


素材系アイテム

PC（ポリカーボネート）ハードケース角丸

《品番表》 
機種名↓ カラー →

iPhone XR

iPhone 5/5s/SE

iPhone 5c

iPhone 6 Plus/6s Plus

iPhone 7 Plus/8 Plus

iPhone X

iPhone 6/6s

iPhone 7/8

iPhone 6/6s /7/8（兼用）

iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus（兼用）

クリア

ip5c-2001cl

ip6-2001cl

ip5-2001cl2

ip7p-2001cl

ip7p-2001wcl

ipxr-2001cl

ip7-2001cl

ip7-2001wcl

ip6p-2001cl

ipx-2001cl

ブラック

ip5c-2001bk

ip6-2001bk

ip5-2001bk2

ip7p-2001bk

ip7p-2001wbk

ipxr-2001bk

ip7-2001bk

ip7-2001wbk

ip6p-2001bk

ipx-2001bk

ホワイト

ip5c-2001wh

ip6-2001wh

ip5-2001wh2

ip7p-2001wh

ip7p-2001wwh

ipxr-2001wh

ip7-2001wh

ip7-2001wwh

ip6p-2001wh

ipx-2001wh

Android各種取り揃えております。 詳細は随時、お問い合わせください。

UVプリント対応のポリカーボネートケース。
装着したまま操作可能、衝撃やキズ・埃を抑制。

《COLOR》  クリア、ブラック、ホワイト

《対応機種》  iPhone5c、iPhone5/5s/SE、 iPhone 6/6s、 
　　　　　  iPhone 6Plus/6sPlus、iPhone 7/8、iPhone7Plus/8Plus、
　　　　      iPhone X、iPhone XR、iPhoneXS Max
                      Android スマホ用各種
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PC（ポリカーボネート）ハードケースフラット

《品番表》 
機種名↓

iPhone 6/6s

iPhone 6 Plus/6s Plus

カラー →

ip6-2001clf

ip6p-2001clf

クリア ブラック

ip6-2001whf

ip6p-2001whf

ホワイト

UVプリント対応のポリカーボネートケース。
印刷・デコ装飾に更に適したフラットタイプ。

《COLOR》  クリア、ホワイト

《対応機種》  iPhone 6/6s、iPhone 6 Plus/6s Plus

iPhone XS Max ipxsm-2001cl ipxsm-2001bk ipxsm-2001wh

各種UVプリンターにて印刷テスト済
Mimaki 社 LH-100インク Mimaki 社 LH-120インク Roland 社 EUVインク



iPhone XR

iPhone XS Max

UVプリントイメージ

UVプリントイメージ

Android各種取り揃えております。 詳細は随時、お問い合わせください。

TPU（熱可塑性ポリウレタン）ソフトケース

《品番表》 
機種名↓

iPhone 5/5s/SE

iPhone 6/6s

カラー →

iPhone 7/8

iPhone 7/8 兼用

iPhone 6Plus/6s Plus

iPhone 7Plus/8 Plus

iPhone X

UVプリント対応のソフトタイプケース。
装着したまま操作可能、衝撃やキズ・埃を抑制。

※マークの商品は内側ドット加工あり。
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《COLOR》  クリア、セミクリア、ブラック、ホワイト

《対応機種》  iPhone5/5s/SE、iPhone 6/6s、7/8、6/6s/7/8( 兼用 )、
　　　　　  iPhone 6Plus/6sPlus、iPhone 7Plus/8Plus、iPhoneX、
　　　　　  Android スマホ用各種

