
2010 年、アメリカのクラウドファンディングサイト「Kickstarter（キックスターター）」で資金募集を成功させ、一躍その名を世界の写
真業界に轟かせたピークデザイン。アウトドアフォトグラファーをはじめとした世界中の人たちに愛されている「キャプチャーカメラクリッ
プ」や、デザインと機能を追求した画期的な三脚「トラベルトライポッド」など、その開発力と細部へのこだわりで多くのフォトグラファー
を魅了し続けています。

この度、彼らの新たな歴史を刻むべく、「モバイル」シリーズが誕生しました。
モバイルシリーズは、保護性に優れたスリムでスタイリッシュなスマートフォンケースと、ライフスタイルに合わせてスマートフォンをさら
に便利に活用するためのアクセサリー類で構成されています。それぞれに「SlimLink™（スリムリンク）」というスマートフォンの可能性を最
大限に引き出す新しいシステムを搭載し、スマートフォンとアクセサリー類の脱着が簡単に行えます。

普段の生活ではもちろん、バイクや自転車、車や旅行などあらゆるシーンにお勧めのラインナップで、ピークデザインのこだわりを体感でき
ます。

新製品のご案内

MOBILE by PEAK DESIGN

MOBILE
Coming Soon...

※運転中のスマートフォン操作は絶対に避けてください。

近日発売予定



製品特長SlimLink™（スリムリンク）システム

HOW TO WORK

ソフトロック

ハードロック

マグネットでの固定に加えて、アクセサリー側の 2 本の爪がジルコニアセラミック製のリングを
しっかりとロックします。精密に設計・加工されており、確実に固定します。
「ハードロック」対応のアクセサリーは、Apple MagSafe との互換性はありません。必ずピーク
デザインのエブリデイケース、またはユニバーサルアダプターをお使いください。

SlimLink™（スリムリンク）システムはピークデザインが独自に開発をした、スマートフォンの可能性を最大限に引き出す新しいシステムで、
「モバイルシリーズ」において要となるものです。
モバイルシリーズのアクセサリーは、SlimLink™システムでスマートフォンに取り付けます。
ピークデザインが誇るデザインの美しさはもちろんのこと、高い機能性、耐久性、安定感も抜群の素晴らしいシステムです。

SlimLink™システムでの固定方法は、「ソフトロック」と「ハードロック」の2通りがあります。

マグネット式で、エブリデイケースやユニバーサルアダプターにアクセサリーを固定します。強
力なマグネットを採用しているので、使用中のずれや落下の心配はありません。
「ソフトロック」対応のアクセサリーは、エブリデイケース等のほかに、Apple MagSafe 搭載の
スマートフォン、及びその対応ケースとも互換性があります。
※「ワイヤレスチャージングスタンド」は、ユニバーサルアダプターを取り付けた端末では正常に
充電できない場合があります。

エブリデイループケース使用イメージ

EVERYDAY CASE / EVERYDAY LOOP CASE

2.4mm厚と非常に薄く洗練されたデザインでありながら、操作性、保護性、装着感のすべてを兼ね備えたスマートフォンケースです。
ケース背面にピークデザイン独自の SlimLink™システムを備え、スマートフォンをさらに便利に活用できるアクセサリー類を取り付けられ
ます。
ケース本体は丈夫なポリカーボネート素材で、表面にはシックなナイロンキャンバス生地を採用しています。フレームにはTPU素材を使用し、
衝撃吸収にも優れています。
スタンダードな「エブリデイケース」と、不意の落下を防ぐフィンガーループ付きの「エブリデイループケース」の2種類をご用意しています。
フィンガーループはマグネット式でかさばらないデザインのため、移動中にポケットやバッグに入れても邪魔になりません。

ケースサイズはエブリデイケースは iPhone11、12、13、Samsung Galaxy S21 5G シリーズの各種、エブリデイループケースは
iPhone12、13の各種（iPhone12 mini、13 mini を除く）を展開しています。
※Apple MagSafe アクセサリーにも対応します。

