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車にスマホの指定席を！ 

用途に合わせて選べる車載ホルダー4種を好評発売中 
 

 

 

※画像はイメージです。 

株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房通販サイト内雑貨

専門店「Nantena」にて、用途に合わせて選べるスマホ用車載ホルダー4種を好評発売中です。 

 

【HC-01】 

■挟み込み式ホルダー 

バネの力で挟みこむので取り付け簡単！クッション付きなので、傷の心配もありません 

 

■球体接合で 360度回転を実現！ 

可動部の自由度が高く、角度の調整も行えます。 

また、手回し式のネジを締めることで、角度を固定することができます。  

 

■取付け簡単！吸盤式 

レバーを倒すだけの簡単操作でさまざまな場所に取り付けることができます。  

 

 

【HC-02】 

■3点固定式ホルダー 

スライド式で高さの調整が可能です。下 2か所を上から挟み込むことで、3点でガッチリ固定できるので落下

の心配もありません。 

 



■球体接合で 360度回転を実現！ 

可動部の自由度が高く、角度の調整も行えます。 

また、手回し式のネジを締めることで、角度を固定することができます。 

 

■取付け簡単！吸盤式 

レバーを倒すだけの簡単操作でさまざまな場所に取り付けることができます。 

 

【Holder+Charger/iPhone5、6】 

■Lightning充電ホルダー 

シガーソケットに設置し、充電しながら iPhone を固定しておくことが可能です（iPhone5、iPhone6） 

※アップル未認定 

また、USB コネクタを搭載。microUSB変換ケーブルも付属しているので、各種スマートフォンも充電可能で

す。 

 

■回転機能にも対応 

ホルダーは 180度回転するので、横向き利用も可能！ 

シガーコネクタ部分とホルダー部分を繋ぐアームがクネクネ曲がるので自由度が高く、様々な角度・方向へ

の調整を可能にしています。 

 

 

【Holder C47】 

■バックミラー吊り下げ式ホルダー 

バックミラーから吊り下がるので、目から近い位置にスマートフォンを設置できます。 

ダッシュボードに取り付けるのと違って、空中のスペースを有効活用できます。  

 

■クネクネアームで取付位置自由自在 

アーム部分は好きな角度に曲げられるので、自由に固定位置を調整できます。 

また、固めにできているので、走行の振動で位置がずれることもありません。  

 

■簡単ワンタッチホルダー 

ボタンを押すだけワンタッチで固定部の幅が広がります。 

幅を狭めてスマートフォンを挟むだけの簡単固定 

 

■回転機能搭載、縦でも横でも設置可能 

ホルダーは回転機能を搭載し、縦設置でも横設置でもご利用いただけます。 

縦設置の場合、可動式の足を出せば落下防止になります。 

可動式の足はしまうこともでき、横設置で大きめの機器の固定の邪魔になりません。 

 
 

 

リリース配信可能日:   2014年 10月 24 日(金) 

 

□パソコン工房のホームページ 

http://www.pc-koubou.jp/ 

□デジタル雑貨販売サイト Nantena 

http://www.pc-koubou.jp/


http://www.pc-koubou.jp/goods/nantena.php 

 

 

製品名:HC-01 

販売価格 699円（税別） 

755円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170311.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14102

4n01 

【製品詳細】 

 

 

製品名:HC-02 

販売価格 699円（税別） 

755円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170323.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14102