クリア

ip7-2002cl2

ip6-2002cl2

ipx-2002cl2

ipxr-2002cl

ipxsm-2002cl

ipxr-2002bk

ipxsm-2002bk

ipxr-2002wh

ipxsm-2002wh

ip7-2002wcl2

ip6p-2002cl2

ip7p-2002cl2

セミクリア

ip7-2002cl

ip6-2002cl

ip6p-2002cl

ip7p-2002cl

ブラック

ip5-2002bk2

ip7-2002bk

ip6-2002bk

ipx-2002bk

ip7-2002wbk

ip6p-2002bk

ip7p-2002bk

ホワイト

ip5-2002wh2

ip7-2002wh

ip6-2002wh

ipx-2002wh

ip7-2002wwh

ip6p-2002wh

ip7p-2002wh

※

※

※

※

PC（ポリカーボネート）ハードケースラメ

《COLOR》 ゴールド、シルバー
《対応機種》  iPhone6/6s/7/8 兼用

キラキラと輝くラメが目を引くケース。よりPOPでファンシーなオリジナル制作に。

《品番》  ip7-3032wgd、ip7-3032wsv
《素材》 ポリカーボネート（PC）

《COLOR》 ブラック、ホワイト
《対応機種》  iPhone6/6s/7/8 兼用

PU 圧着セミハードケース
高級感があり、手触りのいい PUレザーを外面に使用したケース。

《品番》 ip7-3050wbk、ip7-3050wwh
《素材》 ポリウレタン（PUレザー）他
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強化ガラスに裏から印刷するタイプなので、摩擦によるプリント落ちの心配なし！

背面 PC+側面 TPU素材のバンパーケース。

※PC面に印刷可能

※ガラス面に印刷可能《COLOR / TYPE》 ブラック/角有、角丸
《対応機種》  iPhone7/8、iPhone X

《品番》 ip7-0008、ip7-0009、ipx-0008、ipx-0009
《素材》 背面：PC / 強化ガラス、 側面：TPU

UVプリントイメージ

UVプリントイメージ

《COLOR》 ブラック、ホワイト
《対応機種》  iPhone6/6s/7/8 兼用

《品番》 ip7-0010bk、 ip7-0010wh
《素材》 背面：PC　 側面：TPU

裏打ち強化ガラスバックケース

裏打ちハードバンパー



※PC部分に印刷可能
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UVプリントイメージ

背面の蓋を開くとミラーとカードホルダーが付いたスタンド可能なバックケース。

前面・背面部分に印刷可能な、横開きタイプの手帳型ハードケース。

《COLOR》 ブラック、ホワイト、ピンク
《対応機種》  iPhone7/8  

《品番》 ip7-7500bk、ip7-7500whwh、ip7-7500pkpk
《素材》 背面：PC、 側面：TPU

UVプリントイメージ

《COLOR》 ブラック、ホワイト
《対応機種》  iPhone7/8

《品番》 ip7-0006pbk、 ip7-0006pwh
《素材》 背面：PC、 側面：TPU 　裏生地：PVC

ミラー＆カードホルダー付バックケース

手帳型ハードケース



接着イメージ
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PUレザー手帳型ケース（iPhone用）

ケース接着用両面シール（iPhone用／透明タイプ）

UVプリント対応の二つ折りケース。装着したまま操作可能、衝撃やキズ・埃を抑制。

強力なシールで PCケースを簡単・しっかり接着。スタンドタイプ手帳型ケース対応。

1シート10枚入り

《COLOR》  ホワイト
《対応機種》  iPhone 5/5s/SE、iPhone 6/6s、iPhone 7/8、iPhone 6/6s/7/8 兼用、
　　　　　  iPhone X、iPhone XR、iPhone XS Max
《品番》 ip5-0002wh、ip6-0002wh、ip7-0002wh、ip7-0002wwh、ipx-0003wh、ipxr-0002wh、ipxsm-0002wh  
《素材》 ポリウレタン（PUレザー）