CASE / ADAPTOR

エブリデイ ケース
エブリデイ ループ ケース
カラー ：　チャコール
ケース厚 ：　背部2.4mm
バンパー厚 ：　上部・側面 3.4mm　下部 5.6mm
重量 ：　40g（対応機種により±4g）
対応機種 ： エブリデイ ケース 

iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

エブリデイ ループ ケース 
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max

5,500円（税込）
6,820円（税込）



UNIVERSAL ADAPTER

6,820円（税込）

ACCESSORY

精密にデザインされた、非常にコンパクトなスマートフォン用の三脚です。
数々の賞を受賞したトラベルトライポッドを手掛けたエンジニアにより開
発され、高い安定感と優れた操作性を実現しました。
本体は丈夫なアルミニウム製で、使用しないときはカードサイズほどに収
納でき、ビデオチャットや撮影時に素早く展開できます。自由に角度調節
ができるボールヘッド、安定感を高め振動を低減させるゴム製の脚部分と、
細部までこだわったプレミアムな三脚です。

10,890円（税込）

カラー ：　ブラック
サイズ ：　H9.7 × W5.5cm
厚み ：　最大 7.5mm　最小 4.75mm
重量 ：　76g
同梱物 ：　ボールヘッド調節ツール

モバイル トライポッド

使用イメージ取り付けイメージ

MOBILE TRIPOD　【ソフトロック対応】

スマートフォンを「撮影機材」として最大限に活用するためのキットです。
SlimLink™のハードロックを採用し、素早く確実にスマートフォンを固定
します。マウントアームは GoPro マウントと互換性があり、同梱されて
いるアルカスイス互換プレートや 1/4 インチネジ穴付きプレートを取り
付ければ、さまざまな三脚等に簡単に取り付けられます。また、アルカス
イス互換プレートはピークデザイン製キャプチャーカメラクリップやトラ
ベルトライポッドへワンタッチで装着可能です。
汎用性の高いクリエイターキットは、写真・動画撮影におけるスマートフォ
ンの可能性を広げます。

カラー ：　ブラック
サイズ ：　ヘッド部分 H5.5 × W5.5 × D0.7cm
 　  ※使用するプレートにより全体のサイズは異なります。
重量 ：　アルカスイス互換プレート装着時 94.9g　
 　  1/4 インチネジ穴付きプレート装着時 87.6g
同梱物 ：　つまみネジ、アルカスイス互換プレート、
 　  1/4 インチネジ穴付きプレート

クリエイター キット

CREATOR KIT　【ハードロック対応】

モバイルシリーズのほとんどのアクセサリー類と互換性のあるアダプター
です。
他社製のスマートフォンケースに取り付けるだけで、SlimLink™システム
を活用できます。ポリカーボネートをシックなナイロンキャンバス生地で
包みながらも、わずか 2.6mm 厚と非常に薄く、スマートフォンの操作を
妨げないデザインです。
接着力の強い粘着テープで取り付けるため、使用中にケースから剥がれて
しまう心配はありません。

※シリコン製、革製のソフトケースにはご使用いただけません。
※ワイヤレス充電器では、正常に充電ができない場合があります。

カラー ：　チャコール
サイズ ：　H5.6 × W5.6 × D0.26cm
重量 ：　13g
同梱物 ：　取り付け用ジグ、アルコールパッド

ユニバーサル アダプター 4,070円（税込）

使用イメージ取り付けイメージ

使用イメージ取り付けイメージ



独自の構造により、デザインと機能性を両立させたカードウォレットです。
手荷物はできるだけ削ってポケットに収まる荷物だけで外に出たい……
SlimLink™でスマートフォンとカードウォレットを一つにまとめ、そんな
願いを叶えます。
カード類は最大 7 枚まで収納可能で、本体の上蓋を引き上げてスムーズに
取り出すことができます。また、カードの磁気やスマートフォンに干渉し
ない技術を用いているため、安全に使用できます。

6,820円（税込）

カラー ：　チャコール
サイズ ：　H9.2 × W6.6 × D0.375cm
重量 ：　40g

スリム ウォレット

SLIM WALLET　【ソフトロック対応】

使用イメージ取り付けイメージ

壁や鏡などの平らな面に、スマートフォンを簡単に固定するためのマウン
トです。
キッチンやバスルーム、オフィスや作業場へ取り付けて、レシピサイトや
動画を観ながら、または通話をしながらほかの作業をすることができ、と
ても便利です。SlimLink™で安全にスマートフォンを固定し、縦位置にも
横位置にも対応します。
表面にはエブリデイケースと同じスマートで丈夫なナイロンキャンバス生
地を、接着面には耐久性に優れた3MのVHB粘着パッドを採用しています。
カラーはチャコールとホワイトの2種類で、それぞれ2個1セットです。

