- travel series -

HELLO KITTY
x FRUITS
”KAWAII”をたっぷり詰めこんだフルーツ柄は、
キティの形をしたさくらんぼやいちご
そして、ちょこんといるキティがとってもキュート。
やわらかい色合いで、とびきり甘く”KAWAII”旅をお届け♪

HELLO KITTY
x RIBBON
キティのスタンダードな”KAWAII”を
めいっぱい表現したリボン柄。
たっぷりのリボンとキティを大きくデザイン！
おしゃれなキティと一緒に”KAWAII”旅に出かけよう♬

リラックスグッズ

relax goods
エアピロー

引き手は
キティのリボン♪

air pillow

… 肌触りの良いジャージー素材で移動時間もリラックス

PRICE
¥2,100（+税）
（約）幅37×縦28×厚み12cm（使用時）
SIZE
MATERIAL カバー／ポリエステル
エアピロー本体／塩化ビニル樹脂
フルーツ柄 JAN : 4512008529262 (KTFR001)
リボン柄 JAN : 4512008529392 (KTRB001)

セキュリティーグッズ

・キャリングポーチ

security goods
passport cover

… 大切なパスポートがラブリーに変身

アイマスク

eye mask

PRICE
¥1,500（+税）
（約）幅10×縦13.7cm（閉じた時）
SIZE
MATERIAL 本体（フルーツ柄）／塩化ビニル樹脂
本体（リボン柄）／ポリウレタン
金具／鉄
フルーツ柄 JAN : 4512008529316 (KTFR006)
リボン柄 JAN : 4512008529446 (KTRB006)

内側

… 光を遮断して、快適な眠りをお届け

PRICE
¥1,000（+税）
（約）幅20×縦9.5cm(バンド含まず)
SIZE
MATERIAL 本体／ポリエステル
バンド／ゴム
フルーツ柄 JAN : 4512008529279 (KTFR002)
リボン柄 JAN : 4512008529408 (KTRB002)

MADE IN CHINA

内側UP

ミニウォレット

MADE IN CHINA

mini wallet

… 軽くてコンパクトな多機能ウォレット
日本国紙幣が2つ折りで入る便利なサイズ

slippers

PRICE
¥1,800（+税）
SIZE
（約）幅10×縦9.5×厚み1cm
MATERIAL 本体（フルーツ柄）／塩化ビニル樹脂
本体（リボン柄）／ポリウレタン
内生地／ポリエステル
金具／鉄
フルーツ柄 JAN : 4512008529323 (KTFR007)
リボン柄 JAN : 4512008529453 (KTRB007)

… 足を包み込む形状で履きやすい
ルームシューズとしても便利

PRICE
SIZE
MATERIAL
フルーツ柄
リボン柄

・クローズケース M/L

パスポートカバー

MADE IN CHINA

スリッパ

・ミニウォレット

¥2,100（+税）
フリー（約23.0〜26.0cm）
本体・底面／ポリエステル
JAN : 4512008529286 (KTFR003)
JAN : 4512008529415 (KTRB003)
裏面

MADE IN CHINA

ビーズフィットクッション

裏面

MADE IN CHINA

トラベルオーガナイザー

beads fit cushion

travel organizer

… パスポートなどの貴重品をまとめるのにぴったり

… ふわふわ素材で使いやすい
腰用クッションとしても

PRICE
¥2,300（+税）
（約）長さ62（ベルト含まず）×幅15×厚み7cm
SIZE
MATERIAL カバー／ポリエステル
ビーズ／発泡ポリスチレン
フルーツ柄 JAN : 4512008529378 (KTFR012)
リボン柄 JAN : 4512008529507 (KTRB012)
MADE IN CHINA
内側

PRICE
¥2,600（+税）
（約）幅12.5×縦22cm（閉じた時）
SIZE
MATERIAL 本体／ポリエステル、
一部ポリウレタン
金具／亜鉛合金
紐・テープ／ポリエステル
アジャスター／ポリアセタール
フルーツ柄 JAN : 4512008529330 (KTFR008)
リボン柄 JAN : 4512008529460 (KTRB008)
MADE IN CHINA

