SB-ID08-FPSM 4,200円

2つの角度で固定が可能
ブラック

ブラウン

カード/名刺ポケット
（2つ）付き

ペンホルダー付き

上質な手帳を思わせるベルトデザイ
ン。軽くて丈夫なレザー調のスタンド
機能付きケース。
ブラック

キャメルカラー

2種類のスタンド角度

背面はベルト留め

ベルト部

Touch Pen

※スリープ機能には対応していません。

レッド

スリムホルダーケース
for iPad mini 4

SB-ID07-LCDI 4,800円

軽くて丈夫な、高級感のあるレザー調
のスタンド機能付きケース。カード/
名刺ポケット&ペンホルダー付き。

ブラック

TV Solution

ブックスタイルケース
レザータッチ for iPad Air 2

Car Item

「 S m a r t Ke y b o a rd 」と「 A p p l e
Pencil」も収納できる、マチがなく、
厚みを抑えた薄型スリーブケース。

快適機能と上質なデザイン

Audio

スタンドスリーブケース
for iPad Pro
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iPhone Case

Screen Protector

iPad Case

機能素材が衝撃やキズから
液晶画面を保護

Screen Protector

液晶保護ガラス

iPhone 6s/6

itomaki

フルカバー 液晶保護ガラス
for iPhone

Cable / Adapter

ガラスならではの光沢と高い透明度で、画面そのままの色鮮やかさ。
操作性が良く、指紋や汚れが落ちやすい快適な使用感。
キズに強い硬度9HのGorilla GLASS（ゴリラガラス）
を採用し、
飛散防止加工で高い安全性を実現。

SB-IA10-PFGA 4,440 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-PFGA 4,800 円

サポートシール

ホワイト

ブラック

Battery

iPhoneの液晶画面端の曲面部
分まで全面をガード。92%以上の
透過率。
付き

Audio

ケースをつけた際も
収まりが良く、高い
一体感を実現。

極薄液晶保護ガラス
for iPhone
SB-IA10-PFGA/SM 3,720円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-PFGA/SM 3,960円

ガラス厚 0 . 2 m mの極 薄 高 硬 度
Gorilla GLASSを採用。極薄なが
ら硬度9Hで、
90%以上の透過率。
付き

TV Solution

サポートシール

Storage

サポートシール

Car Item

iPhone 6s/6

ぴったりキレイに貼り付け。
Touch Pen

位置決めしたら、
サポートシールで
固定。
ぴったり狙った位置に美しく
貼れます。
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iPhone Case

衝撃吸収保護フィルム
最高水準の耐衝撃性能※１、衝撃吸収率約80%※2を実現した薄さ約0.4mmのフィルム。
指紋や汚れ、
キズがつきにくいハードコート処理で快適な使用感。
※1 当社従来衝撃吸収フィルムの約1.5倍 ※2 当社基準による測定結果

衝撃吸収 反射防止保護フィルム
for iPad Air 2

iPhone 6s/6

SB-ID07-PFSN 3,720円

SB-IA10-PFSG 2,520 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-PFSG 2,640 円

iPad Case

衝撃吸収 高光沢保護フィルム
for iPhone

Screen Protector

対応機種 iPad Air 2、
iPad Air

キリトリセパレーター 採用

キリトリセパレーター 採用

衝撃吸収 反射防止保護フィルム
for iPhone

衝撃吸収 反射防止保護フィルム
for iPad mini 4

iPhone 6s/6

SB-IA10-PFSN 2,520 円

SB-ID08-PFSN 3,360円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-PFSN 2,640 円

キリトリセパレーター 採用

キリトリセパレーター 採用

Cable / Adapter

衝撃吸収 反射防止保護フィルム
for iPhone
（2枚入り）
iPhone 6s/6

SB-IA10-PFSN/2 3,960 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-PFSN/2 4,080円
キリトリセパレーター 採用

itomaki

保護フィルム
映り込みがなく見やすい反射防止、画面に艶と深みを与える高光沢、
ガラス同等の硬度（9H）
と透過率（90%以上）
を誇るガラスコーティングをラインアップ。

鉄球から液晶画面を守った
衝撃吸収力。

反射防止保護フィルム
for iPhone

高光沢保護フィルム
for iPad Air 2

iPhone 6s/6

SB-ID07-PFGL 2,520円

SB-IA10-PFNG 1,800 円

iPhone 6s Plus/6 Plus SB-IA11-PFNG/N 1,920円

Battery

“衝突痕”が物語る

対応機種 iPad Air 2、
iPad Air

キリトリセパレーター 採用

Audio

キリトリセパレーター 採用

ガラスコーティング
液晶保護フィルム for iPad Pro
SB-ID09-PFGC 5,280円
カンタン貼り付けパッケージ 採用

Car Item

130gの鉄球を1.5mから
落下させ耐久性を実証※1。

キリトリセパレーター
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セパレーター

液晶保護フィルム

セパレーター

Touch ID 対応
ホームボタンシール
SB-IP01-HBAS

Touch Pen

※1 当社調べ
※2 当社基準による測定結果

内トレー

セパレーターを剥がして、
内トレーごと対応機種にか
ぶせることで簡単に貼り付
けが可能。

TV Solution

丸いクレーターのような跡は、
高さ1.5mから落下した130gの
鉄球が衝突した“衝突痕”。衝撃
が液晶画面に到達する前にそ
の約80% ※2をフィルムが吸収。
しっかりと画面を保護します。

