
ブランドコンセプト
TandE VERTEX 上野高広選手との共同商品開発企画により
プロのドライバーの現場の声を取り入れながら製品を開発、検証し、
流行り廃りの無いスタンダードを目指して商品を世に展開していきます。

Branding

Change the com
m
on sense of driving goods.Select car accessories
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スマートフォンホルダー/SDカード
ドライブレコーダー/Bluetoothハンズフリーイヤホン



H1

PDG 
MagnetHolder

Product Guide 製品案内

model:PDGHS001-BK
JAN:4525238515103
参考売価￥2,480(税抜)

品番JAN価格

model:PDGHC001-BK
JAN:4525238515110
参考売価￥1,980(税抜)

品番JAN価格

Detail
製品ラインナップLineup
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● T and E 代表であると共に現役のD1ドライバー上野高広氏と
　共同で耐久テストや商品開発の為の会議を積み重ね商品を製作。
●既存の商品と決定的に違う付加価値を持った
　カー用スマートフォンホルダーを誕生させようという背景があります。

弊社デモカーにて検証
走行テストの様子を
動画にて公開しております。

開発背景
Development 
Background

ドリフト界のレジェンド
【TEAM VERTEX DIGICAM】の
上野 高広が実際にドリフトをして
検証テストしました。上野 高広

TEAM VERTEX DIGICAM
D1ドライバー

検 証
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長年量販店など向けに
カー用品、ホルダーなどを
製作し続けてきたwillcom提携工場にて、
VERTEXとのコラボにより、
より要求の高いアイテムの製作を実現。

feature 商品特徴



H4

●ドリフト天国、OPTIONなど車好き御用達の専門誌などにも
　特集として取り上げられています。

商品展開Deployment
大型カー用品店等でも注目商品として、
ホルダーコーナーにて販売されております。

雑誌掲載

２０１８年の発売以来、
コンスタントに売上げを伸ばし
スマートフォン用の
マグネットホルダーといえば
これ！という定番になりつつあります。 イベントブースでも好評
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Bluetooth
HandsFree
EarPhones

開発背景
Development 
Background

ハンズフリーイヤホンとは、携帯電話を手で持つことなく通話ができる装置。
大抵が片耳にはめるタイプで、大きさも手のひらに収まるサイズがほとんど。
車内の使用においては手でスマホを操作することなく音声ガイダンス等で、
電話応対や地図検索ができるので、安全に車内でスマホ機能を使用することが
できます

２０１９年１２月１日から、車の運転をしながらのスマホの操作の
罰則強化に備え、車内でのスマホの操作を無くすため、
すでに浸透しつつあるBluetoothハンズフリーイヤホンを
レガシーモデルから最新のオープンエアータイプまでの
４アイテムをPDGブランドからリリースしようと商品開発を開始。

AUX接続でのモデルや、FMトランスミッター等の１世代前の装置にも
対応した古いけど新しい最新モデルもリリース。
もちろん機能は最新の音声ガイダンスやsiriやGoogle音声対応。

Product Guide 製品案内

ながら運転の厳罰化
運転中の「ながらスマホ」による交通事故の件数は
年々増加しています。

そのため「ながら運転」の罰則強化を
盛り込んだ改正道路交通法が、
2019年12月1日から施行。

反則金などは従来の約3倍！
事故を生じさせた場合は刑事罰も！
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Bluetooth非搭載車や旧車、商業車などのシーンにおススメ！

製品ラインナップLineup
全モデル最新のBluetoothに対応

専用の充電クレードル付き

連続通話時間：約4時間
音楽再生時間：約3時間
最大登録可能台数：8台

専用の充電クレードル付き

連続通話時間：約4時間
音楽再生時間：約3時間
最大登録可能台数：8台

参考売価：3,980円（税抜）
JAN：4525238521562
model：PDGWR-11

参考売価：4,580円（税抜）
JAN：4525238521579
model：PDGWR-11FM

feature 商品特徴

古いタイプのカーオーディオの
FMラジオ周波数や外部入力端子(AUX)と
本機を介してスマホとカーステレオを接続するモデル。

車のDC-USB充電などから本機に給電し、スマホと本機をペアリングすることで
スマホの音声コントロール機能(siriやgoogle)を使用し、車内にてハンズフリー
による電話の待受、通話が可能になります。