4n02 

【製品詳細】 

メーカー ノーブランド 

種類 車用モバイルホルダー 

角度 調整可能 

可動範囲 回転：360° 

固定方法 吸盤式 

特徴 1 挟み込み式ホルダーで、様々サイズのスマートフォンに対応。 

特徴 2 ホルダー部開閉幅：約 58～約 65mm 

色 ブラック 

商品サイズ 脚部：約 70×約 70mm、首の長さ：約 50mm、ホルダー部：約 82×約 75×約 48mm 

パッケージサイズ 約 167×約 88×約 65mm 

重量 75ｇ 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

メーカー ノーブランド 

種類 車用モバイルホルダー 

角度 調整可能 

可動範囲 回転：360° 

固定方法 吸盤式 

特徴 1 3点式で、ガッチリ固定 

特徴 2 ホルダー部伸縮長：約 100～約 130mm 

特徴 3 設置可能なスマートフォンの幅：約 50～約 65mm（ホルダー下方の 2点固定部の幅） 

色 ブラック 

商品サイズ 脚部：約 70×約 70mm、首の長さ：約 50mm、ホルダー部：約 125×約 78×約 38mm 

パッケージサイズ 約 167×約 88×約 65mm 

重量 70ｇ 

保証期間 1 ヶ月間 

http://www.pc-koubou.jp/goods/nantena.php
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170311.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n01
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170311.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n01
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170323.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n02
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170323.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n02


 

 

製品名:Holder+Charger/iPhone5、6 

販売価格 1,280 円（税別） 

1,383円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170312.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14102

4n03 

【製品詳細】 

 

 

製品名:Holder C47 

販売価格 1,280 円（税別） 

1,383円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170272.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14102

4n04 

【製品詳細】 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

メーカー ノーブランド 

種類 車用モバイルホルダー 

可動範囲 回転：180° 

固定方法 本体：シガーソケット、ホルダー：Lightning 

特徴 1 ホルダーの Lightning コネクタで充電しながら車載可能。 

シガーコネクタには充電用 USBポートもついています。 

特徴 2 ホルダー部伸縮長：約 110～約 150mm 

色 ブラック 

商品サイズ シガーコネクタ部：約 83×約 40×約 38mm、アームの長さ：約 110mm、 

ホルダー部：約 125×約 78×約 38mm、付属 USB充電ケーブル：約 62cm 

パッケージサイズ 約 326×約 83×約 83mm 

重量 約 118g 

付属品 USB充電用ケーブル（USB - microUSB） 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ホルダー固定対応機種：iPhone5、iPhone6、Lightning コネクタ付きの機器 

※パッケージには for iPhone5 と記載されていますが、iPhone6 もホルダーに取付可能で

す。 

※アップル未認定品です。 

※スマートフォンは付属いたしません。 

メーカー ノーブランド 

種類 車用モバイルホルダー 

可動範囲 回転機能搭載 

固定方法 バックミラー挟み込み式 

特徴 1 バックミラーから吊り下げる、新しいタイプの車載ホルダー 

特徴 2 クネクネアームで、位置調整自由自在 

特徴 3 ホルダー部開閉幅：約 35～約 80mm、ミラー取付部開閉幅：約 58～約 95mm 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170312.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n03
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170312.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n03
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170272.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n04
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170272.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141024n04


 

 

【掲載 URLについて】 

本リリースに掲載させて頂いております URLの一部につきまして、リンク先をご確認頂いた際に、URL

が変換されます。つきましては、リンク先をご確認頂いた際のブラウザに表示された URL ではなく、

本リリースに掲載させて頂いております URLをそのまま貼り付けて頂きますようお願いいたします。 

 

 

【会社概要】  

社名 株式会社ユニットコム  

運営ショップ名  

パソコン工房   URL :  http://www.pc-koubou.jp 

グッドウィル   URL :  http://www.goodwill.jp/ 

ツートップ     URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス       URL :  http://www.faith-go.co.jp 

バイモア       URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア       URL :  http://www.sellmore.jp 

 

代表者     代表取締役 髙島 勇二  

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

事業内容   オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の

販売 

           パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス 

 

本リリースに関するお問い合わせ先 

株式会社ユニットコム Webマーケティング営業 G 

Tel   : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 

E-mail : y-inoue@pc-koubou.co.jp 

色 ブラック 

商品サイズ ミラー取付部：約 95×約 76×約 38mm、ホルダー部：約 95×約 57×43mm、 

アーム長：約 11.5cm 

パッケージサイズ 約 235×約 135×約 63mm 

重量 約 165g 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
http://www.sellmore.jp/

