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会社紹介

The Joy Factory とは、

米国カリフォルニア州アーバインを拠点とする、タブレットパソコンなどのモバイル電子機器の保護ケースや
マウント、キオスクのリーディングカンパニーです。

社名であるジョイファクトリーの「ジョイ（joy）」とは満足する製品によって、大きなジョイ（喜び）をもたらす
ということに由来しております。ユーザーが日常生活からアクティブな環境において、モバイル電子機器と
シームレスに使用できる橋渡し役として高品質な製品を製造する当社の信念を表しています。

モバイル電子機器のマウントを高度な生産技術を用い、優れた品質をユーザーに提供することをモットーと
しながら、常に向上を目指しております。
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P.S.P ( Protect, Secure & Position )

法人向けタブレットソリューション

昨今タブレットの普及率が上がるにつれて、ユーザーも個人消費者からビジネスシーンへと拡大していきました。
POS システム、在庫管理、デジタルサイネージ、注文システムなど、その用途も日々増えています。各企業がタブレット
を使った新しいシステムの導入を検討する中、盗難や故障、紛失のリスクなど、ソフトだけでは解決が難しい
課題が未だ多く存在しています。

The Joy Factory の製品は Protect（保護）、Secure（安全）、Position（配置）のコンセプトを軸に、様々な
ニーズに応えるソリューションを弊社独自の技術を使い MagConnectTM、aXtionTM、UniteTM、PinpointTM、
ElevateTM シリーズを通して提供いたします。

SECURE（安全） POSITION（配置）

PROTECT（保護）
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MagConnectTM

すべての MagConnectTM マウントにはマグネット式コネクター（特許出願中）が備え付けられており、タブレット
の取り付け・取り外しをシンプルかつ即時におこなうことができます。マウントのアーム部には高品質のカーボン
ファイバーを使用しており、長期間の使用に耐えうる高い強度を持ちつつも驚くほど軽量なため、楽に取り扱う
ことができます。特別にデザインされたボールジョイントと組み合わせることにより、上部で簡単に操作ができる
マウントが実現いたしました。対応した保護ケースやトレーと組み合わせ、あらゆる環境や状況に対応すること
ができます。

MagConnectTM

マグネット式コネクター

ロックダイアル

ボールジョイント

高品質カーボンファイバー

イージーアクセスグリップ式ノブ

広い可動域
あらゆる角度で使用できるよう、MagConnectTM のマウントには
タブレットホルダーの接続部とマウントの設置部に、それぞれ一つ
ずつボールジョイントがついています。
各ジョイントは 360°回転させることができるため、人間工学に
基づいた最適なポジションに調節することができます。
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MagConnectTM

マグネット・システム
すべての MagConnectTM タブレットホルダーは
MagConnectTM マウントや Apple SmartCover に対応
しています。
MagConnectTM はテクノロジーの進化にタイムリーに対
応します。新しいデバイスが登場すれば、対応したタブ
レットホルダーをリリースしていきます。

削り出しアルミ合金
ボールジョイントは、確かな強度と剛性を確保するため
アルミ合金の塊から削り出して作られています。
ボールジョイントに正確に刻まれた溝は適度な摩擦を
生み出し、マウントアームやトレーの位置をしっかりと
固定する役割を果たします。
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MagConnectTM マウント

C クランプ・マウント
C クランプ・マウントは iPad やタブレットなどを平面
および曲面に取り付けるのに最適です。カーボンファイ
バー製のアームがしっかりと iPad やタブレットを手元
の近くに固定します。このタブレット用マウントは平ら
なカウンターやポール、ロッドへの装着に適しており、
倉庫内の棚や企業の受付、レストランの厨房や写真スタ
ジオ内での使用をおすすめしています。

クランプ・マウント
このマウントには２本のカーボンファイバー製アーム
が備わっており、寝室のナイトテーブルから会議室
まで、幅広い場所、用途で使用していただけます。
MagConnectTM クランプ型マウントは他のマウントとは
一線を画す、究極のタブレット用マウントソリューション
です。

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.9kg
15.2cm アーム x 1
4.2cm までの厚さ

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 1.2kg
25cm アーム x 2
7.5cm までの厚さ

16.5cm

9.5cm
5.1cm

5.1cm

26.7cm

26.7cm

14.6cm

5.1cm

7.5cm までの厚さに対応

4.2cm までの厚さに対応
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MagConnectTM マウント