セパレートになっているレシーバーを耳に装着し、
車内スピーカーを介さないプライベート通話も可能です

使用シーン別オススメ

FM

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
仕
様

A
U
X

仕
様

音声コントロール
Siri/Google対応

Hey! Siri
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専用の小型充電クレードル付き

連続通話時間：約4時間
音楽再生時間：約4時間
最大登録可能台数：8台

連続通話時間：約5時間
音楽再生時間：約3時間
最大登録可能台数：8台
耳掛け・オープンイヤー仕様

参考売価：2,980円（税抜）
JAN：4525238521586
model：PDGWR-13C

参考売価：2,480円（税抜）
JAN：4525238521678
model：PDGBT110-01BK

参考売価：2,480円（税抜）
JAN：4525238521678
model：PDGBT110-01BK

カーナビ等で既にBluetooth接続
でのプライベート通話用などのシーンにおススメ！

製品ラインナップLineup
全モデル最新のBluetoothに対応

feature 商品特徴

既にカーナビやカーオーディオとスマホとの間でBluetooth
を接続してご使用になられている方におススメのモデルになっています。

カーナビ等のBluetooth通話設定の多くは、車内スピーカーを使用するものが多く、
同乗者がいる場合などに、プライベート通話を行うのに便利な商品です。
設置場所と持運びに便利な小型タイプと、
両耳対応で耳をふさがないオープンイヤータイプの2アイテムをご提案致します。

使用シーン別オススメ

オ
ー
プ
ン
イ
ヤ
ー
タ
イ
プ

小
型
軽
量
モ
デ
ル

場所を選ばない小型モデル場所を選ばない小型モデル

耳に優しく、周囲の音を遮りにくい
オープンイヤータイプ
耳に優しく、周囲の音を遮りにくい
オープンイヤータイプ

乗車時にペアリングをして、
車内では耳に常時装着モデル

耳掛けタイプ

音声コントロール
Siri/Google対応

Hey! Siri
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プライベート通話に特化した２タイプ

参考売価：3,980円（税抜）
model：PDGWR-11

参考売価：4,580円（税抜）
model：PDGWR-11FM

ハンズフリー使用方法の
動画もあるよ！

ハンズフリー使用方法の
動画もあるよ！

音楽

プライベート

スピーカー
通 話

スマホ

本機
ＦＭトランス

ミッターAUX接続 or 

カーオーディオ

Bluetooth

AUXタイプ FMトランスミッター

設定方法も超カンタン♬

設定方法も超カンタン♬

参考売価：2,980円（税抜）
model：PDGWR-13C

参考売価：2,480円（税抜）
model：PDGBT110-01BK

●耳に優しく、周囲の音を遮りにくい
　オープンイヤータイプ

●場所を選ばない小型モデル

←狭いスペースにも設置できる小型タイプ

スマホで動画もチェック！
小型軽量タイプ オープンイヤータイプ

セパレートになっているレシーバーを耳に装着し、
車内スピーカーを介さないプライベート通話も可能です

設定方法

スマホ

本機

Bluetooth

設定方法

←乗車時に耳に装着する
　常時耳掛けモデル

プライベート通話はもちろん車内のオーディオ機能を使用し音楽も通話も出来る２タイプ

モデル=長谷川真希
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Product Guide 製品案内

PDG
microSDカード

SDカードは消耗品です！
ドラレコに設置してあるSDカードは繰り返す上書に寿命があります。
常に上書き録画を繰り返すドラレコにはMLCチップのSDカードが
書き換えに強く長寿命だから 

ドライブレコーダーに最適！！ドライブレコーダーに最適！！

feature 商品特徴

製品ラインナップLineup

Detail
model:PDGMSD-16D
JAN:4525238521364
参考売価￥3,980(税抜)

品番JAN価格
model:PDGMSD-32D
JAN:4525238521371
参考売価￥6,980(税抜)

品番JAN価格



WEBページでも詳細がご覧いただけます。
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WillCOM×VERTEX
販売メーカー

コンシューマー

● SNS での拡散

● RQ 公式インスタ

　 での紹介動画

● D1 公式 GP での

　 ブースでの販促

カー用品店

店頭でのPR活動
宣伝POP
チラシ /広告

小売店

PDG商品

購買

Special M
ovie Show!⇨

Sh
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r

ダッシュボード用

PDG Magnet Holder

Professional Driving Gear

磁
力
強
化

吸
盤
強
度
強
化

過酷なレースフィールドから

生まれたホルダー

他社にはない付加価値を持って商品を
提供できるようにメーカーとしても
PR活動に尽力いたします。

ブランディンク価値を
高める PR 活動

PurposeEvents


