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FS CLNKIT SM1

●液晶TVやデジタルカメラのディスプ
レイを傷つけずに、埃や指紋、及び細菌
を安全に除去 　●帯電防止効果で埃
の再付着を防止　●抗菌保護クロス同
梱　●アルコール/アンモニア不使用 
●主成分：電解アルカリイオン水、合成
ミネラル　●容量：45ml

FS CLNKIT SM1
希望小売価格¥1,470（1個・税別¥1,400）  
UPC : 050644468902

MC CLNTCH PEN

●スマートフォンや携帯電子機器
のディスプレイを傷付けずに、埃
や指紋、及び細菌を安全に除去。
●抗菌保護クロス同梱　●主成
分：電解アルカリイオン水、合成ミ
ネラル　●容量：2.2ml 

MC CLNTCH PEN    
希望小売価格¥2.940（1個・税別2,800） 
UPC : 050644585852

スクリーンクリーナー

MC CLNKIT COMP

●ノートPCのディスプレイを傷つけず
に、埃や指紋、及び細菌を安全に除去　
●帯電防止効果で埃の再付着を防止　
●抗菌保護クロス、マイクロファイバー
クロス同梱　●アルコール/アンモニア
不使用　●主成分：電解アルカリイオン
水、合成ミネラル　●容量：45ml

MC CLNKIT COMP   
希望小売価格¥2,310（1個・税別¥2,200） 
UPC : 050644507618

デリケートな電子機器を安全にクリーニングスクリーンクリーナー

このカタログの記載内容は2012年5月現在のものです。



モンスターケーブルは、ハリウッドのミキシングスタジオをはじめ、

数多くの映画、音楽制作シーンで活躍しています。
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　1979年サンフランシスコで誕生し、今やハリウッドをはじめとする映画や音楽の制作

シーンで高い支持を獲得、世界各地のAVファンを魅了するモンスターケーブル。ケーブ

ルを単なる“Accessory（付属品）”としてでなく、コンポーネントの一部“necessary

（必需品）”と考える確かな視点や、純度競争に陥ることなく導体の構造や絶縁体にこだ

わり続け、納得が行くまでヒアリングテストを繰り返す姿勢は、言葉や文化の壁を越えて

世界中で評価されています。

　もしあなたが１クラス上のホームシアターやピュアオーディオを求めるなら、モンスター

ケーブルの実力をあなた自身でお確かめください。

プロが認めたケーブルは、コンポーネントの一部です。
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マスターを極限まで引き出す構造

デジタル同軸ケーブル・オーディオRCAピンケーブル

HDMIケーブル

選び別かれた高純度のシールド及び絶縁体バンドウィズスバランス構造

タイムコレクト構造

1 2芯構造

2 スプリット・センターピン

3 タービンプラグ

4 シグナル方向表示

5 高密度銅編線シールド

6 銅ホイルシールド

7 マイクロファイバー絶縁体

8 PEX絶縁体

9 デュラフレックス・ジャケット

1
7
8

5

6

9

2
3
4

ラインケーブル スピーカーケーブル

信号の流れ 信号の流れ 熱や摩耗に対する耐久性に優れるうえ、柔軟性にも富んだ外部被膜。外部の電気機器からの有
害電波の侵入を妨げる能力も高く、導体が伝送する信号のクォリティを高水準で保ちます。

最新素材、高密度ポリマーを用いた強力なシールド。優れた電気特性により、驚異の透
明感を実現します。

モンスターが独自に開発した理想の絶縁体といわれる新素材。絶縁に有効な空気の層を30％
以上も含む繊維状のシールドが、各周波数帯域の導体を直接シールドします。

高純度の銅ホイルを何層にも巻き上げた高密度タイプのシールド。CDなどの高周波を発生し
やすい機器との組み合わせで高いシールド効果を発揮し、高純度の伝送を実現します。

厳選された導線を厳密に編み上げたシールド。特に低周波ノイズの軽減に威力を発揮します。

より良質の音を得るために、ケーブルの接続方向（信号の流れ）を一目で確認できるよう、シグナ
ル方向をケーブル面に表記しています。

ピン端子の接合部分に4～12カットの螺旋状のスリットを施し、より大きな接　触面積を確保。
同時に強固な圧着を実現しました。また、24金メッキを採用してより確かな伝送を保証。

ケーブル内に伝送された音楽信号も、端子部分でスポイルされては意味がありません。ピンのセ
ンター部を中割れ（スプリット）し、タービンプラグとともに、より強力な圧着を実現。

ホット側とアース側の芯線が同質の導体で構成され、それらをまとめてシールドで被覆する構造。
機器間のアースを接続するアース線と外来ノイズを遮断するアース線が独立している（一般的
な1芯構造はシールド線が両者を兼ねる）ため、外来ノイズの影響を受けにくく、情報量の欠落を
防ぐことができます。

“伝送する周波数帯域ごとに導線の長さを変えるとどうなるか？”という発
想のもとに開発された構造。さまざまの独自検証の結果、“高い周波数の信
号は速く、低い信号は遅く伝達する”という電気信号の伝達における特性を
見出し、低周波数信号用の導線の周囲に高周波数信号用の導線を螺旋状
に巻き付ける構造を考案。各帯域用それぞれの導線の長さを変えることに
よって、信号全体の到達時間を揃える“タイムコレクト構造”の開発に至りま
した（モンスターケーブル社 特許技術）。

電気信号は導体を流れる時、“高い周波数の信号ほど、導体内の外側を通る”
という性質を持っています。この性質への対策として、モンスターケーブル
社では、導体を電気信号の周波数の高低を基準に2～3分割し、低周波数用
の太い導線を導体全体の中心に、高周波数用の細い導線は束ねて導体全
体の外側に位置づける“バンドウィズスバランス構造”を採用。再生音の周
波数帯域による偏りやロスを軽減させ、より原音に近いバランスでの再生
を可能とします。
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※在庫僅少 ※在庫僅少