3,410円（税込）

カラー ：　チャコール、ホワイト
サイズ ：　H5.8 × W5.8 × D0.7cm
重量 ：　31.7g
同梱物 ：　アルコールパッド

ウォール マウント

使用イメージ使用イメージ

WALL MOUNT　【ソフトロック対応】

スマートなデザインでインテリアに馴染む、ワイヤレス充電スタンドです。
デスクやサイドテーブル、キッチンカウンターに置いても邪魔にならない
スリムで美しいデザインが特徴です。強力なマグネットでスマートフォン
をしっかりと固定するので、充電されているかどうかを都度確認する必要
がありません。
本体は頑丈なアルミニウム製で、使用場面に合わせてスタンドを最適な角
度に調節したり、平らに折りたたむことができます。

※ユニバーサルアダプターを取り付けた端末では、正常に充電ができない場合があり
ます。
※本製品にACアダプターは付属しません。

カラー ：　ブラック
サイズ ：　折り畳み時 H14.1 × W6.9 × D1.6cm
      充電パッド部分 H5.5 × W5.5cm
重量 ：　本体 276.4g　充電用USBケーブル 43.5g 
同梱物 ：　充電用USBケーブル（2m、Cコネクタ - C コネクタ）

ワイヤレス チャージング スタンド 11,000円（税込）

使用イメージ折り畳みイメージ

WIRELESS CHARGING STAND　【ソフトロック対応】



WIRELESS CHARGING CAR MOUNT　【ソフトロック対応】

11,000円（税込）

スリムウォレットにキックスタンドを追加した、スタンド型カードウォレッ
トです。
カードの収納だけではなくスマートフォンスタンドとしても使用でき、ビ
デオ通話や動画鑑賞などにも便利です。
操作の邪魔にならない薄型構造でありながらもスタンドの角度を自由に調
節可能で、携帯性・機能性に優れています。
カード類は最大 7 枚まで収納可能で、本体の上蓋を引き上げてスムーズに
取り出すことができます。また、カードの磁気やスマートフォンに干渉し
ない技術を用いているため、安全に使用できます。

8,250円（税込）

カラー ：　チャコール
サイズ ：　折り畳み時 H9.8 × W6.6 × D0.6cm
重量 ：　75g

スタンド ウォレット

使用イメージ使用イメージ

STAND WALLET　【ソフトロック対応】

コンパクトで車の内装を邪魔しない、使い勝手の良いアルミニウム製のカー
マウントです。
SlimLink™でスマートフォンを瞬時に安全に取り付けることができます。
強力なマグネットにより運転中もガタつく心配がありません。精密なボー
ルヘッドを内蔵し、角度をスムーズに調節可能です。マウントの接着には
3M VHB粘着パッドを採用し、少ない接着面でもしっかりと固定します。

6,160円（税込）

カラー ：　ブラック
サイズ ：　ヘッド部分 H5.5 × W5.5 × D0.7cm
      マウント部分 H3 × W5cm
全高 ：　3.7cm
重量 ：　58g
同梱物 ：　粘着パッド（予備）、アルコールパッド

カー マウント

使用イメージ使用イメージ

CAR MOUNT　【ソフトロック対応】

ワイヤレス充電機能を備えた、USB-C 端子搭載のカーマウントです。
走行中に音楽をかけたりカーナビを表示したりしながら、スマートフォン
を充電できます。ワイヤレス充電用のシガーソケットパワーアダプターと
USB-C 充電ケーブルに加えて、運転中にケーブルが動いて邪魔にならな
いように、ケーブルマネジメント用クリップが付属しています。

※ユニバーサルアダプターを取り付けた端末では、正常に充電ができない場合があり
ます。

カラー ：　ブラック
サイズ ：　ヘッド部分H5.8 × W5.8 × D1.2cm
      マウント部分 H3 × W5cm
全高 ：　4.5cm
重量 ：　本体 95.4g
同梱物 ：　粘着パッド（予備）、充電用USBケーブル（1m、Cコネ
      クタ - C コネクタ）、シガーソケットパワーアダプター、
      ケーブルマネジメント用クリップ × 3、アルコールパッド

