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[リリース No. KH120026] 

2012年 12月 3日 

加賀ハイテック株式会社 

報道関係者各位 

 

 

ウルトラブックを Coolに演出する 
ジェイファイブ・クリエイト 

PC周辺機器『j5 create』ブランド製品の国内販売を開始 
 
 

 

加賀電子株式会社（東証 1 部：8154）の 100%子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、カメラ・カメラ用品

などを販売している加賀ハイテック株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：関 祥治、略称：加賀ハ

イテック）は、台湾の PC周辺機器メーカーKaijet Technology International Limited(カイジェット・テクノロジー・イン

ターナショナル)（本社：台北市 president：劉 培中、以下「カイジェット・テクノロジー・インターナショナル社」）の『j5 

create（ジェイファイブ・クリエイト）』ブランド製品を2012年12月7日より順次、全国の家電量販店、ネットショップ、

携帯ショップなどで販売することを発表いたします。 

 

j5 create ブランドは、スタイリッシュで美しいフォルムを持つ、先進的且つ便利な PC周辺機器ブランドとして、ア

ジア、欧米を中心とする全世界で広く販売されております。加賀ハイテックでは、j5 createの新製品として、ウルト

ラブック、ノートブック PC をデスクトップ並みの機能に拡張することのできるドッキングステーション、『“flute(フル

ート)シリーズ”』、USB接続するだけで簡単にデータの移動ができる『“リンクケーブルシリーズ”』、PCとアンドロイ

ド端末を USB 接続し、ミラー表示と、PC からの操作を可能にする『“Android Mirror(アンドロイドミラー)”』を 2012

年 12月 7日より順次販売開始いたします。 

 

スタイリッシュなフォルムにあらゆる機能を集約 

ドッキングステーション『“flute(フルート)シリーズ”』ラインナップ 

『“flute ultra JUD500”』,『“flute wormhole JUH320V2”』,『“flute newport JUD200”』 
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                                                                      価格 14,800円（税込）     

                                                     ※参考店頭販売価格 

［ドッキングステーション flute ultra JUD500製品写真］*ノートパソコンは付属していません。 

   価格 8,980円（税込） 

※参考店頭販売価格 

［ドッキングステーション flute wormhole JUH320V2製品写真］*ノートパソコンは付属していません。 

    価格 10,800 円(税込)                                            

※参考店頭販売価格 

［ドッキングステーション flute newport JUD200製品写真］*ノートパソコンは付属していません。 
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＜ドッキングステーション “flute ultra (フルート・ウルトラ)JUD500”の特徴＞         

 

①スタイリッシュなデザインに必要な全ての接続ポートを装備 

 

フルートを思わせるスタイリッシュなフォルムに、USB3.0×2、USB2.0、HDMI、VGA、イーサネット、スピーカー、マ

イクポートに加え、2 台の PC を USB 接続するだけでマウス、キーボードの共有、データの移動が簡単にできる

wormhole switch（ワームホールスイッチ）機能を搭載。スマートなウルトラブック、ノートブックにデスクトップ並み

の拡張性を持たせることができます。USB コネクタを接続するだけで、あらゆる機器との接続が可能です。 

 

 
 

②先進、便利 wormhole switch機能 

 

○マウス、キーボードの共有 

ｗormhole switchで接続された 2台の PC間で、マウス操作、キーボード入力がどちらからでも操作できます。 

片方のマウス、キーボードで両方の PC操作が可能です。しかも、異なる OS間での共有もサポート。 

Windows ⇔ mac間での共有も可能です。 

 

[マウスの共有のイメージ]                    [キーボード共有のイメージ] 

 

○簡単なデータ移動 

ｗormhole switchで接続された 2台の PC間で、コピーアンドペースト、ドラッグアンドドロップによるデータ移動が

可能。写真や動画といった大容量のデータでも、外部ストレージに移したり、ネットワークに接続することなく、スト

レスフリーで転送ができます。 

 

   

[コピーアンドペーストのイメージ]                [ドラッグアンドドロップのイメージ] 
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③多彩なディスプレイモード 

 

HDMI,VGA ポートを装備。最高解像度 2048×1152 ドットでの映像出力が可能。外部ディスプレイに一次ディスプ

レイの画面を拡張して表示する拡張モード、2 つのディスプレイに同じ画像を表示するミラーモード、外部ディスプ

レイを一次ディスプレイとして使用するプライマリーモード、画面の回転表示が可能なローテーションモードを搭載

しています。 

 
[拡張モード]                   [ミラーモード]                 [プライマリーモード] 

 

 