デスクスタンド
このデスクスタンドは人間工学に基づいてデザインされ
ており、首や背中に無理な負担をかけずに、タブレット
をより自由に使うことができます。自分の最適な角度に
調節することができ、平らにたためば持ち運びも楽々で
す。仕事はもちろん、プライベートでも TPO を問わずに
使用していただけます。

三脚／マイクスタンド・マウント
タブレットの性能が良くなるにつれて、より多くのアー
ティストがタブレットを活用するようになりました。
三脚／マイクスタンド・マウントは既存の三脚やマイク
スタンドに接続することができ、自由な高さ、角度に調節
できます。例えば三脚に接続して撮影を行ったり、マイク
スタンドに接続して楽譜の代わりとして使うなど、幅広い
用途で使用していただけます。

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.45kg
15,2cm アーム x 1
15cm アーム x 1

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
0.5kg 未満
15cm アーム x 2
標 準 の 0.6cm-51cm の 三 脚 コ ネ ク タ ー、 標 準 の
1.6cm-68.6cm のマイクスタンドに対応しています。

5.1cm

15.2cm
17.2cm

12.9cm

5.1cm

16.5cm
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シートボルト・マウント
MagConnectTM シートボルト・マウントを使えば、車内で簡単に
タブレットを理想的な位置に固定し、操作することができます。
このマウントは様々なメーカーの車種に対応しており、シート
の下にあるボルトを利用して簡単に装着することが可能です。
使用しない際には折りたたんでコンパクトにしまっておくこと
もできます。営業活動中や貨物運送中に地図アプリのナビ機能
を使用する際などにおすすめです。

MagConnectTM 車載マウント

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.7kg
15,2cm アーム x 1
45º、90º、180º のブラケットが
各１個付属

5.1cm

26.7cm

26.7cm

7.6cm

10.8cm

カップホルダー・マウント
カップホルダー・マウントは様々な種類のカップホルダーに対応
するよう設計されているため、多種多様な車に搭載することが
できます。運転席からナビアプリを使用するのはもちろん、後部
座席から映画を見たりアプリを使用するのにも適しております。

（ご購入される前に、必ず使用される車のカップホルダーの直径
が対応しているかご確認ください。）

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.45kg
12cm アーム x 1、13.3cm アーム x 1
5.9cm から 8.3cm までの直径の
カップホルダーに対応可能

13.3cm

5.8cm

12.4cm

13.7cm

ヘッドレスト・マウント
突然の出張や家族旅行など、後部座席で長時間過ごす機会は多く
あります。ヘッドレスト・マウントを使えば後部座席を映画館
やオフィスに変えることができます。ちょっとした合間にメール
を書いたり、資料を確認するのに非常に役立ちます。
ヘッドレスト・マウントは標準的なヘッドレストのポールに取り
付けることができ、MagConnectTM によってすぐにタブレットを
取り外して持ち歩くことができます。

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.45kg
15cm アーム x 1
直径 1.0cm から 1.9cm まで

5.1cm

14.0cm
1.9cm

5.7cm

注意：運転中のタブレット操作は法律により罰せられます。安全のため、必ず一度車を停車させてから操作してください。
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MagConnectTM マウント

車椅子用マウント
タブレットの軽量化が進んでいるとはいえ、手持ちでタブレット
を長時間操作し続ければ、腕や手に大きな負担がかかります。
マウントを使用することによって手の疲れを軽減し、適切な姿勢
での操作が可能となります。実際にマウントを使用されている
ユーザーの声から生まれた本商品は２つのアームを搭載してお
り、様々な角度への調節はもちろん、使用しない時には折りた
たんで収納することができます。
仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.68kg
15.2cm アーム x 2
厚さ 4.4cm までの平面、 2.6cm
から 4.4cm までの曲面に装着可能

壁／キャビネット用マウント
壁／キャビネット用マウントは、タブレットを平面にしっかりと
固定させるためのマウントです。ナースステーション内で患者
のカルテを確認したり、工場内で品質管理をおこなう際などに
タブレットを確認し、使用していない際にはアームをコンパクト
にたたむことができます。壁はもちろん、テーブル上など様々
な場所に設置することができます。