ワイヤレス チャージング カー マウント

使用イメージシガーソケットパワーアダプター



MOTORCYCLE BAR MOUNT　【ハードロック対応】

自転車のハンドルバーにスマートフォンを固定するマウントです。
アルミニウム製のすっきりとしたデザインで、装着部分のサイズに合わせてバー
マウント部分のスペーサー（カラーセット）は 3 種類用意しています。直径
2.22cm、2.54cm、3.18cmのバーに対応します。
SlimLink™のハードロックを採用し、通勤などちょっとした移動やグラベル（砂
利道）を長時間走るような場面でも、素早く確実にスマートフォンを固定します。
ハンズフリーでの通話やナビゲーションの確認だけではなく、マウントを立ち上
げて、スマートフォンでの POV 撮影も可能です。また、ヘッド部分の裏側に取
り付けできる GoPro マウントが付属し、スマートフォンでサイクリングのナビ
をしながら、GoPro で撮影を楽しむこともできます。
※開封時には、直径2.22cm用スペーサー（カラーセット）が本体にセットされています。

9,570円（税込）

カラー ：　ブラック
サイズ ：　本体 H11.4 × W5.1 × D6.3cm
      ヘッド部分 H5.5 × W5.5 × D0.7cm
重量 ：　本体 87.1g
同梱物 ：　GoPro アクセサリーマウント、つまみネジ、六角レンチ、
　　　　　　　　 カラーセット × 3（∅2.22cm、∅2.54cm、∅3.18cm用）

アウト フロント バイク マウント

使用イメージサイズを選べるスペーサー（カラーセット）

OUT FRONT BIKE MOUNT　【ハードロック対応】

直径 1.9～5.5cm までのバーに取り付けができる、シリコン製のバンドが付い
たバーマウントです。
自転車のハンドルバーやステム、トップチューブだけではなく、三脚の脚やゴル
フカート、ベビーカーなどにも装着できます。
アウトフロントバイクマウントと同様に SlimLink™のハードロックを採用し、素
早くしっかりとスマートフォンを固定します。ヘッド部分はダイヤルのように回
転できる構造で、スマートフォンを固定しながら角度を調節できます。

※直径 3.5cm 以上のバーに取り付ける場合は、バンドの長さが足りず折り返すことができ
ないため、装着にコツが必要です。バンド固定用フックを取り外してご使用ください。

6,820円（税込）

カラー ：　ブラック
サイズ ：　ヘッド部分 H5.3 × W5.3 × D1.39cm
      バンド部分 H16 × W2.1 × D0.5cm
高さ ：　2.2cm（ハンドルバーからヘッド上部）
重量 ：　78g

ユニバーサル バー マウント

使用イメージ使用イメージ

UNIVERSAL BAR MOUNT　【ハードロック対応】

バイクのハンドルバーにスマートフォンを取り付けるための、バーマウントです。
直径 2.22cm、2.54cm、2.85cm、3.18cm のバーに対応できるよう、3 種
類のスペーサー（カラーセット）が付属します。
本体はスマートで頑丈なアルミニウム製で、ヘッド部分の独自機構によりスマー
トフォンの揺れや振動を防止します。この機能により走行中もスマートフォンを
安定させ、さらに振動から守ります。SlimLink™のハードロックによりしっかり
とスマートフォンを固定し、また取り外す際にはヘッド部分のプッシュボタンで
簡単にロックを解除できます。
アーム部分は位置調節ができ、最適なポジショニングを可能にします。また、アー
ムを取り外して、スマートフォンをより低い位置に設置することもできます。

※開封時には、直径2.22cm用スペーサー（カラーセット）が本体にセットされています。

13,750円（税込）

カラー ：　ブラック
サイズ ：　ヘッド部分 H5.3 × W5.3 × D1.39cm
      アーム部分 H6.3 × W1.8 × D0.7cm
重量 ：　本体 146.8g
同梱物 ：　六角レンチ、カラーセット × 3（∅2.22cm、∅2.54cm、 
 　  ∅2.86cm用）

モーターサイクル バー マウント

使用イメージ取り外し可能なアーム



カラー ：　ブラック
サイズ ：　ヘッド部分 H5.3 × W5.3 × D1.39cm
      アーム部分 H5.65 × W2 × D1.8cm
重量 ：　内径13～20mm対応時 126.1g
  内径 20～26mm対応時 133.6g
同梱物 ：　エクスパンションプラグウェッジ × 2（内径13～20mm、 
  内径 20～26mm対応）、六角レンチ