＜ドッキングステーション “flute wormhole (フルート・ワームホール)JUH320V2”の特徴＞ 

 

①スタイリッシュなデザインに USB3.0、カードリーダー、wormhole switch を搭載 

 

フルートを思わせるスタイリッシュなフォルムに、USB3.0×2、マイクロ SD、SD、メモリースティックスロットに加え、 

wormhole switch（ワームホールスイッチ）機能を搭載。スマートなウルトラブック、ノートブックにさらなる先進機能

を付加できます。 

 

②先進、便利 wormhole switch機能 

 

○マウス、キーボードの共有 

ｗormhole switchで接続された 2台の PC間で、マウス操作、キーボード入力がどちらからでも操作できます。 

片方のマウス、キーボードで両方の PC操作が可能です。しかも、異なる OS間での共有もサポート。 

Windows ⇔ mac間での共有も可能です。 

○簡単なデータ移動 

ｗormhole switchで接続された 2台の PC間で、コピーアンドペースト、ドラッグアンドドロップによるデータ移動が

可能。写真や動画といった大容量のデータでも、外部ストレージに移したり、ネットワークに接続することなく、スト

レスフリーで転送ができます。 

 

 

＜ドッキングステーション “flute newport (フルート・ニューポート)JUD200”の特徴＞ 

 

①スタイリッシュなデザインにスタンダードな USB2.0,VGAポートを搭載。 

 

フルートを思わせるスタイリッシュなフォルムに、USB2.0×3、VGA、イーサネット、スピーカー、マイクポート機能を

搭載。スマートなウルトラブック、ノートブックに必要十分な機能拡張を実現します。 
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②多彩なディスプレイモード 

 

VGA ポートを装備。最高解像度 1920×1200 ドットでの映像出力が可能。外部ディスプレイに一次ディスプレイの

画面を拡張して表示する拡張モード、2 つのディスプレイに同じ画像を表示するミラーモード、外部ディスプレイを

一次ディスプレイとして使用するプライマリーモード、画面の回転表示が可能なローテーションモードを搭載してい

ます。 

 

 

製品仕様 

製品名 flute ultla  flute wormhole flute newport  

製品型番 JUD500 JUH320V2 JUD200 

Power Mode 
セルフパワー、ACアダプタ

ー 

セルフパワー、ACアダプタ

ー 

セルフパワー、ACアダプタ

ー 

ホスト接続 USB 3.0 microUSB typeB  USB 3.0 microUSB typeB  USB 2.0 mini USB typeB  

インターフェイス 

1×USB 2.0 typeA、2×

USB3.0 typeA(うち一方は

充電機能付き）、VGAポー

ト、HDMIポート、イーサネ

ットポート（10/100 

Base-T）、マイクポート（3.5

ｍｍステレオ入力端子）、

スピーカーポート（3.5ｍｍ

ステレオ出力端子）、

wormhole switch 

2×USB3.0 typeA、、

wormhole switch、

SD/MMCスロット、

MicroSDスロット、

MemoryStickスロット 

3×USB 2.0 typeA、VGA

ポート、イーサネットポート

（10/100 Base-T）、マイク

ポート（3.5ｍｍステレオ入

力端子）、スピーカーポート

（3.5ｍｍステレオ出力端

子） 

ディスプレイ対応モード 

拡張モード、ミラーモード、

プライマリーモード、ローテ

ーションモード（windowsの

みサポート） 

  

拡張モード、ミラーモード、

プライマリーモード、ローテ

ーションモード（windowsの

みサポート） 

最大解像度 2048×1152   1920×1200 

ハウジング材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム 

寸法 
本体:約 386.4(W)×28.5（H)

×22（D)mm 

本体:約 387(W)×25.5（H)

×21（D)mm 

本体:約387(W)×25.5（H)×

21（D)mm 

重量 約 138g 約 124g 約 143g 

セット内容 

本体、クイックインストール

ガイド、ACアダプター、

USB3.0ケーブル、USB2.0

ケーブル、CD-ROM 

本体、ユーザーマニュア

ル、ACアダプター、USB3.0

ケーブル、USB2.0ケーブ

ル、CD-ROM 

本体、クイックインストール

ガイド、ACアダプター、

USB2.0ケーブル、

CD-ROM 

対応 OS 
Windows8/7/XP  Mac OS 

X v10.8/v10.7/v10.6 

Windows8/7/Vista/XP  

Mac OS X 

v10.8/v10.7/v10.6 

Windows8/7/Vista/XP  

Mac OS X 

v10.8/v10.7/v10.6 

対応機種 USB ポート(USB3.0推奨) USB ポート(USB3.0推奨) USB ポート(USB2.0推奨) 
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先進の wormhole switch機能搭載！ 