M1000HD4V
M1000HD4V-1.2M 希望小売価格¥19,950（1.2m・税別¥19,000）
  JAN：T4961330031712

M1000HD4V-2.4M 希望小売価格¥26,250（2.4m・税別¥25,000）
  JAN：T4961330031729

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル/4K解析度対応 ●Ethernet対応 ●モンスターオリジナルV-GRIP ●シルバーコーティングされた内部銅線が抵抗を抑え、信号伝送を最適化、内
部導線の端子への結線にシルバー半田を使用 ●耐久性に優れた金属製シェル ●ニトロゲンガスを注入した絶縁体により、導線の経年変化と内部ズレを防止 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強
い２４Ｋメッキ端子採用 ●アルミホイルと高密度銅編線による４重シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット

21.0mm
高さ12.5mm

M2000HD4V
M2000HD4V-1.2M 希望小売価格¥26,250（1.2m・税別¥25,000）
   JAN：T4961330031767

M2000HD4V-2.4M 希望小売価格¥32,550（2.4m・税別¥31,000）
  JAN：T4961330031774

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル/4K解析度対応 ●Ethernet対応 ●モンスターオリジナルV-GRIP ●シルバーコーティングされた内部銅線が抵抗を抑え、信号伝送を最適化、内
部導線の端子への結線にシルバー半田を使用 ●耐久性に優れた金属製シェル ●ニトロゲンガスを注入した絶縁体により、導線の経年変化と内部ズレを防止 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強
い２４Ｋメッキ端子採用 ●アルミホイルと高密度銅編線による４重シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット

VA DVI-HDMISL MK2（HDMIメス→DVIオス）
VA DVI-HDMISL  MK2   希望小売価格¥8,190（1個・税別¥7,800）　　UPC：050644459207 VA HDMI-DVI SL   希望小売価格¥8,190（1個・税別¥7,800）　　 UPC：050644459191

VA HDMI-DVISL MK2（DVIメス→HDMIオス）

●容易かつ確実な取り付けを可能にする大型パワースクリュー ●銀を含む半田づけで伝導性を改
良 ●24金メッキ端子採用で経年変化による腐食防止 

●細かな信号劣化も防ぐ銀メッキ加工された銅配線 ●24金メッキ端子採用で経年変化による
腐食防止

DVI⇒HDMI　変換アダプタ ーHDMI⇒DVI　変換アダプタ ー

44.0mm
高さ17.0mm

44.0mm
高さ17.0mm

高さ14.5mm
23.5mm

高さ14.5mm
23.5mm

HDMI連結器

VA HDMI CPL
（HDMIメス→HDMIメス）

●2本のHDMIケーブル（オス端子）を簡単に接続）　●2層
のシールディングにより優れた干渉阻止性能を発揮　●24
金メッキ端子採用で経年変化による腐食防止

VA HDMI CPL　
希望小売価格¥6,720（1個・税別¥6,400）  
UPC : 050644498930

HDMIアダプター

VA HDMI R-ADPT
（HDMIメス→HDMIオス）

●壁との隙間にHDMIケーブルを簡単設置　●2層のシー
ルディングにより優れた干渉阻止性能を発揮　●24金メッ
キ端子採用で経年変化による腐食防止

VA HDMI R-ADPT    
希望小売価格¥6,720（1個・税別¥6,400） 
UPC : 050644499326

HDMIアダプター

VA HDMI S-ADPT
（HDMIメス→HDMIオス）

●自在に曲がるヘッドで、狭い場所でもHDMIケーブルを簡単
に設置　●2層のシールディングにより優れた干渉阻止性能
を発揮　●24金メッキ端子採用で経年変化による腐食防止

VA HDMI S-ADPT    
希望小売価格¥4,410（1個・税別¥4,200） 
UPC : 050644545771

4K
3D、ARC
対応

先進性能とコストパフォーマンスを両立したスタンダードライン
はずれにくい、モンスターオリジナルの「V-GRIP」採用

MCシリーズ

MC800HD4V
MC800HD4V-1M 希望小売価格¥6,510（1m・税別¥6,200） 
 JAN : T4961330035369

MC800HD4V-2M 希望小売価格¥7,560（2m・税別¥7,200） 
 JAN : T4961330035352

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル対応  ●Ethernet対応 
●モンスターオリジナルV-GRIP ●1080p、120/240Hz、8-14
Bitカラー対応 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強い24Kメッキ端
子採用 ●高密度三層シールドにより、外来ノイズによる影響を抑
制 ●耐久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット 
  

MC700HD4V
MC700HD4V-1M 希望小売価格¥5,460（1m・税別¥5,200） 
 JAN : T4961330035383

MC700HD4V-2M 希望小売価格¥6,090（2m・税別¥5,800） 
 JAN : T4961330035376

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル対応 ●Ethernet対応 
●モンスターオリジナルV-GRIP ●1080p、60/120Hz、8-12Bit
カラー対応 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強い24Kメッキ端子
採用 ●高密度三層シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐
久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット 
  

MC500HD4V
MC500HD4V-1M 希望小売価格¥4,410（1m・税別¥4,200） 
 JAN : T4961330035406

MC500HD4V-2M 希望小売価格¥5,040（2m・税別¥4,800） 
 JAN : T4961330035390

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル対応 ●Ethernet対応 
●モンスターオリジナルV-GRIP ●1080p、60/120Hz、8-10Bit
カラー対応 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強い24Kメッキ端子採
用 ●高密度三層シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐久
性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット

HDMI ケーブル画質・音質・機能性すべてにおいてハイパフォーマンスなフラッグシップライン
はずれにくい、モンスターオリジナルの「V-GRIP」採用HDMI ケーブル