※iPhone 本体・ストラップは付いていません。※iPhone 本体を装着する内側ケースが別途必要となります。（P1~P2）

【外側】

マグネット内蔵ストラップホール

カードポケット×2カメラ用穴

UVプリント
イメージ

動画視聴に
便利なスタンドタイプ

受話口 【内側】

《対応機種》  iPhone 6/6s/7/8 兼用、iPhone X
《品番》  ip7-0001-wwsl、ipx-0001-sl



ハンドメイドイメージ

6

スライドパーツ（単品・粘着シート強弱 2種類付き）
ハンドメイドや店舗販売をする方におすすめ！ これがあれば、カメラ穴の心配なし！

PUレザー手帳型ケース（マルチサイズ・スライド）
S/M/L/LL/LLsサイズ展開で95％以上のスマホに対応。粘着シートも強弱２種類付属。

《対応機種》   Ｓサイズ  （136×166）縦 134×横 67×厚10ｍｍ以下の機種 (iPhone5/5s/SE・Xperia Z5Compact・Xperia A4・AQUOS SERIE mini など )
Ｍサイズ  （145×175）縦 142×横 71×厚10ｍｍ以下の機種 (iPhone6/6s/7/8/X・Galaxy feel・AQUOS ever・らくらくスマートフォンなど）

 Ｌサイズ  （153×188）縦 150×横 77×厚10ｍｍ以下の機種 (AQUOS sense ・Xperia Z5/XZ・P9 lite Premium・Galaxy S7 edge/S8 など）

LLサイズ  （168×209）縦 164×横 87×厚10ｍｍ以下の機種 (iPhone6Plus/6sPlus/7Plus/8Plus・Mate 9 ・Arrows NXなど）

LLsサイズ（163×186）縦 162×横 78×厚10ｍｍ以下の機種 (iPhone6Plus/6sPlus/7Plus/8Plus・Galaxy note8/S9+・Xperia XZ Premiumなど）

《COLOR》  ホワイト
《品番》 Sサイズqms-0000s、Mサイズqms-0000m、Ｌサイズqms-0000l 、LLサイズqms-0000ll、LLslimサイズqms-0000lls  
《素材》  ポリウレタン（PUレザー）

《COLOR》  ブラック、ホワイト　《サイズ》  縦 104×横 54×厚 3.5mm
《品番》 ブラックms-bk、ホワイトms-wh　《素材》 ABS

※スマートフォン本体・ストラップは付いていません。

【内側】 カメラ穴がないので、デザイン楽々スライドパーツ（粘着シート付き） 【外側】

マグネット内蔵

撮影時は
スライドアップ

ストラップホール

UVプリント
イメージ

動画視聴に
便利なスタンドタイプ

デフォルトの粘着シートで装着できないXperia Zシリーズなどの機種を
貼り付ける場合は、黒色の粘着シートをご使用ください。



81mm

68
mm

粘着シート
PC板
ボール芯
（任意推奨）お好みの素材（作成サイズ目安は下記参照）

（右端縫込み） （中央縫込み）

【断面図】

接着 縫込み

35.75
mm

48
mm

40
mm

54mm

7

ベロパーツ用土台（単品・粘着シート強弱 2種類付き）
ベロタイプマルチケースをオリジナルで作りたい方に。

デフォルトの粘着シートで装着できないXperia Zシリーズなどの機種
を貼り付ける場合は、黒色の粘着シートをご使用ください。

《COLOR》  ライトグレー
《品番》  ms-wh2　

《サイズ》  PC板：48×横 61×厚1.5mm
《素材》  ABS

《対応機種》   Mサイズ（145×178）縦 142×横 71×厚 10ｍｍ以下の機種 (iPhone6/6s/7・Galaxy feel・AQUOS ever・P8 lite など）
 L サイズ（153×190）縦 150×横 77×厚 10ｍｍ以下の機種 (AQUOS sense ・Xperia Z4/Z5/XZ1・HUAWEI P9 lite・Galaxy S7 edge など）

《COLOR》  ホワイト
《品番》  中央ベロタイプ    Ｍサイズ qms-0001m、Ｌサイズ qms-0001l
　　　    サイドベロタイプ Ｍサイズ qms-0002m、Ｌサイズ qms-0002l

