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※ ※

※

受付時間 10:00～19:00 月曜日～土曜日・祝日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

受付時間 10:00～19:00 月曜日～土曜日・祝日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

受付時間 10:00～19:00 月曜日～土曜日・祝日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

受付時間 10:00～19:00

【注意】PHSや050から始まるIP電話など、ナビダイヤルがご利用になれない場合は、※印の番号をご利用下さい。

「USB3.0」に対応したUSBケーブルです。USB3.0規格の
「Standard-A」端子を持つパソコンなどと、「Standard-B」
端子を持つHDDなどの周辺機器を接続するのにお勧めです。

※USB規格に基づく最大転送速度です。

ロジテックINAソリューションズ株式会社 http://www.logitec-inas.co.jp/

ロジテック株式会社 http://www.logitec.co.jp/

http://www.elecom.co.jp/

※

※
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この夏は、

ひと味違う

旅に出よう
！

「夏旅」アイテム
大公開

「夏旅」アイテム
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エレコム・ロジテックの
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■   ［グリーン購入法］マークが付いた製品はグリーン購入法の「特定調達品目」に対して設定されている判
断基準に適合した製品です。■各製品に掲載されていた機能および付属のソフトウェアなどは、対応機種、対
応OSに該当する環境でご使用の場合でも、パソコンの使用やシステム環境によって、一部がご使用になれな
かったり、機能に制限がある場合があります。■掲載した商品の仕様は、改良のため予告なく変更することが
あります。■このカタログの掲載されている標準価格は、総額表示方式に基づき、原則として税込み価格（円
未満は切捨て）と本体価格を併記しております。■各製品には原則としてJANコードの下6桁が記載されて
います。国コード・企業コードは、エレコム製品・Lacie製品については【4953103】を、ロジテック製品につ
いては【4992072】を付けてください。■カタログ有効期限/2011年8月末日まで■本カタログの表記に
ついて/本カタログに掲載されている商品名・社名等は一般に各社の商標ならびに登録商標です。
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Bluetoothヘッドフォン
Bluetoothヘッドセット
Bluetoothスピーカ/Bluetoothアダプタ/カメラ

鉄旅派
時刻表やこだわりの愛機とともに、レアな車両や車窓

からの美しい風景を求めて、駅から駅へ。鉄道好き

なら一度は経験してみたい、そんな旅。最新のデジ

タルアイテムを駆使して、より有意義な撮影旅行を

実現させよう。

車旅派
観光はもちろん、キャンプや海水浴、ダイビングな

ど、この夏はマイカーでたくさん思い出づくりしよう。

車旅は、移動中も含めて家族や恋人、友人たちとの

絆を深めるチャンス。旅行カバンに便利なデジタル

グッズを忍ばせて、みんなを喜ばせよう。

移動から目的地、宿泊先、さらには家に      帰った後まで、夏の旅行をとことん楽しむためのデジタルアイテム大集合！

さぁ、夏旅へ出かけよう
！

この夏、あな たは車旅派？鉄旅派？

この夏は、

ひと味違う

旅に出よう
！

「夏旅」アイテム
大公開

「夏旅」アイテム
大公開

エレコム・ロジテックの
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車旅派

鉄旅派

ホワイト パープル ピンク

ブラック ブルー

♬
♪
♩

♩

iPhone／iPod touch用
FMトランスミッタ
LAT-MPiH01

Walkman用
FMトランスミッタ
LAT-FMWB01

スマートフォン用
FMトランスミッタ内蔵
スマートフォンフォルダ
LAT-MPSH01 

旅先に着くまでの移動もまた、貴重な旅の

ひととき。移動時間も楽しいものにするため

のアイテムを揃えておけば、夏旅はさらに

盛り上がること間違いなし。

移動中から、旅は  始まっている。
    こだわりアイテムで   気分を盛り上げよう。移動

編

エレコム・ロジテックの
アイテムで、夏の旅行を楽しもう！
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スマートフォンやiPod、ウォークマンに入れたお気に入りの音楽を、

