
報道関係者各位

人気ブランド「j5 create

ＰＣの接続環境をより快適にするケーブル

加賀電子株式会社（東証 1部：8154）の

ている、加賀ハイテック株式会社（ 本社：東京都中央

タイリッシュなデザインで定評のある「j5 create

ブランドより、バスパワー/セルフパワー両対応

出力を HDMI に変換できる VGAtoHDMI + audio

規格準拠 USB Type-C toType-C ケーブル

ティブアダプター 「JDA158」を 2015 年 12

【製品紹介】

1．『バスパワー/セルフパワー両対応

① 超高速データ転送ＵＳＢ3.0 対応。

速データ転送（理論値）が可能。

② スモールアンドスタイリッシュデザイン。超小型設計で

イン。

③ 最大2.4Ａ出力※の急速充電ポートを搭載。付属のＡＣアダプターを

スマートホンやその他のポータブル機器の急速充電が可能。

※PC 接続解除、AC アダプター使用時

④ バスパワー/セルフパワー（AC5V

ない、消費電力の大きなポータブルＨＤＤなどでも安定して動作させることができます。
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j5 create（ジェイファイブ・クリエイト）

ＰＣの接続環境をより快適にするケーブル・アダプター

12月下旬より新発売

）の 100%子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、写真用品

本社：東京都中央区、代表取締役社長：関 祥治、略称：

j5 create（ジェイファイブ・クリエイト）」（http://www.j5

セルフパワー両対応USB3.0 対応 7portハブ 「JUH377」、HDMI

VGAtoHDMI + audio 変換アダプター 「JDA214」、USB Power Delivery

ケーブル 「JUCX01」、ドライバーインストール不要 DisplayPort HDMI 4K

12 月下旬より、全国の家電店、インターネットショップなどで発売します。

セルフパワー両対応 USB3.0 対応 7port ハブ JUH377

対応。USB2.0 の約 10 倍の転送速度、最大 5Gbps（Super Speed

スモールアンドスタイリッシュデザイン。超小型設計で重量わずか69.4g。アルミ製ブラックのスタイリッシュデザ

充電ポートを搭載。付属のＡＣアダプターを使用すればパソコンに接続していなくても

スマートホンやその他のポータブル機器の急速充電が可能。

アダプター使用時

AC5V 同梱）対応で、付属のＡＣアダプターを使用すれば、バスパワーでは動作し

ない、消費電力の大きなポータブルＨＤＤなどでも安定して動作させることができます。

[リリース No. KH151222]