HDMIケーブルをより使いやすく
さまざまな使用シーンに対応するアダプターシリーズHDMIアダプター

21.0mm
高さ12.5mm

21.0mm
高さ12.5mm

21.0mm
高さ12.5mm

最高伝送速度 ： 21Gbps

最高伝送速度 ： 17.8Gbps

最高伝送速度 ： 15.8Gbps

最高伝送速度 ： 14.3Gbps

最高伝送速度 ： 10.2Gbps

4K
3D、ARC
対応

Mシリーズ

3D
ARC
対応

3D
ARC
対応

3D
ARC
対応



21.0mm
高さ12.5mm

※ヘッドが自在に曲がるアダプター
　「VA HDMI S-ADPT」を同梱しています

※ヘッドが自在に曲がるアダプター
　「VA HDMI S-ADPT」を同梱しています
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※表示価格は希望小売価格です。
※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

※表示価格は希望小売価格です。
※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

※在庫僅少 ※在庫僅少

M1000HD4V
M1000HD4V-1.2M 希望小売価格¥19,950（1.2m・税別¥19,000）
  JAN：T4961330031712

M1000HD4V-2.4M 希望小売価格¥26,250（2.4m・税別¥25,000）
  JAN：T4961330031729

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル/4K解析度対応 ●Ethernet対応 ●モンスターオリジナルV-GRIP ●シルバーコーティングされた内部銅線が抵抗を抑え、信号伝送を最適化、内
部導線の端子への結線にシルバー半田を使用 ●耐久性に優れた金属製シェル ●ニトロゲンガスを注入した絶縁体により、導線の経年変化と内部ズレを防止 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強
い２４Ｋメッキ端子採用 ●アルミホイルと高密度銅編線による４重シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット

21.0mm
高さ12.5mm

M2000HD4V
M2000HD4V-1.2M 希望小売価格¥26,250（1.2m・税別¥25,000）
   JAN：T4961330031767

M2000HD4V-2.4M 希望小売価格¥32,550（2.4m・税別¥31,000）
  JAN：T4961330031774

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル/4K解析度対応 ●Ethernet対応 ●モンスターオリジナルV-GRIP ●シルバーコーティングされた内部銅線が抵抗を抑え、信号伝送を最適化、内
部導線の端子への結線にシルバー半田を使用 ●耐久性に優れた金属製シェル ●ニトロゲンガスを注入した絶縁体により、導線の経年変化と内部ズレを防止 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強
い２４Ｋメッキ端子採用 ●アルミホイルと高密度銅編線による４重シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット

VA DVI-HDMISL MK2（HDMIメス→DVIオス）
VA DVI-HDMISL  MK2   希望小売価格¥8,190（1個・税別¥7,800）　　UPC：050644459207 VA HDMI-DVI SL   希望小売価格¥8,190（1個・税別¥7,800）　　 UPC：050644459191

VA HDMI-DVISL MK2（DVIメス→HDMIオス）

●容易かつ確実な取り付けを可能にする大型パワースクリュー ●銀を含む半田づけで伝導性を改
良 ●24金メッキ端子採用で経年変化による腐食防止 

●細かな信号劣化も防ぐ銀メッキ加工された銅配線 ●24金メッキ端子採用で経年変化による
腐食防止

DVI⇒HDMI　変換アダプタ ーHDMI⇒DVI　変換アダプタ ー

44.0mm
高さ17.0mm

44.0mm
高さ17.0mm

高さ14.5mm
23.5mm

高さ14.5mm
23.5mm

HDMI連結器

VA HDMI CPL
（HDMIメス→HDMIメス）

●2本のHDMIケーブル（オス端子）を簡単に接続）　●2層
のシールディングにより優れた干渉阻止性能を発揮　●24
金メッキ端子採用で経年変化による腐食防止

VA HDMI CPL　
希望小売価格¥6,720（1個・税別¥6,400）  
UPC : 050644498930

HDMIアダプター

VA HDMI R-ADPT
（HDMIメス→HDMIオス）

●壁との隙間にHDMIケーブルを簡単設置　●2層のシー
ルディングにより優れた干渉阻止性能を発揮　●24金メッ
キ端子採用で経年変化による腐食防止

VA HDMI R-ADPT    
希望小売価格¥6,720（1個・税別¥6,400） 
UPC : 050644499326

HDMIアダプター

VA HDMI S-ADPT
（HDMIメス→HDMIオス）

●自在に曲がるヘッドで、狭い場所でもHDMIケーブルを簡単
に設置　●2層のシールディングにより優れた干渉阻止性能
を発揮　●24金メッキ端子採用で経年変化による腐食防止

VA HDMI S-ADPT    
希望小売価格¥4,410（1個・税別¥4,200） 
UPC : 050644545771

4K
3D、ARC
対応

先進性能とコストパフォーマンスを両立したスタンダードライン
はずれにくい、モンスターオリジナルの「V-GRIP」採用

MCシリーズ

MC800HD4V
MC800HD4V-1M 希望小売価格¥6,510（1m・税別¥6,200） 
 JAN : T4961330035369

MC800HD4V-2M 希望小売価格¥7,560（2m・税別¥7,200） 
 JAN : T4961330035352

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル対応  ●Ethernet対応 
●モンスターオリジナルV-GRIP ●1080p、120/240Hz、8-14
Bitカラー対応 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強い24Kメッキ端
子採用 ●高密度三層シールドにより、外来ノイズによる影響を抑
制 ●耐久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット 
  

MC700HD4V
MC700HD4V-1M 希望小売価格¥5,460（1m・税別¥5,200） 
 JAN : T4961330035383

MC700HD4V-2M 希望小売価格¥6,090（2m・税別¥5,800） 
 JAN : T4961330035376

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル対応 ●Ethernet対応 
●モンスターオリジナルV-GRIP ●1080p、60/120Hz、8-12Bit
カラー対応 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強い24Kメッキ端子
採用 ●高密度三層シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐
久性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット 
  

MC500HD4V
MC500HD4V-1M 希望小売価格¥4,410（1m・税別¥4,200） 
 JAN : T4961330035406

MC500HD4V-2M 希望小売価格¥5,040（2m・税別¥4,800） 
 JAN : T4961330035390

●3D映像伝送/オーディオリターンチャンネル対応 ●Ethernet対応 
●モンスターオリジナルV-GRIP ●1080p、60/120Hz、8-10Bit
カラー対応 ●接触抵抗が少なく、経年変化に強い24Kメッキ端子採
用 ●高密度三層シールドにより、外来ノイズによる影響を抑制 ●耐久
性、柔軟性に優れたプロ仕様デュラフレックスジャケット