カーステレオで楽しもう。自在に曲げられるアームタイプや、ダッシュ

ボードに設置できる吸盤タイプなど、用途に合わせて選べる。充電

しながら聴けるので、バッテリー切れの心配も不要。

お気に入りの音楽で
移動中の車内を盛り上げる

FMトランスミッタ
ITEM1

携帯電話やスマートフォンとワイヤレスで

リンクできるハンズフリーヘッドセット。

車の運転中には、付属のスピーカフォン

充電台に取り付ければスピーカでの

通話が可能に。シーンに合わせて

幅広く活用できる。

2台の車での移動でも
ハンズフリーで仲間と話せる

ヘッドセット&スピーカフォン
ITEM2

走行状況を映像で記録して
運転中の事故トラブルに備える

ドライブレコーダ
ITEM3

盛りあげ度

80%

便利度

70%

安心度

80%

一眼レフカメラやレンズ・アクセサリの収納

に最適な超撥水性バッグ。中望遠レンズも

収納でき、大切なカメラやアクセサリを機能

的かつスタイリッシュに保護してくれる。

リュックサックタイプなので両手を自由

に使えるのもうれしい。

一眼レフカメラの本体はもちろん
交換用レンズも収納できる

デジタルカメラバッグ
ITEM1

2010年モデルのiPod nanoをクールな

リストウォッチに変身させることができる

専用ベルト。ちいさなiPod nanoをカバン

の中から探す手間もなく、いつでもすぐに

画面を確認。7色のバリエーションから、

好みのカラーをセレクトしよう。

音楽を聴きながら時刻をチェック
iPod nanoを腕時計感覚で携帯できる

iPod nano用
シリコンベルト

ITEM2

電車に乗り遅れないために走ることがあっても外れにくく、駅や電車の

中のアナウンスなどの外部の音が聞こえやすいオープンイヤーキャップを

採用したヘッドフォン。余分なコードをきれいにまとめられるコード

キーパーも付属し、鉄旅の機動力をさらに高めてくれる。

走っても外れにくく
アナウンスなども聞きとりやすい

スポーツ向けヘッドフォン
ITEM3

事故や急ブレーキなどの衝撃を検知して、

前後約60秒の画像データを保存。記録を

しっかりと残すことができる。録画はエン

ジンの始動に連動して開始するので、電源

ON/OFFの手間がなく、録画のし忘れの

心配もない。

Bluetooth 2.1対応ヘッドセット
＆スピーカフォン充電台
LBT-MPHF06BK

ドライブレコーダ
LVR-SD100BK

オープン価格 オープン価格 044715042759 オープン価格 052406 オープン価格 045699 オープン価格 046856

スポーツ向けカナルタイプ
ヘッドフォン “Actrail” 
EHP-SPIN100シリーズ

オープン価格

デジタルカメラバッグ
グラフギア
〈リュックサックタイプ〉
DGB-S006BK

¥11,550税込 178915

iPod nano用シリコンベルト 
AVA-N10SBシリーズ

¥1,890税込

取り外して
使える！

満足度

80%

こだわり度

80%

アクティブ度

80%
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変幻自在の脚を駆使して、立てる、巻く、挟む

など、さまざまな方法で設置することができる

デジタルカメラスタンド。これまで撮影役が

多かったお父さんも、場所を選ばず家族と

一緒に記念撮影することができる。

家族みんなで
場所を選ばず写真を撮れる

どこでも三脚
ITEM2

防水仕様で水まわりや野外でも安心して使えるシンプルなBluetooth® 

ワイヤレススピーカ。スマートホンやiPod touchとワイヤレスでリンク

させて、好きな場所で音楽を楽しむことができる。ハンズフリーで通話

も可能。

海や山でのアウトドアに
お気に入りのBGMを連れて行く

防水スピーカ