カンタン貼り付けパッケージ

Storage

1.5m

剥離フィルムに切り込みが
入った“キリトリセパレー
ター”を採用。分割式の剥
離フィルムで、簡単に貼り
付けが可能。

保護フィルム

960円

対応機種 iPhone 5s以降
※Touch ID（指紋認証）使用時は、iPhoneを手に
持って操作してください。

ブラック/シルバー ホワイト/シルバー ホワイト/ゴールド

ピンク/ゴールド

レッド/シルバー
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iPhone Case

Cable / Adapter
耐久力に自信があるから

断線を防止する屈曲耐久力8倍※

強さと美しさ

※当社従来品と比較
Made for iPhone / iPad 取得

断線防止カバー

SB-CA41-APTH 2,400円

4芯ケーブルと強化繊維ケブラーを4層構
造で包み込み、
高い耐久性を実現。
安心の
２年保証付き。

シルバー

ブラック
※ケブラー は米国デュポン社の登録商標です。

itomaki

［インターフェース］Apple Lightningコネクタ、
USB
（Type-A）
コネクタ［ケーブル長］約1.2m

Cable / Adapter

Tough Cable
with Lightning Connector

Screen Protector

曲げに強い4層構造のケーブルを採用。
負荷が集中するコネクタつけ根部分は、
断線防止カバーにより屈曲試験で従来
品の8倍※の耐久力を実証。

iPad Case

2年保証。

安心して使える

対応機種 iPhone 5以降、
iPad Pro、iPad Air以降、

iPad 4th、iPad mini以降

購入日より２年保証。
（保証書付き）

Battery

Made for iPhone / iPad 取得

Audio

巻き取り式 USB Cable
with Lightning Connector
SB-CA35-APMT 2,640円
ホワイト

ブラック

Car Item

ケーブルが絡まらずスマートに携帯でき
る巻き取り式。
コネクタ部をマグネットで
ぴったり収納できるコンパクトデザイン。
［インターフェース］Apple Lightningコネクタ、USB
（Type-A）
コネクタ［ケーブル長］約0.9m
対応機種 iPhone 5以降、
iPad Pro、iPad Air以降、

iPad 4th、iPad mini以降

Storage

Apple Lightningコネクタ
（左側）
、
USBコネクタ
（右側）
をぴったり収納。

Made for iPhone / iPad 取得

SB-CA34-APLI

TV Solution

USB Color Cable
with Lightning Connector
1,728円

屈曲試験をクリアした、丈夫でしなやか
なケーブルを採用。選べる5色展開。

対応機種 iPhone 5以降、
iPad Pro、iPad Air以降、

iPad 4th、iPad mini以降
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ホワイト

ブラック

ブルー

ピンク

※ケーブルの長さは、
コネクタ部を除いた長さです。 ※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

グリーン

Touch Pen

［インターフェース］Apple Lightningコネクタ、
USB
（Type-A）
コネクタ［ケーブル長］約1.2m
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iPhone Case

■ USB（Type-C）からUSB（Type-A）への変換アダプタ

充電・データ同期を
もっと快適に

iPad Case

ホワイト

ホワイト

ブラック

ホワイト

ブラック

商品名

USB2.0変換アダプタ
0.1m Type-C to Type-A

USB2.0変換アダプタ
0.5m Type-C to Type-A

USB3.1(Gen1)変換アダプタ
0.1m Type-C to Type-A

型番/価格

SB-CA37-CA01 1,580円

SB-CA37-CA05 1,680円

SB-CA38-CA01 2,180円

USB規格

2.0

2.0

3.1
（Gen1）

ケーブルの長さ

約0.1m

約0.5m

約0.1m
Cable / Adapter

［インターフェース］USB(Type-C)コネクタ、USB(Type-A)ポート
対応機種

・USB(Type-C)コネクタ：MacBook
（2015年モデル）
などのUSB(Type-C)
ポートを搭載した機器
・USB(Type-A)ポート：マウスなどのUSB(Type-A)コネクタを有する周
辺機器

USB2.0 Cable 1.2m Type-C to Type-A
SB-CA42-CA12 1,800円
［インターフェース］USB(Type-C)コネクタ、
USB(Type-A)コネクタ
［ケーブル長］
約1.2m

※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

Type-C
コネクタ

Screen Protector

■ USB（Type-C）
とUSB（Type-A）対応機器間で充電・データ同期が可能なケーブル

ブラック

Type-A
ポート

対応機種

itomaki

・USB（Type-C）
コネクタ1 : SoftBank スマートフォン
（USB（Type-C）
ポート搭載機種）
など
・USB（Type-A）
コネクタ2 : USB（Type-A）
ポート付きパソコン、
または、
対応のUSB（Type-A）ACアダプタなど