HDMI ケーブル画質・音質・機能性すべてにおいてハイパフォーマンスなフラッグシップライン
はずれにくい、モンスターオリジナルの「V-GRIP」採用HDMI ケーブル

HDMIケーブルをより使いやすく
さまざまな使用シーンに対応するアダプターシリーズHDMIアダプター

21.0mm
高さ12.5mm

21.0mm
高さ12.5mm

21.0mm
高さ12.5mm

最高伝送速度 ： 21Gbps

最高伝送速度 ： 17.8Gbps

最高伝送速度 ： 15.8Gbps

最高伝送速度 ： 14.3Gbps

最高伝送速度 ： 10.2Gbps

4K
3D、ARC
対応

Mシリーズ

3D
ARC
対応

3D
ARC
対応

3D
ARC
対応



光デジタルケーブル

MC400DFO
MC400DFO-1M　    
希望小売価格¥10,080
（1m・税別¥9,600）
 UPC：050644448799

MC400DFO-2M　    
希望小売価格¥12,600
（2m・税別¥12,000）
UPC：050644448805

●内部の反射を抑え、信号を最大限に伝送する高精度研磨による端子部を採用。●より正確
な伝送のために最適化された低ロス仕様の光ファイバーを導体に採用。●耐久性・柔軟性に
優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケット。

MC200Ⅰ
MC200Ⅰ-1M
希望小売価格¥5,040
（1m・税別¥4,800）
UPC：050644448737

MC200Ⅰ-2M
希望小売価格¥7,350
（2m・税別¥7,000）
UPC：050644448744

●ピン接合部分に6カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する24金メッキのタービン
プラグとスプリットセンターピン採用。●シールドをアース側の芯線と分けることにより、外
来ノイズの影響を抑え、より正確な信号伝送を実現する2芯線構造。●耐久性・柔軟性に優
れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケット。

スピーカーケーブル

●低域用導体を6本使用した2分割バンドウィズスバランス構造 ●モンスター特許技術、先進のタイム
コレクト構造 ●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチューブを通し、磁界の乱れによる信号へ
の悪影響を防止 ●高域の伝達力を高める最新素材PEX絶縁体 ●耐久性･柔軟性に優れ経年変化に強い
外部被覆、デュラフレックス･ジャケット

●モンスター特許技術、先進のタイムコレクト構造 ●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチュー
ブを通し、磁界の乱れによる信号への悪影響を防止 ●導線を外側から直接ガードするLPE絶縁体 ●耐久性
･柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス･ジャケット

Z1

NMC

Z1　希望小売価格¥2,100（／1ｍ・税別¥2,000）　　  UPC：050644236921

　　　　　　　　　　　　　　

NMC　希望小売価格 ¥1,050（／1ｍ・税別¥1,000）　JAN：T4961330004761

外径 : φ11.5ｍｍ　 芯径 : φ4.5ｍｍ

外径 :12.5 ｍｍ×7.2ｍｍ　 芯径 : φ3.0ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

外径 : 9.0mｍ×4.0ｍｍ　 芯径 : φ2.0ｍｍ

●モンスター特許技術、先進のタイムコレクト構造 ●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチュー
ブを通し、磁界の乱れによる信号への悪影響を防止 ●導線を外側から直接ガードするLPE絶縁体 ●耐久性
･柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス･ジャケット

XPHP
XPHP 希望小売価格¥735（／1ｍ・税別¥700）　JAN：T4961330004723
 

XPHP100 希望小売価格¥735（／1ｍ・税別¥700）　JAN：T4961330007175

●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチューブを通し、磁界の乱れによる信号への悪影響を防止 
●導線を外側から直接ガードするLPE絶縁体 ●耐久性･柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレ
ックス･ジャケット　●XP-15M/XP-30Mはミニスプールタイプ

XP 希望小売価格¥525（／1ｍ・税別¥500）　JAN：T4961330004716
 

XP150 希望小売価格¥525（／1ｍ・税別¥500）　UPC：050644107535
 

XP-15M　 希望小売価格￥7,875（／15m・税別￥7,500）　UPC：050644459085
XP-30M 希望小売価格￥15,750（／30m・税別￥15,000）　UPC：050644459092
外径 : 8.0ｍｍ×3.8ｍｍ　芯径 : φ1.8ｍｍ

XP-15M

XP
※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は100m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。
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※表示価格は希望小売価格です。

※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

デジタル同軸ケーブル

MC400DCX
MC400DCX-1M 希望小売価格¥10,080（1m・税別¥9,600） UPC：050644448829

MC400DCX-2M 希望小売価格¥12,600（2m・税別¥12,000） UPC：050644448836

●ピン接合部分に6カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する
24金メッキのタービンプラグとスプリットセンターピン採用。●ガス
を注入した絶縁体により、導線の経年変化と内部ズレを防止。●耐久
性・柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケ
ット。

●低域専用導体の採用により、より確実な低域の伝送を実現●ピン接合部分に6カットの切れ
込みを入れ確実な接続を保証する24金メッキのタービンプラグとスプリット・センターピン採
用 ●アルミニウム処理「マイラー」フォイルシールド＋高密度銅ブレードによりノイズの除去を
最大化 ●耐久性・柔軟性に優れ、経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケット

MC400SW-4M
希望小売価格￥11,970
（4m・税別¥11,400）
UPC：050644448911

MC400SW-8M
希望小売価格¥17,640
（8m・税別¥16,800）
UPC:050644448928

MC400SW
サブウーファー用ケーブル

※表示価格は希望小売価格です。　※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

S16

●高純度の導線を導体に採用 ●強力ジャケットで振動をシャットアウト 

S16　希望小売価格¥210（／1ｍ・税別¥200）　JAN：T4961330004709

外径 : 7.0ｍｍ×3.5ｍｍ　 芯径 : φ1.5ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。