仕 様
材質：
重量：
長さ：
対応：

カーボンファイバー、アルミ合金
約 0.7kg
12.7cmアーム、10.1cm アーム各1個
平面に設置可能

対応ケース

16.5cm

16.5cm 9.5cm

5.6cm

記載されているマウントは MagConnect™
対応ケースはもちろん、UniteTM M シリーズや
LockDownTM シリーズにも対応しております。

（一部対応していないマウントもございます。）

5.7cm

7.0cm

11.4cm14.0cm

5.1cm
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aXtionTM シリーズ

aXtionTM シリーズ 防護ケース
すべての aXtionTM ケースは軽量で丈夫に作られており、米国の軍用規格 MIL STD 810 の耐衝撃性能 * を備えて
いるため、手元から落下するなどの日常的なアクシデントにも安心です。また、MagConnectTM にも対応している
ため、すべての種類のマウントに装着することが可能です。 

日常生活における使用での耐衝撃性能を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度
な衝撃を与えた場合には壊れる可能性があります。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが
発生します。

*
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aXtionTM Edge

aXtionTM Edge
aXtionTM Edge ケースは衝撃に対する保護機能はもちろん、ユーザーの使いやすさを念頭に置いて設計されてい
ます。ケースにショルダーストラップ（別売）を装着することにより、手がふさがりがちな作業現場やレストラン
など、様々なシチュエーションでタブレットを使用していただけます。

ストラップホール

：aXtionTM エッジ M
：CWM100 / CWM200
：Surface Pro 3 / 4

製品情報 仕　様
モ デ ル
商品コード
対 応 機 種

材　質
重　量
寸　法
保　護

：シリコン
：約 0.4kg
：22.3cm × 30.5cm
：米軍規格 MIL-STD-810G 対応（耐衝撃）

保護強化されたエッジ部

MagConnectTM アダプター

スタイラスホルダー

接続しやすい充電ポート
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aXtionTM Bold
aXtionTM Bold ケースにはスクリーンを守るプロテクターが内蔵されており、傷はもちろん、こぼしたコーヒー
など日常的な汚れから本体を守る耐水機能 *1 が備わっています。
背面には手持ちで使用するのに便利な回転式のハンドストラップや、縦横両方で使えるスタンドが搭載されて
おり *2、様々なシーンで使用していただけます。

ボタンカバー

ストラップホール

耐衝撃ケース

MagConnectTM アダプター

回転ロック

回転式ハンドストラップ

*1 耐水機能とは生活防水のことを指します。本ケースは完全防水ではないため、水中ではご使用いただけません。
*2 一部搭載されていないモデルもございます。

aXtionTM Bold

製品情報 仕　様
：
：

：

材　質
重　量

寸　法

保　護

シリコン
約 396g (iPad Air 2 & Air) / 約 227g (iPad mini 3 / 2 / 1)
約 190g(iPad mini 4)
18.2cm × 24.9cm (iPad Air 2 & Air) / 14.2cm × 20.8cm 
(iPad mini 3 / 2 / 1)  / 17.4cm × 21.6cm (iPad mini 4)
米軍規格 MIL-STD-810G 対応（耐衝撃） / IP4 対応（耐水）

カメラレンズカバー
内蔵式スクリーンプロテクター

モ デ ル
商品コード

対 応 機 種

aXtionTM Bold
CWE301 / CWA217B
CWA206MP / CWE203M
iPad Air 2 / iPad Air
iPad mini 4 / 3 / 2 / 1

：
：

：

：
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aXtionTM Pro

aXtionTM Pro
aXtionTM Pro は米軍規格である MIL-STD-800G の耐衝撃性、IP68 の防水性（完全防水）に準拠しており、教育
現場などの貸出機に装着すれば、故障のリスクも軽減できます。
また、背面にはKensingtonロック対応のスロットが備わっているため、盗難・紛失などのリスクを気にせずに充電・
保管することができます。

Kensington ロック対応スロット

ストラップホール

防護ケース

インスタントカメラなどで使用さ
れているレンズを採用。
クリアな画質で写真を撮ることが
できます。

MagConnectTM アダプター

VESA 規格にも対応

ウィンドウ
複数の貸出機を管理する際に、iPad
本体にバーコードや管理番号を印刷した
シールを貼っておくと、ケースを外さ
ずに確認することができ、便利です。

製品情報
モ デ ル ：
対応機種：

aXtionTM プロ
iPad Air2 / iPad Pro
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LockDownTM / Universal

