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カラー カラー

ベージュ 4512008 212232 グレー 4512008 289111

ブルー 4512008 212249 ブルー 4512008 289142

素材 素材

カラー カラー

グレー 4512008 242314 ブラック 4512008 245612

ネイビー 4512008 242345 ベージュ 4512008 245636

水色 4512008 245643

素材 素材

カラー カラー

ブラック×ブラック 4512008 294719 チョコレート 4512008 285724

ピンク×Lブルー 4512008 294726 トゥルーレッド 4512008 285755

ブルー×ブラック 4512008 294733 グレーモク 4512008 285717

オレンジ×ブルー 4512008 294757 モスピンク 4512008 285731

チョコ ×ブラック 4512008 294764 ホグブルー 4512008 285748

素材 素材

カラー カラー

ブラウン 4512008 309123 ブルー 4512008 504849

サックス 4512008 309147 イエロー 4512008 504832

カーキ 4512008 309161 オリーブ 4512008 504863

素材 素材

カラー カラー

ネイビー ブラック 4951241 129769

レッド ネイビー 4951241 129776

ワインレッド 4951241 129783

素材

 ふくらむクッション

JAN

\1,680 (本体価格 \1,600）

自分で膨らませなくても栓を開けると空気を取り込み自然に膨らみます。心地よい
弾力で首や腰を優しくサポートします.

 トリコットスエードピロー

  P.1 移動快適用品

カバー：ポリエステル・ポリウレタン、ピロー本体：PVC カバー：綿76%・ポリエステル24%、ピロー本体：PVC

JAN

 メトリック-プロダクツ　トラベルピロー  カラーパイルピロー

カバー：綿100%、ピロー本体：PVC

空気弁が注入口と排出口に分かれているので素早く空気を抜く事ができます。

JAN

カバー：綿100%　ピロー本体：PVC

※同柄のアイマスク、スリッパもあります。

綿100%で自然な肌触り。

 ダンガリーストライプピロー

JAN

ソフトな肌触り＆吸水性に優れたパイル生地を使用。本体にW栓を使用し、空気の
出し入れがラクラクです。

カラーリングがきれいなアメリカ・メトリック-プロダクツ社製。本体にW栓を使用し、空
気の出し入れがラクラクです。
※同柄のアイマスク、スリッパもあります。

JAN

JAN

カバー：パイル、ピロー本体：PVC

\1,680 (本体価格\1,600）

JAN

カバー：綿、ピロー本体：PVC

\1,890 (本体価格 \1,800）

JAN

JAN

ダンガリー×ストライプが新鮮。コットン100%で肌触りの良いエアピローです。本体に
W栓を使用し、空気の出し入れがラクラクです。
※同柄のアイマスクスリッパもあります。

カバー：ポリエステル100%　ピロー本体：PVC

\1,680 (本体価格 \1,600）\1,890 (本体価格 \1,800）

あたたかな素材感が魅力のエアピローです。本体にW栓を使用し、空気の出し入れ
がラクラクです。さりげないステッチ使いもおしゃれ。
※同柄のアイマスク、スリッパもあります。

\1,890 (本体価格 \1,800） \1,890 (本体価格 \1,800）

 タオル地Uピロー  エクセーヌ　トラベルピロー

 W栓エアピロー  シジラボーダーピロー

ソフトな肌ざわりのタオル素材のカバー。
色鮮やかで独特の風合いの“エクセーヌ”素材を使用したトラベルピロー。
高級感のあるスエードのような風合いで、通気性に優れたソフトな肌触り
※同素材のアイマスクもあります。