振動に強い構造で、ノイズを低減
スピーカーの能力を確実に引き出す多彩なラインナップスピーカーケーブル信号の損失を防いで、マスターを極限まで引き出す構造

ハイクオリティなAV環境の構築をサポートオーディオケーブル

MC400Ⅰ

●ピン接合部分に12カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する24金メッキのタービン
プラグとスプリットセンターピン採用。●各帯域どうしの干渉を防ぐマイクロファイバー絶縁
体●高域の伝達力を高める最新素材PEX絶縁体。●耐久性・柔軟性に優れ経年変化に強い
外部被覆、デュラフレックス・ジャケット。●100%アルミホイルのシールドにより、ローノイズ
で高品質な音楽再生を実現。

NEW

オーディオRCAピンケーブル

M1000Ⅰ MK2
M1000Ⅰ MK2-1.2M　    希望小売価格¥22,050（1.2m・税別¥21,000）  　UPC：050644449734
M1000Ⅰ MK2-2.4M　    希望小売価格¥32,550（2.4m・税別¥31,000）  　UPC：050644449741　

●各帯域ごとに導体の線径を変え、より正確なマスター音源の伝送を
可能にする3wayタイムコレクト＆バンドウィズバランス構造●ピン接
合部分に12カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する24金メッ
キのタービンプラグとスプリットセンターピン●各帯域どうしの干渉を
防ぐマイクロファイバー絶縁体●高域の伝達力を高める最新素材
PEX絶縁体●特に低周波ノイズの低減に威力を発揮する「高密度銅
編線シールド」と、高純度の伝送を可能にする「銅ホイルシールド」の
二層構造

MC400Ⅰ-1M　    
希望小売価格¥10,080
（1m・税別¥9,600）  
UPC：050644448676

MC400Ⅰ-2M　    
希望小売価格¥12,600
（2m・税別¥12,000）  
UPC：050644448683



光デジタルケーブル

MC400DFO
MC400DFO-1M　    
希望小売価格¥10,080
（1m・税別¥9,600）
 UPC：050644448799

MC400DFO-2M　    
希望小売価格¥12,600
（2m・税別¥12,000）
UPC：050644448805

●内部の反射を抑え、信号を最大限に伝送する高精度研磨による端子部を採用。●より正確
な伝送のために最適化された低ロス仕様の光ファイバーを導体に採用。●耐久性・柔軟性に
優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケット。

MC200Ⅰ
MC200Ⅰ-1M
希望小売価格¥5,040
（1m・税別¥4,800）
UPC：050644448737

MC200Ⅰ-2M
希望小売価格¥7,350
（2m・税別¥7,000）
UPC：050644448744

●ピン接合部分に6カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する24金メッキのタービン
プラグとスプリットセンターピン採用。●シールドをアース側の芯線と分けることにより、外
来ノイズの影響を抑え、より正確な信号伝送を実現する2芯線構造。●耐久性・柔軟性に優
れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケット。

スピーカーケーブル

●低域用導体を6本使用した2分割バンドウィズスバランス構造 ●モンスター特許技術、先進のタイム
コレクト構造 ●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチューブを通し、磁界の乱れによる信号へ
の悪影響を防止 ●高域の伝達力を高める最新素材PEX絶縁体 ●耐久性･柔軟性に優れ経年変化に強い
外部被覆、デュラフレックス･ジャケット

●モンスター特許技術、先進のタイムコレクト構造 ●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチュー
ブを通し、磁界の乱れによる信号への悪影響を防止 ●導線を外側から直接ガードするLPE絶縁体 ●耐久性
･柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス･ジャケット

Z1

NMC

Z1　希望小売価格¥2,100（／1ｍ・税別¥2,000）　　  UPC：050644236921

　　　　　　　　　　　　　　

NMC　希望小売価格 ¥1,050（／1ｍ・税別¥1,000）　JAN：T4961330004761

外径 : φ11.5ｍｍ　 芯径 : φ4.5ｍｍ

外径 :12.5 ｍｍ×7.2ｍｍ　 芯径 : φ3.0ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

外径 : 9.0mｍ×4.0ｍｍ　 芯径 : φ2.0ｍｍ

●モンスター特許技術、先進のタイムコレクト構造 ●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチュー
ブを通し、磁界の乱れによる信号への悪影響を防止 ●導線を外側から直接ガードするLPE絶縁体 ●耐久性
･柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス･ジャケット

XPHP
XPHP 希望小売価格¥735（／1ｍ・税別¥700）　JAN：T4961330004723
 

XPHP100 希望小売価格¥735（／1ｍ・税別¥700）　JAN：T4961330007175

●導体の中心に絶縁体、マグネティックフラックスチューブを通し、磁界の乱れによる信号への悪影響を防止 
●導線を外側から直接ガードするLPE絶縁体 ●耐久性･柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレ
ックス･ジャケット　●XP-15M/XP-30Mはミニスプールタイプ

XP 希望小売価格¥525（／1ｍ・税別¥500）　JAN：T4961330004716
 

XP150 希望小売価格¥525（／1ｍ・税別¥500）　UPC：050644107535
 

XP-15M　 希望小売価格￥7,875（／15m・税別￥7,500）　UPC：050644459085
XP-30M 希望小売価格￥15,750（／30m・税別￥15,000）　UPC：050644459092
外径 : 8.0ｍｍ×3.8ｍｍ　芯径 : φ1.8ｍｍ

XP-15M

XP
※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は100m単位で承ります。

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。
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※表示価格は希望小売価格です。

※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

デジタル同軸ケーブル

MC400DCX
MC400DCX-1M 希望小売価格¥10,080（1m・税別¥9,600） UPC：050644448829

MC400DCX-2M 希望小売価格¥12,600（2m・税別¥12,000） UPC：050644448836

●ピン接合部分に6カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する
24金メッキのタービンプラグとスプリットセンターピン採用。●ガス
を注入した絶縁体により、導線の経年変化と内部ズレを防止。●耐久
性・柔軟性に優れ経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケ
ット。