ITEM1

ヘルメットや自転車のハンドル、腕など、いろいろなところに取り

付け可能な小型ビデオカメラ。マリンスポーツやサイクリング

などのアクティブシーンで、プレイヤー視点の迫力満点の映像を

撮ることができる。

小型カメラならではの
アクティブな映像を記録できる

スポーツ用 小型ビデオカメラ
ITEM3

06 07

お気に入りの音楽でアウトドア気分を盛り

上げたり、こだわりの撮影グッズでベスト

ショットを狙ったり、エレコム・ロジテックの

アイテムで旅先を120％満喫しよう。

いよいよ目的  地に到着！
 BGMや撮影で、と  ことん楽しもう。目的地

編

エレコム・ロジテックの
アイテムで、夏の旅行を楽しもう！

脚部を4段階に伸長することがでる一眼レフ

デジタルカメラ用スタンド。上下左右に角度

調節できるマルチウェイ雲台や、水平の確認に

便利なレベルゲージなど、優れた操作性で

こだわりの画づくりをサポートしてくれる。

手ぶれを防ぎ
大切な愛機をしっかり支える

本格三脚スタンド
ITEM1

目的地に到着したら、大きな荷物は駅のロッカーや宿泊先に預けて

身軽に移動しよう。一眼レフの持ち運びには、コンパクトで衝撃吸収力

抜群のカメラケースがおすすめ。はっ水性にすぐれたポリウレタン

生地を使用しているので突然の雨でも安心。

強くて機能的なケースで
雨や衝撃からカメラを守る

一眼レフカメラケース
ITEM2 旅先での写真は、画質にもこだわりたい。高画質モードでの撮影は

メモリをたくさん使うので、ついつい写真を撮りすぎて記録メディアが

足りなくなってしまったということがないように、鉄旅では予備の

SDカードも準備しておこう。

空き容量を気にせず
とことん写真を撮りためる

SDカード
ITEM4

SDカードはコンパクトで軽量なため、きちんと管理してお

かないと、いざ必要な時になかなかみつからないことが

ある。貴重な撮影データが入ったカードをなくさない

ためにも、専用のカードケースに入れて携帯しよう。

小さなカードも
なくさず収納＆きちんと管理

SDカードケース
ITEM3

盛りあげ度

100%

アクティブ度

90%

便利度

60%

こだわり度

80%

安心度

90% 安心度

70%

便利度

80%

スポーツ用
小型DVカメラ
LVR-CV01

車旅派

鉄旅派

♬
♪ ♩
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グラフギア
デジタルカメラスタンド 
DGT-S001SG

 ¥3,150税込 095168

オープン価格 047990

デジタルカメラスタンド
“どこでも三脚” 
DGT-015シリーズ

 ¥2,520税込

Class10/6/4対応
SDHCメモリカード 
MF-FSDHシリーズ

オープン価格

WithM メモリカードケース
〈大容量タイプ〉
CMC-06SD 

 ¥945税込 180178

デジタルカメラケース
グラフギア
DGB-S001BK

 ¥3,255税込 178861

Bluetooth対応
防水スピーカ
LBT-SPWP100

オープン価格 045255

メールや
アプリをし

ながら

スピーカで
音楽も聴

ける！



  デジタルアイ  テムがあれば、
宿泊先での過ごし  方もアクティブに。宿泊

編

エレコム・ロジテックの
アイテムで、夏の旅行を楽しもう！

車旅派

鉄旅派

ホテルや旅館でのんびり寛ぐのもいいけれど、翌日に備え

てインターネットでイベントを下調べしたり、充電したり、

その日の感動をブログにアップしたり、デジタルアイテム

があれば宿泊先での過ごし方もさらに充実するはず。

選べる3タイプ
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有線LAN設備の整った宿泊先のホテルや旅

