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[リリース No. KH140320-2]

報道関係者各位 2014 年 3 月 20 日

加賀ハイテック株式会社

j5 create（ジェイファイブ・クリエイト） USB3.0 マルチアダプターシリーズ

3 製品同時新発売

VGA&3 ポートハブ USB3.0 マルチアダプター「JUH410」

HDMI&3 ポートハブ USB3.0 マルチアダプター「JUH450」

ギガビットイーサネット&3 ポートハブ USB3.0 マルチアダプター「JUH470」

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：東京都中央区、代表取締役社長：

関 祥治、略称：加賀ハイテック）は、スタイリッシュなデザインで定評のある「j5 create（ジェイファイブ・クリ

エイト）」（http://www.j5create.com/jpn/）ブランドの VGA&3 ポートハブ USB3.0 マルチアダプター

『JUH410』、HDMI&3 ポートハブ USB3.0 マルチアダプター『JUH450』、ギガビットイーサネット&3 ポート

ハブ USB3.0 マルチアダプター『JUH470』の 3 製品を 2014 年 4 月 3 日（木）より、全国の家電量販店、

PC ショップ、ネットショップなどで発売することを発表致します。

『JUH410』はUSB3.0対応、VGAディスプレイアダプターとバスパワー/セルフパワー（ACアダプター別

売り）両対応 USB3.0 ハブを組み合わせたマルチアダプターです。USB 3.0 に対応し、USB2.0 の約 10

倍の転送速度、最大 5Gbps（Super Speed：理論値）の超高速データ転送が可能、VGA ディスプレイポー

トを搭載し、最大解像度は 2048×1152 をサポートしています。

VGA ディスプレイポートのないウルトラブック、タブレット PC での出張時もプロジェクターや大画面ディ

スプレイでのプレゼンテーションが可能です。

重量わずか 61.5g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れて

います。

JUH410
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【製品特長】

JUH410 なら、簡単接続でマルチ画面環境を実現！

これ１台でディスプレイ・USB3.0対応機器が一度につながります。

製品名 ： JUH410

JAN コード ： 4712795080407

想定売価（税別） ： ¥8,222

発売日 ： 2014/4/3

対応 OS ： Windows 8.1/8/7/XP

Mac OSX10.9/10.8/10.7/10.6

インターフェース ： USB3.0

最大転送速度 ： USB3.0 5Gbps

ディスプレイ出力端子 ： アナログ RGB D-sub 15Pin

ケーブル長:： 148mm

サイズ ： 42.9 (W)x 87 (H)x 14.2 (D) mm

重量 ： 61.5g

筺体材質 ： 本体部アルミニウム使用

色 ： ブラック

電源 ： バスパワー/セルフパワー（AC5V 別売り）

付属品 ： クイックインストールガイド（保証書）、ドライバーCD

保証期間 ： 1 年

製造国 ： 台湾
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『JUH450』は USB3.0 対応、HDMI ディスプレイアダプターとバスパワー/セルフパワー（AC アダプター

別売り）両対応 USB3.0 ハブを組み合わせたマルチアダプターです。USB 3.0 に対応し、USB2.0 の約 10

倍の転送速度、最大 5Gbps（Super Speed：理論値）の超高速データ転送が可能、最大解像度は 2048×

1152 をサポートしています。

HDMI ポートのないウルトラブック、タブレット PC での出張時も、プロジェクターや大画面ディスプレイで

のプレゼンテーションが可能です。

重量わずか 60g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れてい

す。

【製品特長】

JUH450 なら、パソコンのハイビジョン映像が大画面テレビで楽しめます。

これ１台でディスプレイ・USB3.0 対応機器が一度につながります。

JUH450
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製品名 ： JUH450

JAN コード ： 4712795080414

想定売価（税別） ： ¥8,407

発売日 ： 2014/4/3

対応 OS ： Windows 8.1/8/7/XP

Mac OSX10.9/10.8/10.7/10.6

インターフェース ： USB3.0

最大転送速度 ： USB3.0 5Gbps

ディスプレイ出力端子 ： HDMI

ケーブル長:： 148mm

サイズ ： 42.9 (W)x 87 (H)x 14.2 (D) mm

重量 ： 60g

筺体材質 ： 本体部アルミニウム使用

色 ： ブラック

電源 ： バスパワー/セルフパワー（AC5V 別売り）

付属品 ： クイックインストールガイド（保証書）、ドライバーCD

保証期間 ： 1 年

製造国 ： 台湾

【JUH410&JUH450 共通特長】

■ミラーモード

複数のディスプレイ上に

同じ画面を表示できます。

■プライマリーモード

複数のディスプレイ間で

メインディスプレイの切り

替えが可能です。

■ローテーションモード

画面回転表示機能搭載で

縦型ディスプレイに対応。

■拡張表示モード

複数のディスプレイを１

つの大きな画面として広

く使えます。
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『JUH470』は USB3.0 対応、ギガビットイーサネットとバスパワー/セルフパワー（AC アダプター別売り）

両対応 USB3.0 ハブを組み合わせたマルチアダプターです。

USB 3.0 に対応し、USB2.0 の約 10 倍の転送速度、最大 5Gbps（Super Speed：理論値）の超高速デ

ータ転送が可能です。また、ギガビットイーサネット対応で、安定した超高速回線での有線 LAN 環境を実

現します。

重量わずか 60g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れてい

ます。

【接続イメージ】

JUH470
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製品名 ： JUH470

JAN コード ： 4712795080421

想定売価（税別） ： ¥3,963

発売日 ： 2014/4/3

対応 OS ： Windows 8.1/8/7/XP

Mac OSX10.9/10.8/10.7/10.6

インターフェース ： USB3.0

最大転送速度 ： USB3.0 5Gbps

イーサネット接続方式 ： 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T

ケーブル長:： 148mm

サイズ ： 42.9 (W)x 87 (H)x 14.2 (D) mm

重量 ： 60g

筺体材質 ： 本体部アルミニウム使用

色 ： ブラック

電源 ： バスパワー/セルフパワー（AC5V 別売り）

付属品 ： クイックインストールガイド（保証書）、ドライバーCD

保証期間 ： 1 年

製造国 ： 台湾

j5 create（ジェイファイブ・クリエイト）は 2013 年度

iF デザインアワードを受賞いたしました。

j5 create（ジェイファイブ・クリエイト）は CES2014

においてパソコン周辺機器部門のイノベーションズ

デザイン＆エンジニアリング賞を受賞いたしました。

※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。

＜製品詳細／ｊ5 create ホームページ＞

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

＜本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/）

事業開発本部 マーケティング部 マーケティング課

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 3 丁目 27 番 10 号 KSK East ビル 9 階

TEL：03-5931-0116 FAX：03-3206-3705

担当： 劉 志偉（リュウ シィウエイ） e-mail: hunter@kagaht.co.jp


