
重量とサイズ
▪高さ：280.6mm
▪幅：214.9mm
▪厚さ : 6.4mm
▪重量 : 682g

チップ
▪Apple M1チップ
▪4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
▪8コアGPU
▪16コアNeural Engine
▪8GB RAM：128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル
▪16GB RAM：1TBまたは2TBストレージ搭載モデル

カメラ
▪4Kビデオ撮影（広角：24fps、25fps、30fpsまたは60fps）
▪広角：12MP、ƒ/1.8絞り値
▪超広角：10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角
▪TrueDepthカメラ

その他の機能
▪Face ID
▪Apple Pencil(第2世代)に対応
▪Smart Keyboard FolioとBluetoothキーボードに対応
▪USB-Cコネクタ

チップ
▪Apple M1チップ
▪4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU
▪8コアGPU
▪16コアNeural Engine
▪8GB RAM：128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル
▪16GB RAM：1TBまたは2TBストレージ搭載モデル

カメラ
▪4Kビデオ撮影（広角：24fps、25fps、30fpsまたは60fps）
▪広角：12MP、ƒ/1.8絞り値
▪超広角：10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角
▪TrueDepthカメラ

その他の機能
▪Face ID
▪Apple Pencil(第2世代)に対応
▪Smart Keyboard FolioとBluetoothキーボードに対応
▪USB-Cコネクタ

ディスプレイ
▪Liquid Retina XDRディスプレイ
▪IPSテクノロジー搭載12.9インチ（対角）
   ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
▪2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを
   採用した2Dバックライトシステム
▪2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi
▪ProMotionテクノロジー
▪広色域ディスプレイ（P3）
▪True Toneディスプレイ

重量とサイズ
▪高さ：247.6mm
▪幅：178.5mm
▪厚さ : 5.9mm
▪重量 : 466g

ディスプレイ
▪Liquid Retinaディスプレイ
▪IPSテクノロジー搭載11インチ（対角）
   LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
▪2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi
▪ProMotionテクノロジー
▪広色域ディスプレイ（P3）
▪True Toneディスプレイ

¥129,800(税込)
¥141,800(税込)
¥165,800(税込)
¥213,800(税込)
¥261,800(税込)

11インチ(第1~3世代)
12.9インチ(第3~5世代)

11インチ(第1~3世代)
12.9インチ(第3~5世代)

例えば、12.9インチ128GB iPad Proなら
月々5,400円でご購入いただけます
(24回お支払い、初回5,600円)

¥11,880(税込)
¥21,800(税込)
¥24,800(税込)

¥34,980(税込)
¥41,580(税込)

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

¥94,800(税込)
¥106,800(税込)
¥130,800(税込)
¥178,800(税込)
¥226,800(税込)

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

Apple Pencil (第1世代) Smart Keyboard FolioMagic Keyboard
▪ 長さ：175.7mm、直径：8.9mm、重量：20.7g
▪ 接続：Blueetooth、Lightningコネクタ
▪ 対応：iPad(第9世代)

¥15,950(税込)

Apple Pencil (第2世代)
▪ 長さ：166mm、直径：8.9mm、重量：20.7g
▪ 接続：Blueetooth
▪ 磁力での装着とペアリング
▪ 対応：iPad Pro 11インチ、12.9インチ、
   　　　iPad Air(第5世代)、iPad mini 

▪ フルサイズキーボード
▪ 接続：Smart  Connector
▪ 対応：iPad Pro

▪ フルサイズバックライトキーボード
▪ トラックパッド
▪ 接続：Smart  Connector、USB-Cポート
▪ 対応：iPad Pro

11インチ(第3世代)
12.9インチ(第５世代)

¥16,280(税込)
¥18,480(税込)

▪ あなたのiPadに最大限の安心を。
▪ 無償電話サポートと製品保証の期間を
　 本体購入から2年間に延長できます。
　 ※詳しくは店頭スタッフまで

iPad Pro

¥9,800(税込)iPad Air(第５世代)

¥8,800(税込)iPad mini(第6世代)

¥8,800(税込)iPad (第9世代)

※Apple Pencil及び電源アダプタ・ケーブル・キーボードなどiPadアクセサリーはモデルによって対応機種が異なります。詳しくはスタッフまで。

12.9インチiPad Pro

11インチiPad Pro

Apple M1チップ

Apple M1チップ

Apple 純正 iPadアクセサリ

AppleCare+

¥129,800(税込)