LockDownTM Universal
イベントなどでお客様にタブレットに触れてもらいたい
反面、盗難などセキュリティ面でのリスクが気になる...。 
LockDownTM Universal はロック可能なケーブルが
備わっており、カウンターなどにくくりつけることで、
安心してタブレットを置いておくことができます。
タブレットを固定するレバーの長さは自由に調整すること
が可能なため、様々な種類のタブレットに対応しており
ます。

Universal
Universal シ リ ー ズ は iOS、Android、Windows は
もちろん、自社向けにカスタマイズされたタブレット
など、様々な種類のタブレットに対応しております。
MagConnectTM にも対応しているため、用途に合わせ
て MagConnectTM マウントに装着することができます。

仕 様
対応機種：

重　　量：
長　　さ：
種　　類：

7 インチから 10.1 インチまでのタブレット 
（厚さ 1cm まで）
約 0.43kg
195cm （ロックケーブル）
鍵付きロックとダイアル錠の２種
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アクセサリー

ハンドストラップ
レストランでお客様から注文を取ったり、病院内でカ
ルテ情報を確認したりと、忙しい現場ではゆっくりと
座ってタブレットを操作する時間がなかなか確保でき
ません。手持ちでタブレットを操作するのに便利なの
が、ハンドストラップです。しっかりとしたグリップ
で持つことができるため、タブレットの重さによって
かかる負担を軽減します。aXtionTM シリーズに装着
することができます。

ショルダーストラップ
建築現場やイベント会場など、広い現場ではタブレット
を常に持ち運ぶ必要があります。ショルダーストラップ
があれば持ち運びはもちろん、タブレット操作もハンズ
フリーでおこなうことができます。aXtionTM シリーズ
に装着することができます。

対応機種
以下に記載された物以外にも対応可能なソリューションがございます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

このモデルは MagConnectTM に対応しておりません。
画面サイズが 7 インチから 10.1 インチまでのタブレットのみ対応。

*1

*2
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ElevateTM II キオスク
ElevateTM II シリーズは iPad などのタブレットをお客様向けのディスプレイへと変える、自立型のキオスクです。
ホテルで観光名所の地図を表示したり、レストランで順番待ち用の番号を発行したりなど、操作可能なサイネージ
として様々な場所に設置することができます。

ElevateTM II キオスク

盗難防止
すべての ElevateTM II キオスクに
は鍵付きのロックが備わっている
ため、タブレットを取り出して持ち
出される心配はありません。
また、Kensington ロックに対応
したスロットもあるため、ワイヤー
でキオスク本体ごと固定すること
も可能です。

必要な操作だけ
標準の ElevateTM II キオスクには
タブレットのホームボタンなどの
操作を制限するカバーが付属しま
す。
お客様が操作できる範囲を事前に
コントロールすることができます。

充電も可能
ElevateTM II キオスク内に充電用の
ケーブルを通すことができるため、
途中で電池が切れる心配もありま
せん。
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フロアスタンド・キオスク
ショールームやホテルのロビー、展示会など公共の場所に設置する
のに最適な自立型キオスク・スタンドです。タブレットの画面が成人
男性の腰ぐらいの高さになるので、楽な姿勢で操作していただけます。

ElevateTM II キオスク

壁用マウント・キオスク
壁などの平面にネジで固定するタイプのキオスクです。シンプルで
スタイリッシュなデザインのため、ショウルームやホテルのロビー、
展示会など様々なシチュエーションで使用していただけます。

壁／カウンタートップ・キオスク
カウンター上や壁など、平面にネジで固定するタイプのキオスクで
す。タブレットを操作するのに最適な角度に調節されており、美術館
の展示物の隣で解説を表示させたり、店頭でカタログを表示させる
など、様々なシチュエーションで活躍します。

カウンタートップ・キオスク
机やカウンターの上など、様々な場所に設置することができる自立型
のキオスク・スタンドです。インテリアショップで家具の色見本を
見せたり、ホテルのカウンター上でサイネージ代わりに告知を表示
する際におすすめです。
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ElevateTM II キオスクアクセサリー

ElevateTM II 首ふりモジュール（90°/ 270°）
キオスク内のタブレットの角度を調節可能にするアクセサリーです。タブレットを縦向きや横向きに自由に調節し、
お客様に画面をお見せする際などに最適です。

ElevateTM II 対応機種
ElevateTM II に現在対応しているタブレットは以下の機種です。 （2016 年 8 月現在）

上記以外の機種での使用やホームボタンやカメラの使用の有無など、キオスク本体のカスタマイズもおこなって
おります（要相談）。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