《素材》  ポリウレタン（PUレザー）

PUレザー手帳型ケース（マルチサイズ・中央ベロ／サイドベロ）
M/L サイズ展開。カードポケット付属。

カードポケット
×1

ストラップホール

右側に粘着ベロつき

撮影時イメージ

サイドベロタイプ
カードポケット
×1

ストラップホール

中央に粘着ベロつき

撮影時イメージ

中央ベロタイプ

※スマートフォン本体・ストラップは付いていません。
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UVプリント対応のなめらかな羊革を使用した二つ折りケース。iPhone 用。

《対応機種》   Mサイズ（145×175）縦 142×横 71×厚 10ｍｍ以下の機種 (iPhone6/6s/7/8・Galaxy feel・AQUOS ever・P8 lite など）
 L サイズ（154×186）縦 150×横 77×厚 10ｍｍ以下の機種 (AQUOS sense ・Xperia Z4/Z5/XZ1・HUAWEI P9 lite・Galaxy S7 edge など）

《COLOR》  ホワイト
《品番》 Mサイズqms-0005m、Ｌサイズqms-0005l 
《素材》 外面（羊本革）/ PUレザー (合皮 )

《COLOR》  ホワイト
《対応機種》  iPhone 6/6s/7/8 兼用、iPhone X
《品番》  ip7-0005wwh、ipx-0005wh
《素材》 外側（羊本革）/ 内側：PUレザー (合皮 )

【内側】PUレザー

スライドパーツ 
（粘着シート付き）

【外側】羊本革

UVプリント対応のなめらかな羊革を使用した二つ折りケース。M/L サイズ展開。

撮影時は
スライドアップ

【内側】PUレザー【外側】羊本革

内側にカードポケット×2

iP7-0005wwh
iPhone6/6s/7/8 兼用

マグネット内蔵ストラップホール

動画視聴に
便利なスタンドタイプ

※iPhone 本体・ストラップは付いていません。※iPhone 本体を装着する内側ケースが別途必要となります。（P1~P2）

シープスキン手帳型ケース（マルチサイズ・スライド）

シープスキン手帳型ケース（iPhone用）

カメラ用穴

ipx-0005wh
iPhoneX 用

UV印刷
イメージ

UV印刷イメージ
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10050ｍAh　大容量モバイルバッテリー

2500ｍAh　コンパクト モバイルバッテリー
安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。   
UV印刷対応　コンパクトな2500mAhモバイルバッテリー

安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。   
UV印刷対応　大容量10050mAhモバイルバッテリー

《品番》 mp030　《SIZE 》 縦 95×横 25×厚 22mm　《素材》 PC （ボディ）
《入力》 5V 1A 　　《出力》5V 1A    《内蔵リチウムイオン電池容量》 2500ｍAh   

《品番》 mp031　《SIZE 》 縦 105×横 67×厚 25mm　《素材》 PC （ボディ）
《入力》 Type-C：3A/2A/1.5A        《出力》 USB：3A/2A/1.5A  Type-C： 3A/2A/1.5A  
《容量》 10050ｍAh   

PSE技術基準
適合商品

PSE技術基準
適合商品

※印刷イメージ

※印刷イメージ



microUSB iPhone用コネクタ

裏
返
し
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《容量》 4000mAh/10000mAh    
《入力 / 出力》 4000mAh [5V/最大 5V1A]
                        10000mAh [5V/最大 5V2.1A]
《SIZE/ 重さ》 4000mAh [ 縦 111× 横 65× 厚 9mm/103g]  
                        10000mAh [ 縦 152× 横 80× 厚 12.5mm/231g]

《品番表》 

10000mAh マットタイプ

4000ｍAhマットタイプ 4000ｍAh光沢タイプ

容量↓ カラー→ マットホワイト マットブラック 光沢ホワイト 光沢ブラック

PSE取得 オリジナルプリント用モバイルバッテリー マット/光沢
安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。
自分だけのオリジナルモバイルバッテリーが作れる！
薄型、軽量のオリジナルプリント用モバイルバッテリー