セパレートハンドルタイプのスポーツバイクやストリートバイク向けのマウント
です。
フォークステムのステアリングステムナットに差し込み、付属の六角レンチで簡
単に装着できます。内径1.3～2.6cmまでのステアリングナットに対応します。
モーターサイクルバーマウントと同様にスマートで頑丈なアルミニウム製で、ヘッ
ド部分の独自機構によりスマートフォンの揺れや振動を防止します。この機能に
より走行中もスマートフォンを安定させ、さらに振動から守ります。SlimLink™
のハードロックによりしっかりとスマートフォンを固定し、また取り外す際には
ヘッド部分のプッシュボタンで簡単にロックを解除できます。
ヘッドとアーム部分は位置調節ができ、最適なポジショニングを可能にします。

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14　TEL 03-5550-5036　FAX 03-3541-2445　https://www.ginichi.co.jp

掲載品に関するお問い合わせ 銀一株式会社 海外商品部

13,750円（税込）モーターサイクル ステム マウント

使用イメージ装着イメージ

MOTORCYCLE STEM MOUNT　【ハードロック対応】

シリーズ一覧表

エブリデイ ケース iPhone 13 mini
エブリデイ ケース iPhone 13
エブリデイ ケース iPhone 13 Pro
エブリデイ ケース iPhone 13 Pro Max
エブリデイ ケース iPhone 12 mini
エブリデイ ケース iPhone 12 / 12 Pro
エブリデイ ケース iPhone 12 Pro Max
エブリデイ ケース iPhone 11
エブリデイ ケース iPhone 11 Pro
エブリデイ ケース iPhone 11 Pro Max
エブリデイ ケース Samsung Galaxy S21 5G
エブリデイ ケース Samsung Galaxy S21+ 5G
エブリデイ ケース Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
エブリデイ ループ ケース iPhone 13
エブリデイ ループ ケース iPhone 13 Pro
エブリデイ ループ ケース iPhone 13 Pro Max
エブリデイ ループ ケース iPhone 12 / 12 Pro
エブリデイ ループ ケース iPhone 12 Pro Max
ユニバーサル アダプター
モバイル トライポッド
クリエイター キット
ワイヤレス チャージング スタンド
ウォール マウント
ウォール マウント
スリム ウォレット
スタンド ウォレット
カー マウント
ワイヤレス チャージング カー マウント
アウト フロント バイク マウント
ユニバーサル バー マウント
モーターサイクル バー マウント
モーターサイクル ステム マウント

チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
チャコール
ブラック
ブラック
ブラック
チャコール
ホワイト
チャコール
チャコール
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック

0818373023072
0818373023058
0818373023041
0818373023065
0818373022945
0818373022938
0818373022952
0818373022907
0818373022914
0818373022921
0818373022969
0818373022976
0818373022983
0818373023027
0818373023010
0818373023034
0818373022990
0818373023003
0818373023089
0818373023225
0818373023270
0818373023171
0818373023256
0818373023263
0818373023232
0818373023249
0818373023096
0818373023102
0818373023133
0818373023140
0818373023164
0818373023157

M-MC-AT-CH-1
M-MC-AQ-CH-1
M-MC-AR-CH-1
M-MC-AS-CH-1
M-MC-AD-CH-1
M-MC-AE-CH-1
M-MC-AG-CH-1
M-MC-AA-CH-1
M-MC-AB-CH-1
M-MC-AC-CH-1
M-MC-AJ-CH-1
M-MC-AK-CH-1
M-MC-AL-CH-1
M-LC-AQ-CH-1
M-LC-AR-CH-1
M-LC-AS-CH-1
M-LC-AE-CH-1
M-LC-AG-CH-1
M-AD-AA-CH-1
M-TR-AA-BK-1
M-CK-AA-BK-1
M-CS-BK-1
M-WM-AA-CH-1
M-WM-AA-BO-1
M-WA-AA-CH-1
M-WA-AB-CH-1
M-CM-AB-BK-1
M-CM-AA-BK-1
M-BM-AA-BK-1
M-BM-AB-BK-1
M-MM-AB-BK-1
M-MM-AA-BK-1

5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
5,500円
6,820円
6,820円
6,820円
6,820円
6,820円
4,070円
10,890円
6,820円
11,000円
3,410円
3,410円
6,820円
8,250円
6,160円
11,000円
9,570円
6,820円
13,750円
13,750円

近日発売予定

製品名 カラー JANコード 型番 価格（税込） 発売予定日

※Apple、iPhone、MagSafe は Apple Inc. の商標です。Galaxy は Samsung Electronics Co.,Ltd. の商標です。