●低域専用導体の採用により、より確実な低域の伝送を実現●ピン接合部分に6カットの切れ
込みを入れ確実な接続を保証する24金メッキのタービンプラグとスプリット・センターピン採
用 ●アルミニウム処理「マイラー」フォイルシールド＋高密度銅ブレードによりノイズの除去を
最大化 ●耐久性・柔軟性に優れ、経年変化に強い外部被覆、デュラフレックス・ジャケット

MC400SW-4M
希望小売価格￥11,970
（4m・税別¥11,400）
UPC：050644448911

MC400SW-8M
希望小売価格¥17,640
（8m・税別¥16,800）
UPC:050644448928

MC400SW
サブウーファー用ケーブル

※表示価格は希望小売価格です。　※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

S16

●高純度の導線を導体に採用 ●強力ジャケットで振動をシャットアウト 

S16　希望小売価格¥210（／1ｍ・税別¥200）　JAN：T4961330004709

外径 : 7.0ｍｍ×3.5ｍｍ　 芯径 : φ1.5ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。

振動に強い構造で、ノイズを低減
スピーカーの能力を確実に引き出す多彩なラインナップスピーカーケーブル信号の損失を防いで、マスターを極限まで引き出す構造

ハイクオリティなAV環境の構築をサポートオーディオケーブル

MC400Ⅰ

●ピン接合部分に12カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する24金メッキのタービン
プラグとスプリットセンターピン採用。●各帯域どうしの干渉を防ぐマイクロファイバー絶縁
体●高域の伝達力を高める最新素材PEX絶縁体。●耐久性・柔軟性に優れ経年変化に強い
外部被覆、デュラフレックス・ジャケット。●100%アルミホイルのシールドにより、ローノイズ
で高品質な音楽再生を実現。

NEW

オーディオRCAピンケーブル

M1000Ⅰ MK2
M1000Ⅰ MK2-1.2M　    希望小売価格¥22,050（1.2m・税別¥21,000）  　UPC：050644449734
M1000Ⅰ MK2-2.4M　    希望小売価格¥32,550（2.4m・税別¥31,000）  　UPC：050644449741　

●各帯域ごとに導体の線径を変え、より正確なマスター音源の伝送を
可能にする3wayタイムコレクト＆バンドウィズバランス構造●ピン接
合部分に12カットの切れ込みを入れ確実な接続を保証する24金メッ
キのタービンプラグとスプリットセンターピン●各帯域どうしの干渉を
防ぐマイクロファイバー絶縁体●高域の伝達力を高める最新素材
PEX絶縁体●特に低周波ノイズの低減に威力を発揮する「高密度銅
編線シールド」と、高純度の伝送を可能にする「銅ホイルシールド」の
二層構造

MC400Ⅰ-1M　    
希望小売価格¥10,080
（1m・税別¥9,600）  
UPC：050644448676

MC400Ⅰ-2M　    
希望小売価格¥12,600
（2m・税別¥12,000）  
UPC：050644448683
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カスタムインストールスピーカーケーブル

S14-4CL
オープン価格　　  UPC：050644286995

芯径 : φ2.0ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。

XP-CI
XP-CI-5OM   希望小売価格 ￥26,250（／50m・税別￥25,000）
UPC：050644399985
※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

S16-4CL
オープン価格　　  UPC：050644287015

芯径 : φ1.3ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。

■自立スタンド付きのリールが入ったオリジナル
パッケージ。箱からリールを出すことなく、ケー
ブルが引き出せるため、施工現場での取り扱い
が容易です。

■長い引き回しでも減衰を抑える4芯構造

■電磁波の発生を抑える4芯構造を採用することで、長い引き回しでも信号レベルの減衰を
低減。クリアでダイナミックなサウンドを再現します。ま
た設置現場での引き回しやすさを配慮し低摩擦タイプを
採用。耐久性、柔軟性に優れ経年変化に強い外部被膜。

端末処理パーツ ■QLGMT-HMK2、QLGAS-HMK2の取りつけ方法端末処理パーツ端末処理パーツ バナナ端子U字型端子バナナ端子

QLGMT-H MK2
QLGMT-H  MK2　　希望小売価格￥5,880（4個1組・税別¥5,600）　　UPC：050644455780
●圧着およびハンダ付け不要のワンタッチ式

QLGAS-H MK2
QLGAS-H MK2　　希望小売価格￥5,880（4個1組・税別¥5,600）　　UPC：050644455803
●圧着およびハンダ付け不要のワンタッチ式

φ4mm（内径）

約15mm

①ケーブルの被覆を約15mm
　取り除いて芯線を出します。

②ケーブルを本体に差し込みます。

③芯線を開いて、図のように被せます。 ④先端部を取りつけます。

9
※表示価格は希望小売価格です。
※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

※表示価格は希望小売価格です。　※ロール切り売りスピーカーケーブルは、S14-4CL、S16-4CL、S16が150ｍ巻き、XP、XPHPが50ｍ巻きと100ｍ巻き、その他は50ｍ巻きです。　
※NMC、XPHP、XP、S16につきましては、“MONSTER CABLE”とプリントされている側が +（ホット）となります。

ＭＣ１０００ＨＤ４Ｖ
MC1000HD4V-10M オープン価格（10m） JAN：Ｔ4961330031897
MC1000HD4V-15M オープン価格（15m） JAN：Ｔ4961330031903
MC1000HD4V-22M オープン価格（22m） JAN：Ｔ4961330031910

●３Ｄ映像伝送／オーディオリターンチャンネル／４Ｋ解析度対応●３Ｄ映像伝送／オーディオリターンチャンネル対応

高さ12.5mm

高さ12.5mm

カスタムインストールHDMI ケーブル

ＭＣ７００ＨＤ４Ｖ
MC700HD4V-10M  オープン価格（10m） JAN：T4961330031873
MC700HD4V-15M   オープン価格（15m） JAN：Ｔ4961330031880