■ 高い安全性と使いやすさを両立したmicroUSB充電ACアダプタ
約1.2m

※USB PD
（Power Delivery）
には対応していません。

Type-C
コネクタ

Type-A
コネクタ

【SoftBank公式】
スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A
Battery

SB-AC13-HDMU 1,680円
［出力電圧/電流］DC 5.0V/1.0A［インターフェース］microUSB（Type-B)
コネクタ、
電源プラグ［ケーブル長］約1.5m

■ USB（Type-C）対応機器間で充電・データ同期できるケーブル

対応機種 SoftBank スマートフォン
（microUSB
（Type-B)ポート搭載機種)

USB2.0 Cable 1.2m Type-C to Type-C

microUSB
コネクタ

約1.5m

microUSB
コネクタ

約1.0m

micro USB
コネクタ

Audio

約1.5m

SB-CA43-CC12 2,160円
［インターフェース］USB
（Type-C）
コネクタ 2
［ケーブル長］
約1.2m

■ 充電スピード2倍以上※1のACアダプタ

対応機種

※USB PD
（Power Delivery）
には対応していません。

【SoftBank公式】
スマートフォン用 Qualcomm®
Quick Charge™ 2.0対応 ACアダプタ
約1.2m

Type-C
コネクタ

SB-AC12-HDQC 2,640円
[出力電圧/電流］DC 5.0V/1.8A、DC9.0V/1.8A、DC12.0V/1.35A ※接
続する機種により自動で切り替わります。[インターフェース］microUSB
（Type-B）
コネクタ、
電源プラグ［ケーブル長］
約1.5m

Storage

■ 対応のUSB（Type-C to Type-C）
ケーブルと組み合わせることで充電可能

Type-C
コネクタ

Car Item

・USB（Type-C）
コネクタ1 : SoftBank スマートフォン
（USB（Type-C）
ポート搭載機種）
など
・USB（Type-C）
コネクタ2 : USB（Type-C）
ポート付きパソコン、
または、
対応のUSB（Type-C）ACアダプタなど

対応機種 SoftBank スマートフォン
（microUSB(Type-B)ポート搭載機種）

※1 Qualcomm Quick Charge™ 2.0対応機種のみ。
（当社従来品1.0A AC
アダプタ比／理論値）

USB Type-C 充電ACアダプタ
TV Solution

SB-AC16-TCUS 3,240円

■ 使いやすい長さのmicroUSBケーブル

［出力電圧/電流］DC 5.0V/最大3.0A
［インターフェース］USB(Type-C)ポート、電源プラグ
対応機種

SB-CA33-MIUS
Type-C
ポート

1,200円

［インターフェース］
microUSB(Type-B)コネクタ、
USB(Type-A)コネクタ
［ケーブル長］
約1.0m
対応機種 SoftBank スマートフォン

Type-A
コネクタ

※ケーブルの長さは、
コネクタ部を除いた長さです。 ※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

Touch Pen
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microUSB Cable for Smartphones

SoftBank スマートフォン
（USB
（Type-C）
ポート搭載機種）
など

※対応機種を充電するには、
対応のUSB
（Type-C to Type-C）
ケーブルが必要
です。※USB PD
（Power Delivery）
には対応していません。※USB
（Type-C）
ポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他機器の出力コネク
タを挿さないでください。
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iPhone Case

充電という時間を美しく
ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納、持ち運び。
シーンに応じて最適な長さに調節可能。

