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報道関係者各位 

プレスリリース 

 

株式会社ロア・インターナショナル 

2018 年 10 月 30 日 

HyperDrive 8in1 USB-C ハブ＋ワイヤレス充電器＋可変式スタンド 

クラウドファンディングMakuakeで 10月 30 日より日本上陸 

モバイル周辺アクセサリー専門の株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社

長：Ally Won)は、米 Hyper ブランドの USB-C 拡張ハブと Qi 対応ワイヤレス充電器に可変式スタンドが一

体化した「HyperDrive 8 in 1 USB-C Hub + Qi Wireless Charger Stand」を国内クラウドファンディング

サービス「Makuake」にて、2018 年 10 月 30 日 12：00 より先行販売を開始します。 

詳細 URL：https://www.makuake.com/project/hyperdrive_8in1_usb-c/ 

【HyperDrive 8 in 1 USB-C Hub + Qi Wireless Charger Stand について】 

本製品は、USB Type-C パソコンに一括して機器を接続できる「8in1 Type-C ハブ」、置くだけで充電ができ

る「Qi（チー）対応ワイヤレス充電器」、好きな角度でスマホを置ける「可変式スタンド」が一体化したアイテ

ムです。 

この 1 台で複雑になりやすいパソコン周りを一括で接続する事ができ、Qi 規格に対応したスマホを置くだけ

で急速ワイヤレス充電が行えます。 

 

「HyperDrive 8 in 1 USB-C Hub + Qi Wireless Charger Stand」は、米 Kickstarter/ Indiegogo で約 1 億

5 千万円以上を調達しており、グローバル市場でも話題になった商品です。 
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予定販売価格は、16,956 円（税込）です。先行予約販売となる Makuake では特別に更にお手頃な、最大 32％

OFF となるリターンを用意しました。商品の正式発売は、2019 年 1 月上旬頃を予定しています。 

 

【製品特長】 

■8 つのポートを搭載した USB Type-C ハブ 

ギガビットイーサネット、HDMI、microSD、SD ポートや、USB3.1 ポート 3 つ、USB-C の電源供給ポート

を搭載しており、付属の Type-C ケーブルを使い拡張ハブとして利用可能です。 

■5W/7.5W/10W/15W に対応、Qi（チー）ワイヤレス充電器 

最新 iPhone（最大出力 7.5W）の急速ワイヤレス充電、Android スマートフォン（最大出力 10W）の急速ワ

イヤレス充電に対応、5W/7.5W/10W/15W の各出力に対応、ワイヤレス充電の国際規格「Qi（チー）」に準

拠した正規認証を取得しているので、あらゆる Qi（チー）対応機器と互換性があり、急速充電が可能です。 

■スマホの角度を自由に調整可能 

自由に角度を調節可能で便利なスタンド機能に加え、3 コイル搭載で充電エリアが広く多少動いても充電が止

まることを防ぎます。また、縦にしても横にしてもデバイスを置くだけで充電が開始されます。 

■こだわりのデザイン 

沢山の機能が付いているにも関わらず、コンパクトかつスタイリッシュに収められています。そのデザイン力

は Hyper ブランドの特長でもあり、サイズは iPhone XS/X とほぼ同じ大きさを目指し、より薄型でスタイリ

ッシュなデザインを実現しました。持ち運びがしやすく、ビジネスシーンなどにも実用的です。 

 

【製品仕様】 

■出力  

・HDMI（1080p@60Hz, 4K@30Hz 対応） 

・ギガビット・イーサネット 

・SD カードスロット (UHS-I 104MB/s)  

・micro SD カードスロット (UHS-I 104MB/s)  

・USB 3.1 Gen 1 ポート ×3 (5Gb/s)  

・USB-C 60W power delivery パススルー対応 

 

■入力 

・USB-C × 1  

 

■本体仕様 

ワイヤレス充電: 5/7.5/10/15W Qi 規格対応 

無線充電用コイル数: 3 

DC / DC 効率: 最大 96%  

動作可能温度: 25ºC 

外装: アルミニウム & ABS  

サイズ: 130 x 94 x 25.8 mm  

重量: 204g 

 

■付属品 

HyperDrive 本体 / USB Type-C ケーブル / 説明書、入出力マトリクス表（日本語版） 
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【製品概要】 

製品名    ：HyperDrive 8 in 1 USB-C Hub + Qi Wireless Charger Stand 

カラー    ：ブラック 

発売予定価格 ：15,700 円（税抜） 

正式販売予定 ：2019 年 1 月上旬 

 

【Makuake プロジェクト概要】 

受付期間：2018 年 10 月 30 日(火)から 2018 年 12 月 17 日(月)18：00 まで 

目標金額：1,000,000 円 

詳細 URL：https://www.makuake.com/project/hyperdrive_8in1_usb-c/ 

 

【HYPER (ハイパー）について】 

HYPER は、カリフォルニア州シリコンバレーに拠点を置いている Sanho Corporation 社のブランドで、Apple

製品をはじめとする最先端の IT&モバイルアクセサリーを専門としております。 

HYPER ブランドは Apple 周辺アクセサリーでグローバルヒット商品を続々と発表しており、アメリカやヨー

ロッパでは人気ブランドとなっています。 

世界で初めて USB-C アクセサリーを紹介し、世界初の MacBook バッテリーパック、ワイヤレス USB ポー

ト、iPhone 用フラッシュドライブまで、HYPER はこれまで多くの初商品を提供してきました。受賞暦のある

商品も多数保有しています。 

時々模倣されることはありますが、HYPER のスピリットによる商品企画力、デザイン力は決して複製できな

い HYPER だけの価値となっています。 

株式会社ロア・インターナショナルは HYPER の日本代理店として、国内販売店を幅広く募集しており、今後

拡販していく予定です 

 

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】 

設立      ：2006 年 7 月 

代表取締役社長 ：Ally Won 

所在地     ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-27-45 近代 BLD.20 3F 

URL      ：http://www.roa-international.com 

事業内容    ：モバイルケースやデジタル機器周辺アクセサリーの輸出入/輸入品の卸・流通 

直営販売ショップ：http://www.mycase.jp 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社ロア・インターナショナル 

広報担当 ： 鈴木 

TEL：03-6231-4061(平日 10 時～18 時) 

E-mail：press@roa-international.com 
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