内生地もキティモチーフ♥
フルーツ柄

リボン柄

収納グッズ

クリアポーチ

・パスポートカバー
・ミニウォレット
・トラベルオーガナイザー
・クローズケース M/L
・キャリングポーチ

PRICE
¥1,600（+税）
SIZE
（約）幅19×縦14×マチ6cm
MATERIAL 本体／塩化ビニル樹脂
リボン柄 JAN : 4512008529385 (KTRB013)

裏

MADE IN JAPAN

packing goods
クローズケース / M

キャリングポーチ

clothes case / M

PRICE
¥2,000（+税）
SIZE
（約）幅30×縦21×マチ5cm
MATERIAL 本体／ポリエステル、
一部ポリウレタン
金具／亜鉛合金
フルーツ柄 JAN : 4512008529347 (KTFR009)
リボン柄 JAN : 4512008529477 (KTRB009)

PRICE
¥2,100（+税）
SIZE
（約）幅33×縦25×厚み7cm
MATERIAL 本体／ポリエステル
金具／亜鉛合金
フルーツ柄 JAN : 4512008529354 (KTFR010)
リボン柄 JAN : 4512008529484 (KTRB010)

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

クローズケース / L

clothes case / L

… Mサイズより2回り大きなサイズ
大荷物の時や、2〜3日の旅行にぴったり

アクセサリー

PRICE
¥2,500（+税）
SIZE
（約）幅42×縦33×厚み11cm
MATERIAL 本体／ポリエステル
金具／亜鉛合金
フルーツ柄 JAN : 4512008529361 (KTFR011)
リボン柄 JAN : 4512008529491 (KTRB011)

バゲージタグ

… かさばる衣類を圧縮して、かしこく荷造り

MADE IN JAPAN

裏

裏

compression bag

PRICE
¥1,100（+税）
SIZE
（約）幅40×縦50cm（２枚入り）
MATERIAL 本体／ナイロン、
ポリエチレンフィルム
フルーツ柄 JAN : 4512008529255 (KTFR013)

baggage tag

… バゲージタグとしてはもちろん、パスケースとしてもOK

裏

表

baggage accessories

MADE IN CHINA

衣類圧縮袋

carrying pouch

… 機内やホテルで必要なものだけ持ち歩く時に便利

… 荷造りでも女子力up♪
Mサイズは1〜2日の旅行におすすめ

フタの
内
便利な 側に
ポケッ
ト付き！

clear pouch

… ビーチやプール、
スパでも活躍

◀表

◀表

PRICE
¥1,000（+税）
（約）幅7.5×縦11cm（ベルト含まず）
SIZE
MATERIAL 本体（フルーツ柄）／塩化ビニル樹脂
本体（リボン柄）／ポリウレタン
金具／鉄
外側窓／PET
フルーツ柄 JAN : 4512008529309 (KTFR005)
リボン柄 JAN : 4512008529439 (KTRB005)
MADE IN CHINA

バゲージベルト

baggage belt

… ワンタッチで使いやすい。スーツケースの目印に

PRICE
¥2,000（+税）
SIZE
（約）長さ197×幅6cm
MATERIAL ベルト／ポリエステル
バックル／ポリアセタール
フルーツ柄 JAN : 4512008529293 (KTFR004)
リボン柄 JAN : 4512008529422 (KTRB004)
MADE IN CHINA

TO DO LIST♥
有名スポットをめぐる
大切な人や思い出の場所に会いに行く
伝統や文化を学ぶ
こだわりのグルメをたくさん食べる
とことんまったり＆リフレッシュ
楽しいショッピング＆ステキなお土産を買う

Have a
nice trip!

［発売元］ 株式会社コンサイス
〒132-0035 東京都江戸川区平井2-16-23

http://www.concise.co.jp/

※実際の商品は仕様変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

564670