試作用PCmicroUSBケーブル （基本付属）

［4000mAh用］microUSB+iPhone用コネクタ
　　　　　　　　　    ケーブル

microUSB+iPhone用コネクタ+Type-C   ケーブル

裏
返
し

Type-c

microUSB iPhone用コネクタ

［10000mAh用］

　ホワイトマット：mp015-cs
ホワイトブラック：mp015-bk-cs

　ホワイトマット：mp020-cs

　ホワイトマット：mp020-cs
ホワイトブラック：mp020bk-cs

テストプリント用のPCボディ

4000mAh mp015p-wh mp015p-bk

mp020p-wh mp020p-bk

mp015gsp-wh mp015gsp-bk

10000mAh

PSE技術基準
適合商品

※印刷イメージ

《品番》 

《品番》 

ホワイト：wm-889-27
ブラック：wm-889-27bk

《品番》 wm-865-30《品番》 

アップグレード



《品番》 usb053　《素材》 PC （ボディ）   《SIZE》 縦 58×横 36×厚さ19mm　
《入力》 AC100-240V 0.3A( 最大 )　50/60Hz《出力》５V最大2.1A（２ポート合計)

２つのUSBポート搭載。同時充電可能。最大出力 2.1Aで iPad やタブレットも
充電可能！急速充電にも対応！

コンパクト２ポートUSB-ACアダプタ　2.1A（両面UV印刷可能）

※印刷イメージ

UV印刷可能のオリジナルプリント用USB-ACアダプタ
約87×55mmの広範囲に印刷可能です。
《品番》 usb052　《SIZE 》 縦 87×横 55×厚 13mm　《重さ》 48g    《素材》 PC （ボディ）
《入力》 AC100-240V 50/60Hz 150mA( 最大 ) 《出力》DC5V 1A 最大 (2 ポート合計 ) 　1A 最大 (1 ポート使用 )

《品番》 usb005  《素材》 PC （ボディ）  《SIZE》 縦 50×横 55×厚さ15mm　
《入力》 AC100-240V 15VA 50/60Hz《出力》５V最大1A（２ポート合計)

２つのUSBポート搭載。同時に様々な機器の充電可能。

コンパクト２ポートUSB-ACアダプタ（片面UV印刷可能）

※印刷イメージ

※印刷イメージ

オリジナルプリント用USB-AC アダプタ（片面UV印刷可能）
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コンパクトQiワイヤレス充電器（片面UV印刷可能）

Qiワイヤレス充電 6000mAhモバイルバッテリー（片面UV印刷可能）

※印刷イメージ

※印刷イメージ

UV印刷可能のオリジナルプリント用　コンパクトQiワイヤレス充電器
《品番》 usb055　《SIZE 》 縦 100×横 56×厚 8mm　 《素材》 PC （ボディ）
《入力》 5V 1A( 最大 ) 《出力》5V 1A 最大   《付属品》 microUSBケーブル 100cm

サークル型Qiワイヤレス充電器（片面裏打ちUV印刷可能）

※印刷イメージ

裏打ちUV印刷可能のオリジナルプリント用　コンパクトQiワイヤレス充電器
《品番》 ゴールド：usb059gd  　シルバー：usb059sv　《SIZE 》 直径 96×厚 6mm
 《素材》 PC （ボディ）   《入力》 5V 1A( 最大 ) 《出力》5V 1A 最大   《付属品》 microUSBケーブル 100cm

UV印刷可能のオリジナルプリント用 Qiワイヤレス充電器モバイルバッテリー
《品番》 usb056　《SIZE 》 縦 127×横 67×厚 15mm　《素材》 PC （ボディ）
《入力》 5V 2A( 最大 ) 《出力》5V 2.1A 最大　《容量》 6000ｍAh   《付属品》 microUSBケーブル 100cm

12

PSE技術基準
適合商品
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microUSB iPhone用コネクタ