• iPad Pro 9.7 インチ /12.9 インチ
• iPad Air 2/1
• Surface Pro 4/3
• Samsung Galaxy Tab S2 9.7 インチ
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高精度
PinPointTM スタイラスペンはノート
にペンで文字を書くように、高い
精度でタブレットやスマートフォン
に入力できるように設計された
スタイラスペンです。

ユーザーに合わせた感度
画面に触れてから文字を入力され
るまでの遅延を最小限に抑えるよ
うに設計されています。ユーザー
の筆圧やタブレットの機種に合わ
せて入力感度を調節することがで
きます。

幅広い対応機種
PinPointTM スタイラスペンは現在
販売されている iPad はもちろん、
Android や Windows タブレット
など、ほぼすべての機種に対応して
います。

PinPointTM

スタイラスペン

Monet

筆のような描き心地
長く、曲線を描くようなシルエット
の Monet は持ちやすく、最適な
重心の位置によって、まるで筆で
絵を描いているような感覚を体験
することができます。

高感度
柔らかい先端部によって画面上を
すべるように入力することができ、
しっかりと描きたい位置に入力する
ことができます。

幅広い対応機種
iPad はもちろん、Android や
Windows などほぼすべてのタブ
レットに対応しています。

DaVinci

高級感のあるボディ
万年筆のようなちょうど良い重み
と重心が安定した書き心地をサ
ポートします。

高い耐久性
アルミから削り出されたボディー
は耐久性が高く、ふとした瞬間に
タブレットでメモを取ったり、絵
のスケッチをできるよう、ポケット
や鞄に入れて持ち運びするのに最適
です。

幅広い対応機種
iPad はもちろん、Android や
Windows などほぼすべてのタブ
レットに対応しています。
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製品一覧表

C クランプ・マウント

クランプ・マウント

デスクスタンド

三脚／マイクスタンド・マウント

シートボルト・マウント

カップホルダー・マウント

ヘッドレスト・マウント

車椅子用マウント

壁／キャビネット用マウント

MMU102

MMU103

MMU111

MMU101

MMU105

MMU108

MMU106

MMU109

MMU104

MNU102CL

MNU103CL

MNU111CL

-

-

-

-

-

MNU104CL

MNU102KL

MNU103KL

MNU111KL

-

-

-

-

-

MNU104KL

aXtionTM Edge M (Surface Pro 4)

aXtionTM Edge M (Surface Pro 3)

aXtionTM Bold (iPad mini 4)

aXtionTM Bold M (iPad mini 3/2/1)

aXtionTM Bold (iPad Air 2)

aXtionTM Bold (iPad Air)

LockDownTM Universal 単体（ダイヤル錠）

LockDownTM Universal 単体 （鍵付きロック）

CWM200

CWM100

CWE301

CWE203M

CWA217B

CWE206MP

MCU103

MCU104

aXtionTM ショルダーストラップ

aXtionTM ユニバーサル・ハンドストラップ

CWX102

CWX201

マウント MagConnectTM LockDownTM Universal
ダイヤル錠 鍵付きロック

ケース

ケース アクセサリー
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ElevateTM II フロアスタンド・キオスク

ElevateTM II カウンタートップ・キオスク

ElevateTM II 壁 / カウンタートップ・キオスク

ElevateTM II 壁用マウントキオスク

KAA201W

KAA202W

KAA203W

KAA204W

キオスク
KAA301W

KAA302W

KAA303W

KAA304W

KAS201W

KAS202W

KAS203W

KAS204W

KAM301W

KAM302W

KAM303W

KAM304W

iPad Pro 9.7 インチ
iPad Air 2/1

iPad Pro
12.9 インチ

Galaxy
Tab S2

Surface
Pro 4/3

ElevateTM II 首ふりモジュール（90 度）

ElevateTM II 首ふりモジュール（270 度）

KKX101

KKX102

キオスク アクセサリー

PinpointTM スタイラスペン

Monet スタイラスペン

DaVinci スタイラスペン

BCU208

BCE101

BCE106

スタイラスペン

記載されている製品以外の取り扱いもございます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

2016 年 8 月現在



【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社アークレア
〒105-0001 東京都港区虎ノ門２丁目７番５号 BUREX 虎ノ門

URL: http://thejoyfactoryworld.com/japan/
E-Mail: Sales.Japan@thejoyfactory.com


