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iPhone 6に対応した
"圧倒的にすべる"液晶保護フィルムや
専用レザーケースを新発売。
株式 会 社 エ ム・エス・シー（本社:大阪市中央区 代表取締役:宗廣宗三）は、ま も な
く発 売 さ れ るiPhon e 6に対応する専用レザーケースや”圧倒的にすべる”液晶保 護 フ
ィルムを、「MiraiSell（ミライセル）」ブランドにて本体の発売に合わせて全国
家電 量 販 店 などで発売いたします。
専用 レ ザ ー ケース は薄く設計されたiPhon e 6にぴったりな超薄型ケースやカー ド が
最大7枚入る大量収納ケースなど使い方に合わせて選べる豊富なラインナップをご
用意 い た し ました。
”圧倒的にすべる”液晶保護フィルムは昨年発売しご好評を頂きました”2倍すべる液
晶保護フィルム”に新機能を追加し、iPhone 6及びiPhone 6 Plus及び
iPhone 5/5s/5cに対応した製品となっております。衝撃吸収タイプやガラスタイ
プな ど 液 晶 面の保護力を強化した新たなラインナップも登場いたします。

iP hone6用
”圧倒的にすべる”液晶保護フィルム

iPhone6用
専用レザーケース

多彩なデザインのiPhone6専用レザーケース
●高品質レザー使用 ●フラップカバー付き
●選べる10デザイン ●カード収納付き
※超薄型マグネット開閉タイプを除く

高品質なPUレザーを使用したiPhone 6専用レザーケースです。本製品はいずれも液
晶画面を保護するフラップカバー付きで、超薄型マグネット開閉タイプを除く全モ
デルでカード収納ポケットが付いています。利用シーンに合わせて選べる10デザイ
ン24製品をご用意いたしました。

選べる10デザイン24製品
カード収納付き
超薄型マグネット
開閉タイプを除く

スタンドタイプも
ご用意！

型番

JAN

商品名

カラー

標準価格

MS2-P6LC1BK

4985115965719

ダイアリーデザイン手帳型レザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC1BR

4985115965726

ダイアリーデザイン手帳型レザーケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC2BK

4985115965733

カードポケット付縦型レザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC2BR

4985115965740

カードポケット付縦型レザーケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC3BK

4985115965757

ブックデザイン手帳型レザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC3BR

4985115965764

ブックデザイン手帳型レザーケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC4BK

4985115965771

マイクロメッシュデザインレザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC4BE

4985115965788

マイクロメッシュデザインレザーケース

ベージュ

オープン

MS2-P6LC5BK

4985115965795

ウォレットデザインレザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC5PN

4985115965801

ウォレットデザインレザーケース

ピンク

オープン

MS2-P6LC6BK

4985115965818

カードを大量収納2つ折りレザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC6BR

4985115965825

カードを大量収納2つ折りレザーケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC6RD

4985115965832

カードを大量収納2つ折りレザーケース

レッド

オープン

MS2-P6LC7BK

4985115965849

フロントポケット付手帳型レザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC7BR

4985115965856

フロントポケット付手帳型レザーケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC7RD

4985115965863

フロントポケット付手帳型レザーケース

レッド

オープン

MS2-P6LC8BK

4985115965870

スタンド機能付きマグネット開閉薄型ケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC8BR

4985115965887

スタンド機能付きマグネット開閉薄型ケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC8RD

4985115965894

スタンド機能付きマグネット開閉薄型ケース

レッド

オープン

MS2-P6LC8OR

4985115965900

スタンド機能付きマグネット開閉薄型ケース

オレンジ

オープン

MS2-P6LC9BK

4985115965917

スタンド機能付きマグネットフラップ開閉ケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC9BR

4985115965924

スタンド機能付きマグネットフラップ開閉ケース

ブラウン

オープン

MS2-P6LC10BK

4985115965931

スタンド機能付きメッシュレザーケース

ブラック

オープン

MS2-P6LC10BR

4985115965948

スタンド機能付きメッシュレザーケース

ブラウン

オープン

"圧倒的にすべる"液晶保護フィルム
●2倍すべりやすい！ ●指紋・反射防止使用！
●化粧品や汚れをはじく！ ●気泡が消える
iPhoneの液晶面と比較して動摩擦係数を半分に抑えた液晶保護フィルムです。本製品では前モデルと
比べて「化粧品や汚れをはじく」「気泡が消える」といった新機能を追加いたしました。iPhone
6
用、iPhone 6 Plus用、iPhone 5/5s/5c用の液晶保護フィルムの3製品に加えて、新たに液晶面の保
護力を高めたiPhone 6用衝撃吸収液晶保護フィルム及びiPhone 6用液晶保護ガラスの2製品を加えた
計5製品をご用意いたしました。動摩擦係数を半分に抑えたことにより、本製品を貼り付けたiPhone
では滑りやすさが2倍になり、すばやく確実なフリック操作を実現します。

JIS K7125 に基づく摩擦試験にてすべり性能は検証済み※

2倍すべる！

気泡が消える
特殊シリコン糊
採用

化粧品や汗等
などをはじく
特殊加工

反射防止
映り込み防止で
操作快適

指紋防止
感触さらさら

何度でも
貼り直し OK

硬度 2H で
傷つきにくい

当フィルム

iPhone※
液晶画面
そのまま

装着時

※JIS K7125 プラスチック - フィルムおよびシート動摩擦試験を iPhone5S で測定した結果です。

型番

JAN

商品名

対応機種

標準価格

MS2-FLA6

4985115965955

圧倒的にすべる！液晶保護フィルム
For iPhone 6

iPhone 6

オープン

MS2-FLS6

4985115965979

圧倒的にすべる！衝撃吸収液晶保護フィルム
For iPhone 6

iPhone 6

オープン

MS2-FLG6

4985115965962

圧倒的にすべる！液晶保護ガラス
For iPhone 6

iPhone 6

オープン

MS2-FLA6L

4985115965986

圧倒的にすべる！液晶保護フィルム
For iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus

オープン

MS2-FLA5S5C

4985115965993

圧倒的にすべる！液晶保護フィルム
For iPhone 5/5s/5c

iPhone 5/5s/5c

オープン

●MiraiSellホームページ

http://miraisell.com/

【本発表に関するお問合せ】
●報道関係からのお問い合わせ先
株式会社エム・エス・シー 商品部：小澤・北見
E-Mail：info@mediasell.co.jp
〒540-0027 大阪府大阪市中央区鎗屋町1丁目２番９号
●読者からのお問い合わせ先
E-Mail：info@mediasell.co.jp

TEL.050-2018-0883

TEL.06-4790-2435

FAX.06-4790-2455