iPad Case
Screen Protector

USBケーブルと組み合わせるタイプ
※充電に必要なUSBケーブルは同梱されていません。
ホールドバンド

itomaki shin
USB ACアダプタ 1.8A

itomaki shin
USB ACアダプタ 1.0A

USB（Type-A）
ポート

Cable / Adapter

SB-AC15-DPUS 1,920円

SB-AC14-DPUS 1,680円

［出力電圧/電流］DC 5.0V/最大1.8A
［インターフェース］USB
（Type-A）
ポート、電源プラグ

［出力電圧/電流］DC 5.0V/最大1.0A
［インターフェース］USB（Type-A）
ポート、電源プラグ

対応機種 iPhone、
iPad mini、
SoftBank スマートフォン

対応機種 iPhone、
iPad mini、
SoftBank スマートフォン

ケーブルガーター

収納、持ち運び時

itomaki

ACアダプタとケーブルが一体のタイプ
ケーブルの長さ約1.5m

Battery

Made for iPhone 取得

itomaki AC アダプタ
for iPhone
SB-AC08-JSIS

3,720円

対応機種 iPhone 5以降

Audio

［出力電圧/電流］DC 5.0V/1.0A
［インターフェース］Apple Lightning
コネクタ、
電源プラグ
ホワイト

グレー

ブルー

ピンク

グリーン

Lightning
コネクタ

Car Item

Made for iPhone / iPad 取得

itomaki AC アダプタ
for iPhone / iPad

itomaki AC アダプタ
for smartphones

SB-AC09-JSIM 3,960円

SB-AC10-JSSM 2,736円

［出力電圧/電流］DC 5.0V/2.1A
［インターフェース］Apple Lightning
コネクタ、
電源プラグ
Lightning
コネクタ

対応機種 SoftBank スマートフォン
（microUSB(Type-B)ポート搭載機種）

Storage

対応機種 iPhone 5以降、
iPad Pro、
iPad Air以降、iPad 4th、iPad mini以降

［出力電圧/電流］DC 5.0V/1.8A
［インターフェース］microUSB
（Type-B）
コネクタ、
電源プラグ
microUSB
コネクタ

TV Solution

[ Quality]
強く美しいケーブル

Touch Pen

さまざまな素材で屈曲試験を
繰り返し、しなやかでありな
がら破れにくい強さを持った
ケーブルを開発。
※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。
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iPhone Case

Battery

使いやすさと安全性にこだわった
モバイルバッテリー

iPad Case

安全性を究めた設計

USB(Type-A)ポートを２つ備えて

信頼性の高い日本製内蔵電池を採用。

いるので、2台同時充電が可能です。

さらに、
サーモセンサーが内蔵電池の温
度を監視し、万が一の異常な発熱に備え

は、片側が最大2.4Aの出力対応な

て制御ICが充電を制御しています。

ので、iPadの充電もOK。iPhone、
できます。

1

発熱を監視するサーモセンサー

2

厳密に品質管理された日本製内蔵電池

3

異常な電流を遮断する入力遮蔽回路

4

防火壁になる難燃性素材を採用

2

1

3

4

Cable / Adapter

さらにsmart energy box 10000

スマートフォンをつなげば高速充電

Screen Protector

2台同時に充電可能

※写真はイメージです。
itomaki

出張や旅先でも安心の容量
安
容

iPadの充電におすすめ
Battery

バッテリーも一緒に充電
smart energy box 10000のみ

2台同時充電対応

2台同時充電対応

パススルー方式対応

smart energy 6200

smart energy box 10000

的にバッテリー充電に切り替わる

SB-PB01-62U2 6,120円

SB-SE14-U100 7,920円

「パススルー方式」に対応。

iPhone 6s Plus/6 Plus

約3.8回分充電※1
約2回分充電※1

6,200mAh

10,000mAh

DC 5.0V/最大1.8A

DC 5.0V/最大1.8A

〈1.8Aポート〉DC 5.0V/最大1.8A
〈1.0Aポート〉DC 5.0V/最大1.0A

〈ポート1〉パススルー方式対応ポート
＊
DC 5.0V/最大2.4A
（パススルー時：最大1.8A）
〈ポート2〉DC 5.0V/最大1.8A＊
＊ 2ポート同時出力時は合計で最大3.1A出力
USB（Type-A）ポート 2
microUSB（Type-B）ポート

iPhone 4以降

●

●

SoftBank スマートフォン

●

●

iPad mini以降

●

●

iPad Air以降、iPad 1st以降

ー

●

iPad Pro

ー

●

microUSBケーブル

●

●

ACアダプタ

ー

●

※1 100％満充電した本製品でiPhoneを充電した場合の目安です。
ご使用環境により異なります。※iPhone、iPadを充電するには、対応のUSBケー
ブルが必要です。※smart energy box 10000では、2台同時充電は組み合わせによりできない場合があります。
※smart energy 6200は、店舗によって販売開始日が異なる場合があります。
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※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

Touch Pen

USB（Type-A）ポート 2
microUSB（Type-B）ポート

TV Solution

残量確認が可能。

付属品

energy box 10000）
でバッテリーの

約1.3回分充電※1

Storage

（smart energy 6200）
や色（smart

iPhone 6s/6

iPhone 6s Plus/6 Plus

容量

インターフェース
対応機種

インジケーター（ L E D ）の 点 灯 数

約2.2回分充電※1

入力電圧/電流

出力電圧/電流

ひと目でわかる
バッテリー残量表示機能

iPhone 6s/6

Car Item

差しておけば 、充 電 完了後に自動

Audio

iPhone、
iPad、
スマートフォンを充電
する際 、バッテリー 経 由で 電 源 に

32

iPhone Case

Audio

iPad Case

原音の感動を余すことなく再現

Screen Protector

SE-5000HR
SB-EM03-ISSP

8,880円

◯ 澄み渡る高音域と深みある低音域を響かせる

ハイレゾリューション対応イヤホン
インナーイヤー型ヘッドホン部門
（5,000円以上1万円未満）

◯ 金管楽器をモチーフにした音響効果の高いデザイン

Cable / Adapter

◯ 通常音源も高音質で再生可能
◯ マイク付きリモコンで、
楽曲再生中の着信応答／

通話終了に対応
[製品構成] 本体 1、
イヤーピース
（XS・S・L）
（Mは装着） 1、
ポーチ 1
[ドライバーユニット] ダイナミック型φ8.0mm［再生周波数帯域］5Hz
〜45kHz [インピーダンス]12Ω 15％
対応機種 3.5mmミニジャックを搭載したiPhoneや、
Android™搭載
のスマートフォンなど