USB接続するだけでデータの移動、マウス、キーボードの共有ができる 

『“リンクケーブルシリーズ”』 ラインナップ 

『“wormhole switch JUC400”』,『“wormhole switch JUC100”』 

 

                
価格  2,980円（税込）                       価格  1,980円(税込) 

     ※参考店頭販売価格                              ※参考店頭販売価格 

 

＜リンクケーブル“wormhole switch（ワームホールスイッチ）JUC400”、“wormhole switch JUC100”の特徴＞ 

 

先進、便利 wormhole switch機能 

 

○マウス、キーボードの共有 

リンクケーブルで接続された 2台の PC間で、マウス操作、キーボード入力がどちらからでも操作できます。 

片方のマウス、キーボードで両方の PC操作が可能です。JUC100は windows OSでの使用をサポート。 

JUC400は、異なる OS間での共有をサポートしており、Windows ⇔ mac間での共有も可能です。 

 

 

○簡単なデータ移動 

リンクケーブルで接続された 2 台の PC 間で、データのコピーアンドペースト、ドラッグアンドドロップによる移動が

可能。写真や動画といった大容量のデータでも、外部ストレージに移したり、ネットワークに接続することなく、スト

レスフリーで転送ができます。 

 

製品仕様 

製品名 wormhole switch JUC400 wormhole switch JUC100 

USBケーブ

ル 
USB 2.0 typeA  1.8 メートル USB 2.0 typeA  1.8 メートル 

寸法 本体:18(W)×10（H)×57.5（L)mm 本体:18(W)×10（H)×57.5（L)mm 

重量 約 44g（ケーブル含む） 約 44g（ケーブル含む） 

対応 OS 
Windows8/7/vista/XP/2000  Mac OS X 

v10.8/v10.7/v10.6 
Windows8/7/vista/XP/2000   

対応機種 USB ポート搭載機器(USB2.0推奨) USB ポート搭載機器(USB2.0推奨) 
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PCのディスプレイにアンドロイド端末をミラー表示。 

アンドロイドスマートフォン、タブレット端末が PC上で操作できる。 

『“Android Mirror （アンドロイド・ミラー） JUC600”』 

     価格 3,980円（税込） 

※参考店頭販売価格 

[Android Mirror(アンドロイド・ミラー) JUC600商品画像] 

 

＜“Android Mirror（アンドロイド・ミラー） JUC600”の特徴＞ 

 

スクリーンミラー、拡大、縮小、回転表示機能 

USB接続したアンドロイドスマートフォン、アンドロイドタブレット端末の画面がそのまま PCのディスプレイにミラー

表示できます。表示された画面の拡大、縮小も可能。スマホ、タブレットの動きに連動した回転表示機能も搭載し

ています。 

         

[スクリーンミラー機能]                                  [拡大表示機能] 

PCのキーボード、マウスでアンドロイド端末の操作が可能 

アンドロイド端末の画面がミラーリングされた PCのスクリーン上で、アンドロイド端末の操作ができます。マウスカ

ーソルでスマホアプリを操作、PC のフルサイズキーボードで文字入力も可能です。SNS,長文のメールも簡単に、

素早く入力ができます。    
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電話、メッセージ着信のお知らせ機能搭載 

電話、テキストメッセージの着信があると、タスクバー上のバルーンに通知を表示。急な連絡も見逃さずに対応で

きます。 

      

 

 

 

 

製品仕様 

製品名 Android Mirror JUC600 

USBケーブル USB 2.0 typeA to MicroUSB typeB  1.2 メートル 

寸法 本体: 19(W)×10.5（H)×59（L)mm 

重量 約 20g（ケーブル含む） 

対応 OS（PC側） Windows8/7/vista/XP  

対応 OS（アンドロイド

端末側） 
Android2.3/4.0/4.1↑ 

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに内容が変更となる場合もございますの

であらかじめご了承ください。 

※本リリースに記載、掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標、または商標です。 

 

 

＜このリリースに関するお問合せ先＞ 

加賀ハイテック株式会社（http://www.kagaht.co.jp/） 

東京都千代田区外神田 3-12-8 TEL : 03-4455-3186／FAX : 03-3254-7229 

事業推進本部 営業推進部 営推三課 

担当： 前川（e-mail: k_maekawa@kagaht.co.jp） 前島（e-mail: kat_maeshima@kagaht.co.jp） 

 

＜製品詳細／ｊ5 createホームページ＞ 

http://www.j5create.com/jpn/ 

 