裏
返
し

iPhone用コネクタ、microUSB、Type-C端子がついたマルチ充電・転送USBケーブル

iPhone用コネクタ、microUSB端子がついたマルチ充電 巻き取り式USBケーブル

マークが表示している面を
上にして接続してください。

マークが表示している面を
上にして接続してください。

microUSB iPhone用コネクタ

裏
返
し

両面対応microUSB/iPhone用コネクタ意匠登録済

両面対応microUSB/iPhone用コネクタ意匠登録済

3端子対応　マルチ充電ケーブル（UV印刷可能）

Type-c

《品番》 usb054  《素材》 PC （ボディ）       《サイズ》 縦 54×横 42×厚さ16mm　
《ケーブル長さ》 ( 約 )95cm※最大    《機能》 充電

《品番》 ｗｍ-865-100  　　　《素材》 PC （ボディ） 　　 《サイズ》 縦 130×横 45×厚さ17mm　
《ケーブル長さ》 ( 約 )100cm　《機能》 充電 / 通信

2端子対応　マルチ充電巻き取り式ケーブル（UV印刷可能）

USBは両面タイプ

※印刷イメージ

30ｍｍ

※印刷イメージ
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iPhoneケースの加工・塗装などに最適です。

箔ケースの制作等に最適！　温度調整も可能。

プリントの作業効率UP！　取り外しも簡単な治具台座。

《品番》 rl001《電源》 AC100V   
《サイズ》 縦306×横197×厚さ48mm　
《ローラー部分》 横152×直径36m　材質シリコン(日本製)
《加熱時表面温度》 約80~150℃(調整可能) 《生産国》 中国

UJF-7151plus用台 UJF-7151plusをお使いの方も専用の台を
装着することで治具を使用することができます。

台 2枚をネジ 12 本で固定します。
台を使用することでUJF-6042 等からUJF-7151plus への
移動が可能になり、ずれのない重ね打ちが可能です。

3042HG 6042対
応

対
応 3042Mk 対

応 6042Mk 対
応ⅡⅡ

大
（治具足 3cm/9.4cmから選択）

小
（治具足 3cm/9.4cmから選択）

UJF-6042
UJF-6042MkⅡ
UJF-3042HG
UJF-3042MkⅡ

→

ミマキUVプリンタ専用精密治具ミマキUVプリンタ専用精密治具ミマキUVプリンタ専用精密治具

専用治具専用治具専用治具

加熱用ローラー加熱用ローラー加熱用ローラー

治具台座治具台座治具台座

台装着後

台装着前

台装着後、治具台座を取り付け

直径：36mm

ローラー

L  -  M  -  H
低 高

【調整可能範囲】
約80℃～150℃

→

Mimaki UJF-3042FX/3042HG/3042MkII
Mimaki UJF-6042/6042MkII/7151plus
Mimaki UJF-3042FX/3042HG/3042MkII
Mimaki UJF-6042/6042MkII/7151plus
Mimaki UJF-3042FX/3042HG/3042MkII
Mimaki UJF-6042/6042MkII/7151plus

対応型番

対応型番 マウント数

10個
20個
6個
12個
6個
12個

機種

サイズ

iPhone 6/6s/7/8

iPhone 6/6s/7/8 Plus

iPhone X

安心の日本製
東大阪の会社がNC旋盤で削りだした物を使用。 細部にまでこだわった、
ケースにピッタリの治具です。
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パッケージ系アイテム

《品番》 b-pac1( 台紙 ) + b-pac3( 外箱 ) + b-pac5(トレー ) 
《外形サイズ》  縦 150×横 85×厚 20mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 138×横 72 ～縦 116×横 51mm以内
※縦 11.5×横 5cm以下のケースには使用不可