ボタン

カッパー

マイク付きリモコン

ブラック

ハイレゾ（High Resolution）音源とは

ドライバーユニットの構造と配置を最適化
バックキャビティー（空間）
を確保し自然で奥行のある
低音域の実現

CDの約6.5倍※1の情報量があるハイレゾ音源は、
原音により近い空気感や臨場感を再現。
※1 192kHz/24bitの場合

CD音源

ドライバーユニット

Battery

ボイスコイルを振動板に直結。
伝達ロスとノイズを軽減し、
ロスとノイズを軽減し、
のびやかな高音域を実現。
やかな高音域を実現。

ゴールド

itomaki

※本製品でハイレゾ音源を聴くには、音源、再生機ともにハイレゾ対応で
ある必要があります。

ハイレゾ音源

原音

原音

Audio

ボイスコイル

高音の減衰を抑えるため
ドライバーユニットを最大
限耳口近くに配置

情報量小

情報量大

Car Item

振動板

※グラフはイメージです。

※日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にロゴを冠して推奨しています。
ロゴは登録商標です。

Storage

music piece SE-1000
SB-EM02-ISSP

2,400円

◯ 高磁力ネオジウムマグネットを搭載し、

豊かな低音とクリアな中高音域を再現
アルミニウム切削ボディ
◯ マイク付きリモコンで、
楽曲再生中の着信応答／
通話終了に対応

ブラック

レッド

ピンク

インナーイヤー型
ヘッドホン部門
（5,000円未満）

[製品構成] 本体 1、
イヤーピース
（XS・S・L）
（Mは装着） 1 [ドライバー
ユニット] ダイナミック型φ8.0mm［再生周波数帯域］10Hz〜25kHz
[インピーダンス]13Ω 15％
対応機種 3.5mmミニジャックを搭載したiPhoneや、
Android™搭載
のスマートフォンなど

VGPとは、国内最高権威のオーディオ・ビジュアル・アワードです。

ボタン

ブルー

マイク付きリモコン

※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

Touch Pen

ホワイト

TV Solution

◯ 不要な振動を抑え、
音漏れを低減する
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iPhone Case

ワイヤレスで音楽をもっと自由に

iPad Case

music piece WS52
SB-WS52-SHLW 7,176円

Screen Protector

◯ 約12gの超小型・軽量のコンパクト設計
◯ イヤホンもコントローラーも1本のコードに

すっきり集約
※1

◯ 高音質な音楽が楽しめるaptX®に対応

※2

◯ バッテリー残量をiPhone / iPadに表示

対応機種 iPhone 4s以降、
iPad Pro、
iPad Air以降、
iPad 2以降、
iPad
mini以降、
SoftBank スマートフォン・3G携帯
（Bluetooth®機能搭載）

ブラック

ホワイト

スタビライザー付き

世界的に権威のある
デザイン賞「iFプロダ
クトデザインアワード
2014」
を受賞。

Cable / Adapter

[製品構成] 本体 1、
イヤーピース
（S・L）
（Mは装着） 1、
スタビライ
ザー 1、microUSBケーブル 1 [Bluetooth®規格] Ver 4.0 [通
信距離]約10m (出力:Class2)※［インターフェース］microUSB
（Type-B）ポート [連続通話時間]約5時間※ [連続音楽再生時間]
約5時間※ [連続待受時間]約100時間※ [充電時間]約2.5時間※
※ご使用環境により異なります。

itomaki

music piece WS31
SB-WS31-SBCO 5,184円

◯ ワイヤレスで音楽再生、
音声通話、
ワンセグ視聴
Battery

が可能
※1

◯ 高音質な音楽が楽しめるaptX®に対応

※2

◯ バッテリー残量をiPhone / iPadに表示

◯ クリップタイプで衣服やカバンなどに簡単装着

カッパー

ホワイト

ブラック

ピンク

Car Item

対応機種 iPhone 4以降、
iPad Pro、
iPad Air以降、
iPad 2以降、
iPad
mini以降、
SoftBank スマートフォン・3G携帯
（Bluetooth®機能搭載）

Audio

[製品構成] 本体 1、
イヤホン 1、
イヤーピース（S・L）
（Mは装着）
1、ACアダプタ 1［Bluetooth®規格］Ver 4.0［通信距離］約10m
（出力:Class2）※［連続通話時間］約5時間※［連続音楽再生時間］
約5時間※［連続待受時間］
約160時間※［充電時間］約2時間※
※ご使用環境により異なります。

ワイヤレスモノラルヘッドセット WM31
Storage

SB-WM31-MHLE

3,960円

シルバー

ホワイト

対応機種 iPhone 4s以降、
iPad Pro、
iPad Air以降、
iPad 2以降、

iPad mini以降、
SoftBank スマートフォン・3G携帯
（Bluetooth®
機能搭載）
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※1 接続する対応機種もaptX®に対応している必要があります。 ※2 iPhone、iPad Pro、iPad Air、iPad、iPad miniに対応しています。
※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

