
商品仕様

型番

GRFD-MUC100 GRAMO-LTA01 GRFD-LTC01-U GRFD-LTC01-L GRFD-TCLTC01 GRFD-TCC01 GRFD-TCC04 GRFD-TCC03-U GRFD-TCC03-L GRAMO-TCA01

コネクター仕様 マイクロUSB ライトニング ライトニング ライトニング ライトニング USB タイプC USB タイプC USB タイプC USB タイプC USB タイプC

パッケージ

カラー

参考価格（税抜） 298円 980円 980円 980円
（1m）980円

（2m）1,280円

（1m）298円

（2m）398円

（1m）398円

（2m）498円
598円 598円 798円

商品名
microUSB充電 /

データ転送ケーブル

Lightning

オーディオ変換アダプタ

Lightningケーブル

【強靭・U型】

Lightningケーブル

【強靭・L型】
Type-C to Lightningケーブル

Type-C充電 /

データ転送ケーブル

Type-C充電 /

データ転送ケーブル

Type-Cケーブル

【強靭・U型】

Type-Cケーブル

【強靭・L型】

USB Type-C

オーディオ変換アダプタ

特徴
最大出力2Aで、

データ転送・充電対応

Lightning↔3.5mmミニプラグを変換

Apple正規認証品

充電しながらゲームや動画を楽しめる

ケーブルは強靭な編込み仕上げ

Apple正規認証品

充電しながらゲームや動画を楽しめる

ケーブルは強靭な編込み仕上げ

Apple正規認証品

高速データ転送・高速充電対応

両面どちらでも挿せる

リバーシブル仕様

最大出力2Aで、

便利な急速充電にも対応

最大出力3Aで、

便利な急速充電にも対応

充電しながらゲームや動画を楽しめる

ケーブルは強靭な編込み仕上げ

充電しながらゲームや動画を楽しめる

ケーブルは強靭な編込み仕上げ
USB Type-C↔3.5mmミニプラグを変換

JANコード

BK：4589569122423

WH：4589569122430

RE：4589569122447

BL：4589569122454

BK：4589569120863

WH：4589569120870
BL：4589569121396 BL：4589569121402

（1m）WH：4589569121501

（2m）WH：4589569123598

（1m）BK：4589569122102

　　　WH：4589569120931

　　　RE：4589569122126

　　　BL：4589569122119

（2m）WH：4589569121518

（1m）WH：4589569121587

（2m）WH：4589569122164
RE：4589569121419 RE：4589569121426

BK：4589569121761

WH：4589569121778

コネクター形状 microUSB(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Lightning(オス)ー3.5mmミニプラグ(メス) Lightning(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Lightning(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Lightning(オス)ーType-C(オス) Type-C(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Type-C(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Type-C(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Type-C(オス)ーUSB Aタイプ(オス) Type-C(オス)ー3.5mmミニプラグ(メス)

ケーブル長 1m 10cm 1m 1m 1m／2m 1m／2m 1m／2m 1m 1m 10cm

最大出力 2.0A – 2.4A 2.4A 3.0A（※1） 2.0A 3.0A 3.0A 3.0A –

機能一覧

データ転送 ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Power Delivery – – – – ○ – – – – –

その他

対応機種 microUSBポート搭載の機器 Lightningポート搭載の機器 Lightningポート搭載の機器 Lightningポート搭載の機器 Lightningポート搭載の機器 Type-Cポート搭載の機器 Type-Cポート搭載の機器 Type-Cポート搭載の機器 Type-Cポート搭載の機器 Type-Cポート搭載の機器

付属品 – – – – – – – – – –

取扱説明書 – – – – – – – – – –

保証期間 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月

発売日 2020年11月19日 2019年8月6日 2019年11月27日 2019年11月27日 2019年11月27日 2019年5月25日 2020年1月31日 2019年11月27日 2019年11月27日 2020年5月22日
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1M/BK (ブラック)

1M/BK (ブラック)
1M/WH (ホワイト)

1M/WH (ホワイト) BK (ブラック) 1M/WH (ホワイト)
1M/RE (レッド)

1M/WH (ホワイト) BK (ブラック)

1M/RE (レッド) WH (ホワイト) 2M/WH (ホワイト)
1M/BL (ブルー)

2M/WH (ホワイト) WH (ホワイト)

1M/BL (ブルー)

2M/WH (ホワイト)

（※1）iPhone8以降に発売されたPower Delivery対応機種と、Power Delivery規格に対応した充電器を使用して充電した場合。Type-Cポート搭載iPadへの充電には非対応です。

ケーブル比較表

購入ページ 1M/BL (ブルー) 1M/BL (ブルー) 1M/RE (レッド) 1M/RE (レッド)

在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り
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