月々¥5,400(税込)

例) 12.9インチ
128GB iPad Pro

⬇



iPad mini 6

iPad Air 5

¥74,800(税込)
¥92,800(税込)

チップ
▪64ビットアーキテクチャ搭載A13 Bionicチップ
▪Neural Engine

カメラ
▪8MP広角カメラ
▪1080p HDビデオ撮影（25fpsまたは30fps）
▪FaceTime HD超広角フロントカメラ

その他の機能
▪Touch ID
▪Apple Pencil(第1世代)に対応
▪Smart KeyboardとBluetoothキーボードに対応
▪Lightningコネクタ

重量とサイズ
▪高さ：250.6mm
▪幅：174.1mm
▪厚さ : 7.5mm
▪重量 : Wi-Fi モデル 487 g
            Wi-Fi + Cellular モデル 498 g

ディスプレイ
▪10.2インチ Retinaディスプレイ
▪IPSテクノロジー搭載10.2インチ（対角）
   LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
▪2,160 x 1,620ピクセル解像度、264ppi
▪True Toneディスプレイ

チップ
▪Apple M1チップ
▪Neural Engine

カメラ
▪12MP広角カメラ
▪4Kビデオ撮影（24fps、25fps、30fpsまたは60fps）
▪12MP超広角フロントカメラ、122°視野角、ƒ/2.4絞り値

その他の機能
▪Touch ID
▪Apple Pencil(第2世代)に対応
▪Magic Keyboard、Smart Keyboard Folioに対応
▪USB-Cコネクタ
▪最大10時間のバッテリー駆動時間

重量とサイズ
▪高さ：247.6mm
▪幅：178.5mm
▪厚さ : 6.1mm
▪重量 : Wi-Fi モデル 461 g
            Wi-Fi + Cellular モデル 462 g

ディスプレイ
▪Liquid Retinaディスプレイ
▪IPSテクノロジー搭載10.9インチ（対角）
   LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
▪2,360 x 1,640ピクセル解像度、264ppi
▪広色域ディスプレイ（P3）
▪True Toneディスプレイ

チップ
▪64ビットアーキテクチャ搭載A15 Bionicチップ
▪6コアCPU
▪5コアグラフィックス
▪16コアNeural Engine

カメラ
▪12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
▪4Kビデオ撮影（24fps、25fps、30fpsまたは60fps）
▪FaceTime HD超広角フロントカメラ

その他の機能
▪Touch ID
▪Apple Pencil(第2世代)に対応
▪Bluetoothキーボードに対応
▪USB-Cコネクタ

重量とサイズ
▪高さ：195.4mm
▪幅：134.8mm
▪厚さ : 6.3mm
▪重量 : Wi-Fi モデル 293 g
            Wi-Fi + Cellular モデル 297 g

ディスプレイ
▪8.3インチ Liquid Retinaディスプレイ
▪IPSテクノロジー搭載8.3インチ（対角）
   LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ
▪2,266 x 1,488ピクセル解像度、326ppi
▪広色域ディスプレイ（P3）
▪True Toneディスプレイ

¥39,800(税込)
¥57,800(税込)

64GB

256GB

64GB

256GB

64GB

256GB

64GB

256GB

¥59,800(税込)
¥77,800(税込)

¥13,200(税込)
¥4,400(税込)
¥6,600(税込) ¥6,000(税込)～

64GB

256GB

64GB

256GB

オリジナルセレクト

Apple製品購入時に必要な初期設定などの
サポートのパックを製品1台ごとにご利用いただけます。

kitcut プレミアムサポート ガラスコーティングサービス

●端末を汚れや小傷から守る

●紫外線による劣化を防ぐ

●抗菌・抗ウイルス

●購入後すぐにiPadが使える

●専門店スタッフの対応

●安心なパックサポート

iPad サポートパック

オリジナルガラスコーティング V2 for iPad

ディスプレイ・・・・・・・・・

両面・・・・・・・・・・・・・・・

●9H硬度の光沢ガラスフィルム

●プロ品質の仕上がり

●画面をキレイに保つ

当店セレクトのガラスフィルムと
貼り付けサービスのセットです。

フィルム貼り付けサービス