ブラック

Touch Pen

［製品構成］本体 1、
イヤーピース(S・L）
（Mは装着) 1、
ACアダプタ
※
1［Bluetooth®規格］Ver4.0［通信距離］約10m（出力:Class2）
［連続通話時間］約8時間※［連続音楽再生時間］約7時間※［連続待
受時間］約100時間※［充電時間］約2.5時間※
※ご使用環境により異なります。

TV Solution

○ 最大連続8時間通話※ができる
スタミナバッテリー搭載
○ノイズリダクション機能でクリアな音声通話が可能
○ 約4cmの超コンパクトサイズ
○ バッテリー残量をiPhone / iPadに表示※2
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iPhone Case
iPad Case
Screen Protector
Cable / Adapter
itomaki
Battery
Audio

360 回転

360 回転

Storage

Car Item
カーライフをもっと便利にスマートに

モバイル用 カーホルダー

SB-CC04-MOST

SB-CC01-MOST

3,120円

※走行中、運転者がスマートフォンなどを手に持って通話したり、ディスプレイを注視することは法律で禁止されています。 ※法律により、運転者、助手席、後部座席のシートベルト

表 面 が 凹 凸 加 工 のダッシュボ ードにも、吸 盤と
取り付けプレートで簡単に設置固定。
画面を見やすい
角度に調整&固定も可能。
対応機種 幅50〜80mm、
重さ200g以下のiPhoneやスマートフォン

など
※回転、角度調整が可能

iPad用 カーホルダー（後部座席タイプ）
SB-CC02-MORE

4,944円

運転席/助手席のヘッドレストにiPadを固定すれば、
後部座席がミニシアターに。工具などが一切必要な
しの簡単取り付け。
対応機種 iPad Air以降、
iPad 1st以降

Touch Pen

対応機種 幅40〜86mm、
厚み15mm以下、重さ200g以下のスマー
トフォンなど

※回転、角度調整、首振り調整が可能

1,728円

TV Solution

大画面スマートフォン対応 カーホルダー

片手で簡単着脱できる、
ワンプッシュリリースボタン
付き。走行中にアームの角度が変わらないジョイント
ロック機構搭載。
ダッシュボードへの取り付けも簡単。
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Car Item

360 回転

※回転、角度調整、首振り調整が可能

の着用が義務化されています。 ※写真はイメージです。 ※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。
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iPhone Case

Made for iPhone 取得
ヘッドセット専用
USB充電
クレードル

iPad Case

カーソケット
に差込み
DCアダプタ

ワイヤレスモノラルヘッドセット WM52

FMトランスミッター for iPhone
SB-TM04-TRIO

充電中もBluetooth接続が切れずに待ち受けでき、車以外でも
充電可能。スマートフォン２台同時充電できるDCアダプタ付き。

音楽をFM電波でカーオーディオに飛ばして再生。
音楽を聴きながらiPhoneの充電が可能。

［Bluetooth®規格］Ver4.0［通信距離］約10m（出力：Class2）※［インターフェース］ク
レードル専用充電コネクタ［連続通話時間］約3.5時間※［連続音楽再生時間］約3時間※
［連続待受時間］約200時間※［充電時間］約2.5時間※ ※ご使用環境により異なります。
対応機種 iPhone 4s以降、
iPad Pro、
iPad Air以降、
iPad 2以降、
iPad mini

［出力電圧/電流］DC 5.0V/最大1.0A［インターフェース］カーソケットプラ
グ、Apple Lightningコネクタ
対応機種 iPhone 5以降

Cable / Adapter

以降、
SoftBank スマートフォン・3G携帯電話
（Bluetooth®搭載機種）

2,400円

Screen Protector

SB-WM52-DCMB 7,200円

※結束バンド付き

※DCアダプタで充電できるのはSoftBank スマートフォンのみです。iPhone、3G携
帯電話の充電には対応していません。※充電には対応のUSBケーブルが必要です。

Made for iPhone 取得

itomaki

iPhone用 車載DCアダプタ

SB-TM03-TRSP

SB-DC02-IOST

2,520円

音楽をFM電波でカーオーディオに飛ばして再生。
iPhone、
スマートフォンの充電ができるUSBポート付き。

収納しやすいカールコード。
12V、
24V車に対応。
［出力電圧/電流］DC 5.0V/1.0A
［インターフェース］
カーソケットプラグ、Apple Lightningコネクタ
対応機種 iPhone 5以降

Audio

［出力電圧/電流］DC 5.0V/最大1.0A［インターフェース］カーソケットプラグ、
3.5mmステレオミニプラグ、
USB
（Type-A）
ポート

1.0A

1,440円

Battery

FMトランスミッター（ステレオミニプラグ）

対応機種 3.5mmステレオミニジャック搭載機種
（iPhone/iPad、
SoftBank
スマートフォンなど）

Car Item

※iPadの充電はできません。※充電には対応のUSBケーブルが必要です。
※結束バンド付き

Made for iPhone / iPad 取得

Storage

iPhone/iPad用 車載DCアダプタ 3.4A
SB-DC06-IOST

カーオーディオで楽しもう

3.4A

3,120円

iPhone、
iPadを同時※に充電できるUSBポート付き。

SB-DC05-SPST

3.6A（1.8+1.8）

2,640円

スマートフォンを2台同時※に充電できるUSBポート付き。
［出力電 圧 / 電 流 ］ m i c ro U S B（ Ty p e - B ）コネクタ：D C 5 . 0 V / 1 . 8 A 、
USB(Type-A)ポート：DC 5.0V/1.8A［インターフェース］カーソケットプラ
グ、
microUSB(Type-B)コネクタ、
USB(Type-A)ポート