21.0mm
高さ12.5mm

21.0mm

21.0mm

●屋根裏等の配線に適した75℃（UL-CL3認証済）の耐熱被
覆を使用 ●滑らかで柔軟性に富んだ外形＝丸型被覆がより
通線を容易に ●長期間の隠蔽配線に対応する、録音スタジオ
のプロが認める高耐久構造 ●導線内部の磁界を分解、外部か
らのシールド性にも優れる独自設計により、長距離配線でも音
質を損なわない

3D、ARC
対 応

DLUSBAS
DLUSBAS-3F 希望小売価格¥3,780（0.9m・税別¥3,600）
  UPC：050644526282

DLUSBAS-7F 希望小売価格¥5,460（2.1m・税別¥5,200）
　　　　　　　　　　　　　　　　 UPC：050644501388

さまざまな設置パターンに対応する長尺ケーブルシリーズカスタムインストールケーブルあらゆるデジタル製品を高品位に接続USB/ネットワークケーブル

外径 : φ6.0ｍｍ　芯径 : φ1.8ｍｍ

設置の手順をより簡単に
高品位で扱いやすい端末処理パーツシリーズ端末処理パーツ

MTMS-B4
MTMS-B4　　希望小売価格¥4,200（4個1組・税別¥4,000）　　 JAN：T4961330007687
●圧着式で接続願います。

USBケーブル

DLUSBHSM
DLUSBHSM-0.5F 希望小売価格¥2,310（15cm・税別¥2,200）
  UPC：050644530975

DLUSBHSM-1.5F 希望小売価格¥2,940（45cm・税別¥2,800）
　　　　　　　　　　　　　　　　 UPC：050644501319

Mini USBケーブル

●USB2.0cable ●コネクタタイプ：USB TypeA-USB TypeB
●伝送速度1,200Mbps※対応 ●外来ノイズと内部ノイズ、電磁
波などから効果的に信号を守り、電気信号の減衰を極力抑える丈
夫な二層シールド ●導電性が高く、酸化による腐食への強い耐性
を実現した24金メッキコネクター 

●伝送速度800Mbpsに対応したMiniUSBケーブル ●耐久性、
柔軟性に優れたプロ仕様Duraflex素材の保護外装 ●音楽や写真
など、大容量ファイルの転送時に

DLNET6AS
DLNET6AS-3F 希望小売価格¥2,940（0.9m・税別¥2,800）
  UPC：050644501470

DLNET6AS-7F  希望小売価格¥4,410（2.1m・税別¥4,200）
　　　　　　　　　　　　　　　　 UPC：050644501487

ネットワークケーブル

DLUSBHSMI
DLUSBHSMI-1.5F 希望小売価格¥2,940（45cm・税別¥2,800）
  UPC：050644526299

Micro USBケーブル

●CAT6eに準拠した伝送速度10Gbps対応 ●外来ノイズと内
部ノイズ、電磁波などから効果的に信号を守り、電気信号の減衰を
極力抑える丈夫な二層シールド ●導電性が高く、酸化による腐食
への強い耐性を実現した24金メッキコネクター ●高解像度の画
像や映像、音楽、マルチプレーヤーでのゲーム等、高いデータ伝送
能力が求められる接続に

●伝送速度800Mbpsに対応したMicroUSBケーブル ●耐久
性、柔軟性に優れたプロ仕様Duraflex素材の保護外装 ●スマー
トフォンや携帯情報端末機器の充電やデータ転送時に 

※データおよびパワーの転送速度は接続されているデバイスの能力を上回ることはありません

4K
3D、ARC
対応
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カスタムインストールスピーカーケーブル

S14-4CL
オープン価格　　  UPC：050644286995

芯径 : φ2.0ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。

XP-CI
XP-CI-5OM   希望小売価格 ￥26,250（／50m・税別￥25,000）
UPC：050644399985
※販売店さまへ　ご注文は50m単位で承ります。

S16-4CL
オープン価格　　  UPC：050644287015

芯径 : φ1.3ｍｍ

※販売店さまへ　ご注文は150m単位で承ります。

■自立スタンド付きのリールが入ったオリジナル
パッケージ。箱からリールを出すことなく、ケー
ブルが引き出せるため、施工現場での取り扱い
が容易です。

■長い引き回しでも減衰を抑える4芯構造

■電磁波の発生を抑える4芯構造を採用することで、長い引き回しでも信号レベルの減衰を
低減。クリアでダイナミックなサウンドを再現します。ま
た設置現場での引き回しやすさを配慮し低摩擦タイプを
採用。耐久性、柔軟性に優れ経年変化に強い外部被膜。

端末処理パーツ ■QLGMT-HMK2、QLGAS-HMK2の取りつけ方法端末処理パーツ端末処理パーツ バナナ端子U字型端子バナナ端子

QLGMT-H MK2
QLGMT-H  MK2　　希望小売価格￥5,880（4個1組・税別¥5,600）　　UPC：050644455780
●圧着およびハンダ付け不要のワンタッチ式

QLGAS-H MK2
QLGAS-H MK2　　希望小売価格￥5,880（4個1組・税別¥5,600）　　UPC：050644455803
●圧着およびハンダ付け不要のワンタッチ式

φ4mm（内径）

約15mm

①ケーブルの被覆を約15mm
　取り除いて芯線を出します。

②ケーブルを本体に差し込みます。

③芯線を開いて、図のように被せます。 ④先端部を取りつけます。

9
※表示価格は希望小売価格です。
※受注生産につきましては、納期は約1ヶ月ほどになります。

※表示価格は希望小売価格です。　※ロール切り売りスピーカーケーブルは、S14-4CL、S16-4CL、S16が150ｍ巻き、XP、XPHPが50ｍ巻きと100ｍ巻き、その他は50ｍ巻きです。　
※NMC、XPHP、XP、S16につきましては、“MONSTER CABLE”とプリントされている側が +（ホット）となります。