《対応機種例》  iPhone 5/5s/SE 各種アンドロイド系

スマートフォンケース用ブリスターケース（ハードケース）

《品番》 b-pac18( 外箱 ) + b-pac19( 台紙 )
《外形サイズ》  縦 130×横 70×厚 15mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 129×横 69×厚 14mm以下のケース
《対応機種例》  iPhone 4/4s/5/5s/5c/SE/iPod touch

iPhone4/4s/5/5S/5C/SE用ブリスターケース（手帳型）

《品番》 b-pac1(台紙 ) + b-pac5(トレー) + b-pac6( 外箱 ) 
《外形サイズ》  縦 150×横 85×厚 20mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 138×横 72 ～縦 116×横 51mm以内
※縦 11.5×横 5cm以下のケースには使用不可

《対応機種例》  iPhone 5/5s/SE 各種アンドロイド系

スマートフォンケース用ブリスターケース（ハードケース）

スマホケース /タブレットケース用ブリスターケース・ギフトボックス
スマホケースの店頭販売に便利な、フック付きのブリスターケースやプレゼント包装用のレザーデザイン
ギフトボックス、タブレットケース用のパッケージケースなど、様々なパッケージ系アイテムを集めました。

《品番》 b-pac39( 外箱 ) + b-pac54(トレー ) + b-pac41( 台紙 ) 
《外形サイズ》  縦 154×横 95×厚 24mm ※フック含まず 
《収納可能サイズ》  縦 142×横 78×厚 12mm以下のケース
《対応機種例》  iPhone 6/6s/7/8

iPhone 6/6s/7/8 用ブリスターケース（バックケース）

《品番》 b-pac39( 外箱 ) + b-pac40(トレー ) + b-pac41( 台紙 ) 
《外形サイズ》  縦 154×横 95×厚 24mm ※フック含まず 
《収納可能サイズ》  縦 142×横 78×厚 17mm以下のケース
《対応機種例》  iPhone 6/6s/7/8

iPhone 6/6s/7/8 用ブリスターケース（手帳型）
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《品番》 b-pac20(トレー )  + b-pac21( 外箱 )  + b-pac22( 台紙 ) 
《外形サイズ》  縦 180×横 98×厚 15mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 163×横 84 ～縦 130×横 60mm以内
●奥行 150mm以下　※縦 130×横 60mm以下のケースには使用不可

《対応機種例》  iPhone 6 Plus 等

iPhone 6Plus/6sPlus/7Plus用ブリスターケース（バックケース）

《品番》 b-pac10(ブリスター ) + b-pac11( 台紙 )　
《外形サイズ》  縦 195×横 125×厚 20mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 140×横 83×厚 15mm以下のケース
《対応機種例》  手帳型ケース

スマートフォンポーチ用ブリスターケース （厚み 1.5cm)

《品番》 b-pac61gn、b-pac61or
《外形サイズ》  縦 158×横 86×厚 22.5mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 156×横 84×厚 20mm以下のケース
《対応機種例》  iPhone 6/6s/7/8 等

iPhone 6/6s/7/8 用窓付ブリスターケース（手帳型）

《品番》 b-pac12(ブリスター ) + b-pac11( 台紙 )　
《外形サイズ》  縦 195×横 125×厚 32mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 140×横 83×厚 30mm以下のケース
《対応機種例》  厚手手帳型ケース

スマートフォンポーチ用ブリスターケース （厚み 3cm)

《品番》 b-pac24(ブリスター ) + b-pac23( 台紙 ) 
《外形サイズ》  縦 213×横 128×厚 15mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 163×横 84×厚 13mm以下のケース
《対応機種例》  iPhone 6 Plus 等

iPhone 6 Plus 用ブリスターケース（手帳型）

《品番》 b-pac44( 外箱 ) + b-pac45(トレー )
《外形サイズ》  縦 182×横 104×厚 20mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 162×横 90×厚 18mm以下のケース
《対応機種例》  iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus 等

iPhone 6Plus/6sPlus/7Plus用ブリスターケース（手帳型）
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《品番》 box-ipd01
《外形サイズ》  縦 300×横 250×厚 40mm
《収納可能サイズ》  iPad~iPad4/iPadair~air2/iPadmini~mini4 の
　　　　　　　　バックケース
※手帳タイプのケースは収納できません。