対応機種 iPhone 5以降、
iPad Pro、
iPad Air以降、
iPad 4th、
iPad mini以降
対応機種 SoftBank スマートフォン
（microUSB(Type-B)ポート搭載機種）

※2台同時に充電する場合は、対応のUSBケーブルが必要です。
※結束バンド付き
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Touch Pen

［出力電圧/電流］DC 5.0V/最大3.4A
（2口合計）
［インターフェース］カーソ
ケットプラグ、
Apple Lightningコネクタ、
USB
（Type-A）
ポート

スマートフォン用 車載DCアダプタ 1.8A

TV Solution

お気に入りの曲を

※2台同時に充電する場合は、対応のUSBケーブルが必要です。

※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

40

iPhone Case

Storage

スマートフォンの容量不足を解決

iPad Case
Screen Protector

WiW
Wi
i Fi
Fi

Cable / Adapter
itomaki

ワイヤレスSDカードリーダー&ライター

対応機種 iOS 6.1以上、
Android 4.0以上

※ iOSでは音楽、文書のバックアップはできま
せん。対応ファイル形式はOSのバージョンに
依存します。

※1 カメラロール/アルバムと、連絡先に保存されたデータ。 ※2 一
部の機種ではファイルのバックアップ、閲覧/再生に対応していない
場合があります。※3 一部スマートフォンのみ対応。
※SDカードは同梱されていません。

［製品構成］本体 1、
SD変換アダプタ 1、
カードケース 1

○ CLASS

10、
UHSスピードクラス1に対応
○ 防水（JIS防水保護等級 7：IPX7※1）
：水深1mの海水
または淡水で最大72時間の耐久性
○ 耐温度：25℃〜85℃の温度でも作動する耐久性
○ 耐X線：空港のX線検査からもデータを保護

SD変換アダプタ付き

※1 常温で水道水、かつ静水の水深1m
の水中に30分間没しても、有害な影
響を生じる量の水が内部に浸入しな
いものです。
※ 同梱のSD変換アダプタは防水仕様で
はありません。

Storage

SDカード R&W
（専用無料アプリ）

ラインアップ

SDカードを使えばバックアップはもちろん、新機種へのデータ移行も簡単です。

動画

音楽

SD
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文書

SD
機種変更した際にも便利。
古い機種から
SDカードを介して、
新しい機種にデータを移行。

32GB

64GB

128GB

200GB

microSDHCカード

microSDXCカード

microSDXCカード

microSDXCカード

型番

SB-SD12-16GMC

SB-SD13-32GMC

SB-SD14-64GMC

SB-SD15-128GMC

SB-SD19-200GMC

価格

5,400円

10,080円

17,280円

36,000円

42,960円

写真

1200万画素
ファイルサイズ4MB※1

約3,600枚

約7,200枚

約14,400枚

約28,800枚

約45,000枚

動画撮影
可能時間

フルHD動画
1920 1080ピクセル30fps※1

約2時間

約4時間

約8時間

約16時間

約25時間

約4,000曲

約8,000曲

約16,000曲

約32,000曲

約50,000曲

音楽曲数

AAC128Kbps

※1

※1 ファイルサイズ、画素数、保存形式はあくまで目安です。お使いの機器や使用状況により異なります。
※数値はおおよその目安です。撮影時の解像度、撮影内容、
ファイルサイズ、圧縮率、ビットレート、ホスト機器などによって異なります。

※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。

Touch Pen

スマートフォンの容量が足りなくなったら、
SDカードにデータを移して容量確保・バックアップ。

連絡先

16GB
microSDHCカード

TV Solution

写真

Car Item

※2
、
動画や音楽の再生※2
○ 名刺サイズのスリムコンパクトボディで
持ち運びに便利
※3
○ NFC対応スマートフォンの簡単接続

○ SDカードに移動した写真の閲覧

microSDHC / microSDXCメモリーカード
○ 写真、
動画、音楽データの保存に最適

Audio

[製品構成］本体 1、充電用microUSBケーブ
ル 1［インターフェース］SDカードスロット、
microUSB(Type-B)ポート［連続使用時間］
約1時間40分※［充電時間］約2時間30分※
※ご使用環境により異なります。

SB-WR02-WICR 9,840円

Battery

防水※1、耐温度、耐X線仕様で
安心のmicroSDカード

iPhone/iPad、
スマートフォンのデータを
ワイヤレスで簡単バックアップ※1
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iPhone Case
iPad Case
Screen Protector
Cable / Adapter
itomaki
Battery