ＭＣ１０００ＨＤ４Ｖ
MC1000HD4V-10M オープン価格（10m） JAN：Ｔ4961330031897
MC1000HD4V-15M オープン価格（15m） JAN：Ｔ4961330031903
MC1000HD4V-22M オープン価格（22m） JAN：Ｔ4961330031910

●３Ｄ映像伝送／オーディオリターンチャンネル／４Ｋ解析度対応●３Ｄ映像伝送／オーディオリターンチャンネル対応

高さ12.5mm

高さ12.5mm

カスタムインストールHDMI ケーブル

ＭＣ７００ＨＤ４Ｖ
MC700HD4V-10M  オープン価格（10m） JAN：T4961330031873
MC700HD4V-15M   オープン価格（15m） JAN：Ｔ4961330031880

21.0mm
高さ12.5mm

21.0mm

21.0mm

●屋根裏等の配線に適した75℃（UL-CL3認証済）の耐熱被
覆を使用 ●滑らかで柔軟性に富んだ外形＝丸型被覆がより
通線を容易に ●長期間の隠蔽配線に対応する、録音スタジオ
のプロが認める高耐久構造 ●導線内部の磁界を分解、外部か
らのシールド性にも優れる独自設計により、長距離配線でも音
質を損なわない

3D、ARC
対 応

DLUSBAS
DLUSBAS-3F 希望小売価格¥3,780（0.9m・税別¥3,600）
  UPC：050644526282

DLUSBAS-7F 希望小売価格¥5,460（2.1m・税別¥5,200）
　　　　　　　　　　　　　　　　 UPC：050644501388

さまざまな設置パターンに対応する長尺ケーブルシリーズカスタムインストールケーブルあらゆるデジタル製品を高品位に接続USB/ネットワークケーブル

外径 : φ6.0ｍｍ　芯径 : φ1.8ｍｍ

設置の手順をより簡単に
高品位で扱いやすい端末処理パーツシリーズ端末処理パーツ

MTMS-B4
MTMS-B4　　希望小売価格¥4,200（4個1組・税別¥4,000）　　 JAN：T4961330007687
●圧着式で接続願います。

USBケーブル

DLUSBHSM
DLUSBHSM-0.5F 希望小売価格¥2,310（15cm・税別¥2,200）
  UPC：050644530975

DLUSBHSM-1.5F 希望小売価格¥2,940（45cm・税別¥2,800）
　　　　　　　　　　　　　　　　 UPC：050644501319

Mini USBケーブル

●USB2.0cable ●コネクタタイプ：USB TypeA-USB TypeB
●伝送速度1,200Mbps※対応 ●外来ノイズと内部ノイズ、電磁
波などから効果的に信号を守り、電気信号の減衰を極力抑える丈
夫な二層シールド ●導電性が高く、酸化による腐食への強い耐性
を実現した24金メッキコネクター 

●伝送速度800Mbpsに対応したMiniUSBケーブル ●耐久性、
柔軟性に優れたプロ仕様Duraflex素材の保護外装 ●音楽や写真
など、大容量ファイルの転送時に

DLNET6AS
DLNET6AS-3F 希望小売価格¥2,940（0.9m・税別¥2,800）
  UPC：050644501470

DLNET6AS-7F  希望小売価格¥4,410（2.1m・税別¥4,200）
　　　　　　　　　　　　　　　　 UPC：050644501487

ネットワークケーブル

DLUSBHSMI
DLUSBHSMI-1.5F 希望小売価格¥2,940（45cm・税別¥2,800）
  UPC：050644526299

Micro USBケーブル

●CAT6eに準拠した伝送速度10Gbps対応 ●外来ノイズと内
部ノイズ、電磁波などから効果的に信号を守り、電気信号の減衰を
極力抑える丈夫な二層シールド ●導電性が高く、酸化による腐食
への強い耐性を実現した24金メッキコネクター ●高解像度の画
像や映像、音楽、マルチプレーヤーでのゲーム等、高いデータ伝送
能力が求められる接続に

●伝送速度800Mbpsに対応したMicroUSBケーブル ●耐久
性、柔軟性に優れたプロ仕様Duraflex素材の保護外装 ●スマー
トフォンや携帯情報端末機器の充電やデータ転送時に 

※データおよびパワーの転送速度は接続されているデバイスの能力を上回ることはありません

4K
3D、ARC
対応
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オンキヨーオーディオコールセンター

http://onkyodirect.jp/

FS CLNKIT SM1

●液晶TVやデジタルカメラのディスプ
レイを傷つけずに、埃や指紋、及び細菌
を安全に除去 　●帯電防止効果で埃
の再付着を防止　●抗菌保護クロス同
梱　●アルコール/アンモニア不使用 
●主成分：電解アルカリイオン水、合成
ミネラル　●容量：45ml

FS CLNKIT SM1
希望小売価格¥1,470（1個・税別¥1,400）  
UPC : 050644468902

MC CLNTCH PEN

●スマートフォンや携帯電子機器
のディスプレイを傷付けずに、埃
や指紋、及び細菌を安全に除去。
●抗菌保護クロス同梱　●主成
分：電解アルカリイオン水、合成ミ
ネラル　●容量：2.2ml 

MC CLNTCH PEN    
希望小売価格¥2.940（1個・税別2,800） 
UPC : 050644585852

スクリーンクリーナー

MC CLNKIT COMP

●ノートPCのディスプレイを傷つけず
に、埃や指紋、及び細菌を安全に除去　
●帯電防止効果で埃の再付着を防止　
●抗菌保護クロス、マイクロファイバー
クロス同梱　●アルコール/アンモニア
不使用　●主成分：電解アルカリイオン
水、合成ミネラル　●容量：45ml

MC CLNKIT COMP   
希望小売価格¥2,310（1個・税別¥2,200） 
UPC : 050644507618

デリケートな電子機器を安全にクリーニングスクリーンクリーナー

このカタログの記載内容は2012年5月現在のものです。