各種 iPadケース用ギフトボックス（ケース用）

《品番》 box-smp02
《外形サイズ》  縦 165×横 94×厚 28mm
《収納可能サイズ》  縦 143×横 73mm以下のケース

スマートフォンケース　ギフト用桐箱

《品番》 box-smp03
《外形サイズ》  縦 150×横 100×厚 30mm
《収納可能サイズ》  縦 140×横 75mm以下のケース

スマートフォンケース用ギフトボックス（手帳用）

《品番》 box-smp01
《外形サイズ》  縦 150×横 100×厚 30mm
《収納可能サイズ》  縦 140×横 75 ～縦 118×横 60mm以内

スマートフォンケース用ギフトボックス（ケース用）

《品番》 b-pac36( 箱 )、b-pac37(スポンジ )、b-pac38(スリーブ )　
《外形サイズ》  縦 179×横 115×厚 29mm 
《収納可能サイズ》  S サイズ ：縦130×横 67×厚15mm以下のケース
                                 M サイズ：縦145×横 83×厚15mm以下のケース
                                   L サイズ ：縦160×横 93×厚15mm以下のケース

スマートフォンケース用ギフトボックス（ハードタイプ）

《品番》 box-smp04
《外形サイズ》  縦 170×横 100×厚 32mm
《収納可能サイズ》  縦 136×横 69mm以下のケース

スマートフォンケース　ギフト用桐箱「和」
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《品番》 b-pac47
《外形サイズ》  縦 264×横 210×厚 25mm 
《収納可能サイズ》  縦 260×横 205×厚 24mm以下のケース
《対応機種例》  iPad ～ iPad4/iPad Air/Air2   
※iPad Pro のケースは収納できません。

各種 iPadケース用パッケージケース

《品番》 b-pac55( 外箱 )  b-pac56(トレー )  b-pac57（台紙 ) 
《外形サイズ》  縦 126×横 143×厚 14.5mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 65×横 111mm以内
●奥行 12mm以下

《対応機種例》 弊社mp015 モバイルバッテリー他 

モバイルバッテリー用ブリスターケース

《品番》 b-pac18( 外箱 )、b-pac62(トレー )、b-pac69( 台紙 )　
《外形サイズ》  縦 130×横 70×厚 15mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 87×横 56mm以内
●奥行 14mm以下

《対応機種例》 弊社 USB052 USB-ACアダプタ他 

USB052 用ブリスターケース

《品番》 b-pac50、b-pac51、 b-pac52、 b-pac53
《外形サイズ》  b-pac50[縦176×横   99]、 b-pac51[縦195×横115]
　　　　　　  b-pac52[縦221×横 119]、 b-pac53[縦226×横134]
《内径サイズ》  b-pac50[縦134×横   84]、 b-pac51[縦168×横   98]
　　　　　　  b-pac52[縦181×横 104]、 b-pac53[縦190×横115]

スマートフォンケース用　チャック付き袋　

すべてmm 

《対応機種例》 b-pac50 iPhone5- バ b-pac51 iPhone5-　　　/ iPhone6- ババ 手
b-pac53 iPhone 6Plus- バ 手b-pac52 iPhone6-　  / iPhone 6Plus- バ手

バックケース
手帳型ケース

バ
手

《品番》 b-pac83( 外箱 )、b-pac84(トレー )、b-pac82( 台紙 )　
《外形サイズ》  縦 130×横 71×厚 27mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 100×横 56mm以内
●奥行 25mm以下

《対応機種例》 弊社 USB055 他 

USB055 用ブリスターケース

《品番》 b-pac86( 外箱 )、b-pac87(トレー )、b-pac85( 台紙 )　
《外形サイズ》  縦 167×横 84×厚 33mm ※フック含まず
《収納可能サイズ》  縦 127×横 67mm以内
●奥行 30mm以下

《対応機種例》 弊社 USB056 他 

USB056 用ブリスターケース