2015 年 12 月 22 日

加賀ハイテック株式会社

（ジェイファイブ・クリエイト）」より

アダプター4製品

子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、写真用品などを販売し

略称：加賀ハイテック ）は、ス

5create.com/jpn/）

HDMI 端子の無いPC等のVGA

USB Power Delivery 対応 USB3.1Gen2

DisplayPort HDMI 4K 対応アク

インターネットショップなどで発売します。

JUH377』

Super Speed：理論値）の超高

。アルミ製ブラックのスタイリッシュデザ

すればパソコンに接続していなくても

すれば、バスパワーでは動作し

ない、消費電力の大きなポータブルＨＤＤなどでも安定して動作させることができます。



■製品仕様

製品名： JUH377

JAN コード： 4712795080940

想定売価（税別） ： ¥4,480

発売日： 2015/12/25

対応 OS ： Windows10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X

ホスト： USB3.0

急速充電ポート： 2.4A（1 ポート）

供給電流： USB3.0 接続,セルフパワー時＞

900mA 以内

ケーブル長： 1m

サイズ： 150 (H)x 32.8 (W)x 14.8 (D) mm

重量： 69.4g

筺体材質： アルミニウム

色： ブラック

電源： バスパワー/セルフパワー（AC5V

付属品：保証書、ＡＣアダプター、ＵＳＢ

保証期間： 1 年

製造国： 台湾

2．『VGAtoHDMI + audio 変換アダプター

① ドライバーインストール不要。

② ＨＤＭＩ非搭載のＰＣでもＶＧＡ端子にケーブルを接続、モニター、プロジェクター等のＨＤＭＩ端子と接続すれば

画像、動画、音声等のデータが出力、表示可能

③ 最大解像度 1920×1200 対応

※パソコンの VGA 端子の出力解像度

■製品仕様

製品名： JDA214

想定売価（税別） ： 4,280 円

発売日： 2015 年 12 月 25 日

JAN：4712795080964

インターフェース

 HDMI 出力：HDMI（メス）

 USB 入力：USB A

- 2 -

Windows10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X

セルフパワー時＞7 ポート合計 2,700mA 以内、バスパワー時＞

150 (H)x 32.8 (W)x 14.8 (D) mm

AC5V 同梱）

付属品：保証書、ＡＣアダプター、ＵＳＢ3.0 ケーブル

変換アダプター JDA214』

ＨＤＭＩ非搭載のＰＣでもＶＧＡ端子にケーブルを接続、モニター、プロジェクター等のＨＤＭＩ端子と接続すれば

画像、動画、音声等のデータが出力、表示可能。

対応

端子の出力解像度が対応している必要があります。

バスパワー時＞7 ポート合計

ＨＤＭＩ非搭載のＰＣでもＶＧＡ端子にケーブルを接続、モニター、プロジェクター等のＨＤＭＩ端子と接続すれば
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 VGA 入力：D-Sub 15 ピン（オス）

最大解像度： 1920×1200 ワイドスクリーン対応

サイズ：35x12.5x79 mm

ケーブル長： 175.3mm

重量： 61g（本体）

付属品： 保証書

保証期間： 1 年

製造国： 台湾

3．『USB3.1Gen2 規格準拠 USB Type-C toType-C ケーブル JUCX01』

USB Power Delivery対応、最大 5Aの大電流に対応、最大 10Gbps( USB3.1 Gen2)の超高速データ転送が

可能。USB Type-C 端子搭載機器同士の接続ができる USB Type-C ケーブル

■製品仕様

製品名／型番： USB Type-C toType-C ケーブル／JUCX01

想定売価（税別）： 3,980 円

発売日： 2015 年 12 月 25 日

JAN ： 4712795080865

インターフェース： USB Type-C

規格： USB3.1 規格正規認証品

対応転送速度 : 最大 10Gbps※理論値

サイズ： 21(W)x45(H)x12(D) mm

ケーブル長： 0.7m

重量： 30.2g

付属品：保証書

保証期間： 1 年

製造国： 台湾

4．『DisplayPort HDMI 4K 対応アクティブアダプター JDA158』

① ドライバーインストール不要。DisplayPortを搭載したPCで、アダプタを使用して外部ディスプレイまたはプロジェ

クタに接続することが可能。

② デジタル映像・音声を、HDMI コネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力し、高品位なデジタ

ル音声と映像を楽しむことができます。※音声の出力は一部の音声出力に対応した機種のみ対応となりま

す。

③ Ultra HD 4K 対応

④ アクティブ Displayport 変換

※設定可能な解像度の種類については、システムとそのグラフィックス・アダプタ、接続するモニタ側の仕様や性

能によって決定されます。



■製品仕様

製品名／型番： DisplayPort HDMI 4K

想定売価（税別）： 3,080 円

発売日： 2015 年 1 月 15 日

JAN ： 4712795080780

インターフェース： HDMI（メス）ディスプレイポート（オス）

変換方式： アクティブ

電源： バスパワー

サイズ： 21(W)x45(H)x12(D) mm

ケーブル長： 163mm

重量： 34.2g（本体）

付属品：保証書

保証期間： 1 年

製造国： 台湾

※上記記載の数値は理論値です。給電（充電）時の電流

◆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。

◆掲載の会社名、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】

【本リリースに関するお問合せ先】

〒104-0032 東京都中央区八丁堀

加賀ハイテック株式会社（http://www.kagaht.co.jp/

営業本部 商品部

TEL：03-5931-0114 FAX：03

担当： 前川 克爾（マエカワ カツジ

【製品の機能説明・サポートに関するお問い合せ先

加賀ハイテックお客様相談センター

月曜日～金曜日(休日、年末年始除く

TEL：03-4590-7650 （旧番号：
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HDMI 4K 対応アクティブ adapter／JDA158

（メス）ディスプレイポート（オス）

給電（充電）時の電流/電圧は、接続された端末側の仕様や充電状況により

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

会社名、製品名は各社の登録商標、または商標です。

ホームページ】http://www.j5create.com/jpn/

せ先】

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

http://www.kagaht.co.jp/）

03-3206-3705

カツジ） e-mail: k_maekawa@kagaht.co.jp

サポートに関するお問い合せ先】

加賀ハイテックお客様相談センター

休日、年末年始除く)： 9:30 ～11:30 ／ 13:30 ～17:30

（旧番号：03-5540-9010） e-mail：j5_support@kagaht.co.jp

電圧は、接続された端末側の仕様や充電状況により変動。

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

create.com/jpn/

j5_support@kagaht.co.jp