Touch Pen

いつでもどこでもテレビを自由に

操作をさらに快適に
Audio

TV Solution

Wi-Fi

iPhone/ iPadで
フルセグを楽しめる！

裏返して
挿入
ポケットフルセグ
（専用無料アプリ）

iPhone 6s/6で約0.5回分（理論値）の充電が可能※2

録画対応テレビチューナー

※2 iPhoneの充電には、対応のUSBケーブルが必要です。iPadへの充電に
は対応していません。バッテリーはテレビチューナーと共用です。

◯ iPhone/iPadで高画質の地上デジタル放送を

楽しめる
◯ 直感的に使える専用アプリ(無料)で簡単操作、

快適テレビ視聴
※1

◯ 電波状況が悪いエリアでは、
フルセグ⇔ワンセグを

自動切り替え
◯「ながら見モード」
でテレビとネットを1画面に表示
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1,728円

◯ ペン先の導電繊維により、
なめらかな書き味
◯ 画面とペン先が見やすい、
直径6mmの細いペン先
◯ 耐久性に優れ、
摩擦や汚れからペン先を保護
［製品構成］本体 1、
キャップ 1
［外形寸法］約130.0（L） φ9.4（ペン先φ6.0）mm ※キャップ装着時
対応機種 iPhone、
iPad Pro、
iPad Air、
iPad、
iPad mini、
SoftBank
スマートフォン、
タブレット
（静電容量方式）

ブラック

シルバー

Touch Pen

◯ リアルタイム録画はもちろん、
予約録画にも対応

[製品構成] 本体 1、microUSBケーブル 1、miniB-CASカード(使用
許諾契約書) 1 [出力電圧/電流]DC 5.0V/最大1.0A [インターフェー
ス]地上デジタル用アンテナ端子(3.5mmミニジャック)、miniB-CAS
カード挿入口、microSDメモリーカード挿入口、USB(Type-A)ポー
ト、microUSB(Type-B)ポート [受信放送]地上デジタルテレビ放送
(ISDB-T)［連続視聴時間］
フルセグ：約2時間※3、
ワンセグ：約2.5時間※3
※iPhone/iPadをAC電源に接続しながら視聴した場合、
約8時間※3視聴可
※3
能［本体充電時間］
約3時間 ※3 ご使用環境により異なります。

SB-TP03-LGSE

TV Solution

SB-TV05-FSBA 13,104円

touch pen super smooth

Storage

モバイルバッテリー
としても使える！

Car Item

地デジ

対応機種 iPhone 5以降、
iPad Pro、iPad Air以降、iPad 4th、iPad
mini 2以降

※1 録画にはmicroSD/SDHC/SDXCメモリーカード
（別売）が必要です。

※最新の対応機種、詳細は http://www.softbankselection.jp/ でご確認ください。
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毎日使うものだから、 品 質で選びたい。

大切なスマートフォンは２年間は使いたいもの。その間、
毎日手 にするからこそ、価 値あるスマートフォンアクセ
サリーをお届けしたい。
SoftBank SELECTIONでは、お客様に安心してお使い
いただくため、独自で1 0 0を超える検 査や試 験を用意 。
各製品ごとに、必要な検査や試験をクリアしたものだけを
商品化しています。
すべての人とモバイルの関わりが、
より上質なものになる
ことを願って、安全性と快適性を追求した美しく機能的な
製品を提案しつづけます。

○SoftBankおよびソフトバンクの名称、
ロゴは、
日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
○TM and 2016 Apple Inc. All rights reserved. Apple、
Appleのロゴ、iPhone、
iPadはApple Inc.の登録商標です。
○iPhone商標は、
アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
○
「Made for iPhone」
「Made for iPhone / iPad」
とは、
それぞれiPhone、iPad専用に接続するよう設計され、
アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパ
によって認定された電子アクセサリであることを示します。
アップルは、
本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
○Androidは、
Google Inc.の商標または登録商標です。
○Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
○本カタログに掲載のiPhone、iPad、
スマートフォンは製品には含まれておりません。
○その他カタログに記載されている会社名および製品・サービス名等は各社の登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、
Ⓡマークは一部明記しておりません。
○本カタログに掲載した製品の仕様・性能・デザイン・カラー等は、
予告なく変更する場合があります。
○本カタログの商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
○本カタログの写真およびディスプレイ画面はイメージです。
○本カタログの掲載商品は、店舗によってお取り扱いしていない場合があります。
○本カタログからの無断転記・無断複写などは固く禁じます。
○記載価格は、SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格
（税込）
です。
○本カタログに掲載されている内容は、2016年2月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

©

ソフトバンクセレクションお客様窓口

FREE

0800 - 111 - 2247（携帯電話・PHSでもご利用いただけます）

10：00〜19：00（年末年始や特定休業日は除く）
● お掛けの際は、番号をお確かめのうえ、
お間違いのないようご注意ください。

ホームページ

http://www.softbankselection.jp/
ソフトバンクセレクション

お問い合わせ
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検索