館で手軽にWiFi環境を整えることができる、

コンパクトタイプの無線アクセスポイント。

Androiｄ端末専用のアプリを利用して面倒

な操作を省き、明日に向けた情報を素早く

ゲットしよう。

宿泊先の部屋を
手軽にWi-fi環境にできる

無線アクセスポイント
ITEM1 家庭用コンセントからスマートフォン

やiPhoneを充電できるAC充電器。

未使用時は、コンセントの差し込み

部分を折りたたんで収納することが

できるので、カバンの中でもかさば

らず、コンパクトに持ち運び可能。

翌日に備えてiPhone や
スマートフォンを充電

充電ケーブル
ITEM2

コンパクトでかわいいブロックスタイルのiPod用のステレオミニスピーカ。

カバンやポケットに入れて持ち運び、いつでも好きな時に音楽を楽しむ

ことができる。iPod本体から電源の供給を受けるため、電池は不要。

就寝前に心地よい音楽で
リラックスタイム

サウンドブロック
ITEM3

便利度

90%
安心度

90%

安心度

90%

こだわり度

80%
Android用
アクセスポイント＋無線ルータ
LAN-W150N/RSPS

タッチペン
AVA-TP01シリーズ

旅先で撮った列車や風景の写真を、スマートフォンから

いち早くブログにアップしよう。スタンド内蔵のBluetooth

キーボードがあれば、画面を見やすい角度に固定しながら、

パソコン感覚でストレス無く文字入力できる。

改心の一枚を
旅先からブログにアップする

Bluetoothキーボード
ITEM1

電車での移動中やキャンプ場、緊急停

電時など、コンセントが使えない状況で

活躍する充電器。iPhoneのバッテリー

の約80％分をチャージできるうえ、PC

とのデータ転送を可能にする「データ

転送モード」も搭載。iPhoneだけでなく

スマートフォンや一般携帯でも使える

「選べる3タイプ」。

屋外や緊急時にコンセントがなくても
iPhoneやスマートフォンをしっかり充電

モバイルチャージャー
ITEM3

手帳にメモを取るような感覚で、快適かつ正確にiPad /iPhoneを

操作できるタッチペン。デザインもシンプルでスタイリッシュなので、

移動中や電車の待ち時間のタッチ操作がさらに楽しいものになるはず。

イヤホンジャックに差し込み可能なストラップ付き。

iPhone/iPadへの
タッチ操作を快適に

タッチペン
ITEM2

ブラック

シルバー

レッド

こだわり度

70%

iPod/iPhone対応
モバイルチャージャー
〈ACアダプタ付〉 
DE-RKJ1ACWH

¥6,300税込 247635

スマートフォン対応
モバイルチャージャー
〈ACアダプタ付〉 
DE-RKJ2ACWH

¥6,300税込 247659

iPhone/携帯電話対応
モバイルチャージャー
〈別売りケーブル必要〉 
DE-RKJ3BK

¥5,670税込 247666

¥1,470税込

便利度

100%

Android用 iPhone/
iPod touch用

写真や動画のデータ転送もできる！
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¥4,515税込 050778

スマートフォン対応
Bluetoothキーボード 
TK-FBP017BK

¥20,790税込 238275

AC充電器
〈ケーブル一体型〉
 MPS-X10ACUCBK 

¥2,100税込 243460

充電器
〈充電器＋USBケーブル〉
AVA-ACDBK 

¥1,890税込 224261

iPod用ステレオ
ミニスピーカ
SOUNDBLOCK 
ASP-P300シリーズ

¥2,835税込



自宅に帰っても、旅はま  だまだ終わらない！
  思い出を整理して、たっ  ぷり余韻を楽しもう。思い出

編

エレコム・ロジテックの
アイテムで、夏の旅行を楽しもう！

車旅派

鉄旅派

たくさん撮りためた旅の思い出を保存したり、

家族みんなで観賞したり、帰宅してからは、

夏旅の第2の楽しみが待っている。デジタル

アイテムを活用して、旅をまだまだ楽しもう。

こだわり度

80%

便利度

70%

満足度

70%

満足度

80%
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据置型の外付けハードディスクとしては世界最小クラスの非常にコンパクト

なアルミボディ。USB3.0対応で従来USB2.0の10倍の5Gbps（理論値）の

高速転送が可能で、大容量データもストレス無く扱かえる。

旅の写真は
ハードディスクにまとめて整理

外付けハードディスク
ITEM1

47種類ものメディア対応したメモリリーダライタ。大容量データも高速で

コピー、移動させることが可能なので、撮りためた写真を家族みんなで

パソコンやテレビで楽しむのに便利。

ケータイやデジカメの写真を
パソコンやテレビで楽しむ

メモリリーダ/ライタ
ITEM2

女性向けにデザインされた「ラ・

メゾン・デュ・メモワール」シリーズ

は、インテリアグッズとしても人気

のデジタルフォトフレーム。旅先で

の写真を入れて玄関先やリビング

に飾れば、いつまでも旅の余韻に

浸ることができる。

旅の思い出を
玄関先やリビングに飾る

デジタルフォトフレーム
ITEM3

3.5インチ外付ハードディスク
[LaCie minimus]
LCH-MN2TU3〈2TB〉

47+6メディア ケーブル収納
メモリリーダ/ライタ
MR-A006シリーズ

デジタルフォトフレーム
“プレシャスーン”
DPF-D7WS10シリーズ

最高画質の写真や動画も、大容量の外付けハードディスクをつなげば、

たっぷり保存することができる。USBハブを活用すれば最大4台まで接続

可能なので、データの増加にあわせて後で外付けハードディスクを買い

足すこともできる。

ハードディスク4台使いで
高画質の写真もたっぷり保存する

外付けハードディスク＋
USBハブ

ITEM1

せっかく納得のいく写真が撮れたなら、出力する紙にもこだわりたい。繊

細で美しい出力を実現するプラチナフォトペーパー（A4サイズ）や、大き

くダイナミックに出力できる超光沢用紙（A3サイズ）に作品をプリントし

て、部屋に飾ろう。

最高の写真が撮れたら
高品質プリントでポスターに

プラチナ＆
超光沢プリント用紙

ITEM2

満足度

100%

プラチナフォトペーパー（A4サイズ）
EJK-QTA450〈50枚入り〉 

¥3,045税込 207233

超光沢用紙（A3サイズ）
EJK-NTA320〈20枚入り〉

¥1,890税込 185319

4ポートUSBハブ
 U2H-TZ403BBK 

¥ 1,890税込 223882

3.5インチ
外付けハードディスク
LCH-DB2TUTV〈2TB〉

オープン価格 254862

繊細に美しく
出力したい方へ

大きくダイナミックに
出力したい方へ

USBハブを
使えば、

最大4台ま
で増設可

能

USB3.0
対応で

データ
転送が

速い！

P11P10

¥22,155税込 254855

¥3,255税込

オープン価格
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スマートフォン対応
 Bluetoothキーボード
TK-FBP017BK 

Bluetooth 
Ver.2.1+EDR対応
ネックバンドヘッドフォン
LBT-AVNB01Aシリーズ

通話用Bluetooth
ハンズフリーヘッドセット
LBT-MPHS400シリーズ

iPhoneをはじめとするBluetooth® 2.1に対応

した携帯電話やスマートフォンで、ワイヤレスに

音楽を楽しめる。音楽再生中に着信があった

場合ボタンひとつで通話に切り替え可能。

走っても外れない安定した装着感と約30.6g

という軽さは気ままな一人旅にぴったり。

付けていること
を忘れる軽さ

お気に入りの音
楽と旅をする

Bluetooth
ネックバンドヘッドフォン

スマートフォンやスレートPCとワイヤ

レスでリンクするBluetoothキーボー

ドがあれば、PC感覚で手軽に長文

メールを作成したり、ブログやフェイ

スブック、ツイッターをアップしたりで

きる。スタンド付きなのでスマート

フォンも見やすく置ける。

旅先のカフェか
ら

ブログやツイッ
ターをアップ

Bluetoothキーボード

スマートフォンやPCでの通話をワイヤレスに

するハンズフリーヘッドセット。携帯をカバン

に入れたまま、ヘッドセットのみの操作で通

話が可能。さらに、通話しながらメールを打っ

たり、写真を撮って送ったりと、ハンズフリー

でスマートフォンの活用法がさらに広げよう。

ハンズフリーで通話しながら写真撮影も

ハンズフリーヘッドセット

日常の喧噪から、そしてケーブルからも解放されて、

スタイリッシュに一人旅を楽しもう。一人旅
編

～番外編～

Bluetoothアイテムで、
自由気ままな一人旅！
Bluetoothアイテムで、
自由気ままな一人旅！

オープン価格

オープン価格

¥20,790税込 238275

オレンジ

ホワイト

シルバー

ピンク

レッド

満足度

80%

便利度

90%

アクティブ度

100%

ブラック

ブラック















PG113

LaCie製品に関するお問い合わせは

※ ※

※

受付時間 10:00～19:00 月曜日～土曜日・祝日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

受付時間 10:00～19:00 月曜日～土曜日・祝日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

受付時間 10:00～19:00 月曜日～土曜日・祝日（夏期、年末年始特定休業日を除く）

受付時間 10:00～19:00

【注意】PHSや050から始まるIP電話など、ナビダイヤルがご利用になれない場合は、※印の番号をご利用下さい。

「USB3.0」に対応したUSBケーブルです。USB3.0規格の
「Standard-A」端子を持つパソコンなどと、「Standard-B」
端子を持つHDDなどの周辺機器を接続するのにお勧めです。

※USB規格に基づく最大転送速度です。

ロジテックINAソリューションズ株式会社 http://www.logitec-inas.co.jp/

ロジテック株式会社 http://www.logitec.co.jp/

http://www.elecom.co.jp/

※

※

62 0 1 1 .
エレコ ム・ロ ジ テックデ ジ タ ル 周 辺 機 器 カ タ ログ

8- 2 0 1 1 .

この夏は、

ひと味違う

旅に出よう
！

「夏旅」アイテム
大公開

「夏旅」アイテム
大公開

エレコム・ロジテックの

家
族
と
車
旅
？

カ
メ
ラ
と
鉄
旅
？

H01H04
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