\1,260 (本体価格 \1,200） \1,890 (本体価格\1,800）

カバー：ポリエステル80%・ポリウレタン20%、ピロー本体：PVC

 マリンボーダーピロー

JAN

\1,995 (本体価格 \1,900）

カバー：綿100% 　ピロー本体：PVC

柔らかな風合の綿1 0 0 ％ ニット生地を使用。碇のワンポイント刺繍入り。トラベル
用はもちろん、普段のリラックスタイムにも快適な使い心地です。

4512008 511212

4512008 511229



 チャイルドエアピロー

カラー カラー

グレー 4512008 205807 水玉ブルー 4512008 233909

素材 素材

水玉柄の可愛い子供用ミニピロー。首が細い女性にもおススメです。

4512008 212706 4512008 213109

素材 素材

4512008 512417 4512008 205043

素材 素材

カラー

4512008 511113 4981030 390162

素材 素材

 携帯空気入れミニポンプ

カラー

4981030 678901 4512008 208105

素材 素材 ポリエチレン

これを使えば、携帯用クッションなどの空気の出し入れも楽々です。

　移動快適用品  P.2  

JAN JAN

\1,575 (本体価格 \1,500） \1,365 (本体価格 \1,300）

\630 (本体価格 \600）

カバー：綿100％、ピロー本体：PVC

　フライトシート

JAN

からー

JAN

PVC

\1,260 (本体価格 \1,200）

 マルチクッション

首にぴったりフィット。うつ伏せ寝で頭を乗せてもOK！ミニタイプで持ち運びにも便
利です。

 ミニマルチクッション

座席が伸びて体が平行近くになり、脚・腰・お尻への圧迫・うっ血を同時に分散。
長時間のフライトを快適にしてくれます。

JAN JAN

\2,100 (本体価格 \2,000） \2,625 (本体価格 \2,500）

　フリークッション

PVC（フロッキー加工） 

首や腰どちらにも使えるクッションです。左右の膨らみで安定感が抜群です。

　腰が楽

JAN

\1,197 (本体価格 \1,140）

PVC PVC

本体のくぼみにより腰部との隙間を作ることで、長時間使用する際の圧迫感を
軽減します。

JAN

\2,625 (本体価格 \2,500）

　フットリリーバー

JAN

\1,680 (本体価格 \1,600） \262 (本体価格 \250）

PVC（フロッキー加工） PVC

首と体の負担をやわらげる抱き枕タイプのエアクッション。
ソフトタッチの植毛仕上げで心地良い肌触りです。

エコノミークラス症候群対策に最適です。飛行機など長時間座る人に効果的です。

PVC

枕や背中、腰など様々な用途にお使いいただけるシンプルな形状のエアークッショ
ンです。　ポイント部が空気を分流させ圧迫部のうっ血を和らげてマッサージ効果が
あります。

 フットレストハンガー

長時間のフライトでも、足を上に乗せることにで疲れを軽減し全身をリラックス。ベル
ト留めが 転がりや滑りを防いでくれます。

　らくらく抱き枕

JAN

PVC（フロッキー加工） 



カラー カラー

ブラック 4512008 241034 パープル 4512008 309925

水色 4512008 241041 オレンジ 4512008 309949

ブルー（チェック柄） 4512008 241010

レッド（チェック柄） 4512008 241027

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 241218 ブラック×ブラック 4512008 292814

ブラウン 4512008 241225 ピンク×Lブルー 4512008 292821

ブルー×ブラック 4512008 292838

Ｌグリーン×ブラック 4512008 292845

オレンジ×ブルー 4512008 292852

チョコ×ブラック 4512008 292869

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 241119 ベージュ 4512008 246039

ブラウン 4512008 241126 ブラック 4512008 246015

水色 4512008 246060

素材 素材

カラー カラー

ブルー 4512008 298618 ブラウン 4512008 309321

グレー 4512008 298625 サックス 4512008 309345

カーキ 4512008 309369

素材 素材

カラー カラー

ブルー 4512008 505044 ネイビー

イエロー 4512008 505037 レッド

オリーブ 4512008 505068

素材 素材

　P.3 移動快適用品 

JAN JAN

\577 (本体価格 \550） \630 (本体価格 \600）

綿、ナイロン

 カラーアイマスク

綿98%、レーヨン2%

 サテンアイマスク  メトリック-プロダクツ　スリープマスク

JAN JAN

\577 (本体価格 \550） \1,050 (本体価格 \1,000）

綿、ナイロン 本体：ポリエステル・ポリウレタン、ゴム紐：ナイロン・スパンテックス、ベルクロ：ポリエステル

耳かけ式で調節可能。髪の乱れを防止します。

 サテンフェイスアイマスク  シジラボーダーアイマスク

内側に立体加工を施し、アイメイクが取れにくい構造です。

※同柄のピロー、スリッパもあります。

JAN JAN

\735 (本体価格 \700） \735 (本体価格 \700）

ナイロン（抗菌防臭加工） 綿、ウレタン

就寝時の寝顔が隠せます。覆い布を折りたたんでアイマスクのみの使用もOK。耳
かけ式で調節可能。髪の乱れを防止します。

　エクセーヌ　アイマスク  ダンガリーストライプアイマスク

生成り生地のボーダーがさわやかなアイマスク。

※同柄のピロー、スリッパもあります。

色鮮やかで独特の風合いの“エクセーヌ”素材を使用したトラベルアイマスク。
高級感のあるスエードのような風合いで、リラックスできます。
※同素材のピローもあります

トリコットスエードアイマスク

JAN JAN

\1,260(本体価格 \1,200） \892(本体価格 \850）

耳かけひもの長さを調節でき、快適な使いごこち。さりげないステッチ使いもおしゃ
れです。　※同柄のピロー、スリッパもあります。

JAN JAN

4512008 511328

柔らかな風合の綿1 0 0 ％ ニット生地を使用。碇のワンポイント刺繍入り。トラベル
用はもちろん、普段のリラックスタイムにも快適な使い心地です。

\892(本体価格 \850） \1,050(本体価格 \1,000）

4512008 511311

表地に上質なグラビオンコットンを使用。ソフトな風合いのアイマスクです。

 アイマスク (ソフトタイプ)

耳かけ式で調節可能。髪の乱れを防止します。

表地 / ポリエステル100%　裏地 / 綿100%　紐 / ポリエステル 本体/綿100% 紐/ポリエステル

ポリエステル80%・ポリウレタン20% 表地 / 綿100%　裏地 / 綿100%　紐 / ポリエステル

　マリンボーダーアイマスク

ダンガリー×ストライプが新鮮なアイマスクです。耳かけひもの長さを調節でき、快
適な使いごこち。
※同柄のピロー、スリッパもあります。



カラー カラー

ブルー(～27㎝) 4512008 219743 ブラック 4512008 204213

イエロー(～24.5㎝) 4512008 219835 グレー 4512008 204268

素材 素材

カラー カラー

グレー 4512008 217466 ベージュ 4512008 218234

ネイビー 4512008 218241

素材 素材

二つ折りのかかと付携帯スリッパです。専用の巾着ポーチ付。

足サイズ25㎝～27.5㎝

カラー カラー

ネイビー 4512008 204541 ベージュ 4512008 245735

グレー 4512008 204565 ブラック 4512008 245711

水色 4512008 245742

素材 素材

カラー カラー

グレーモク 4512008 285816 ブラック×ブラック 4512008 292715

チョコレート 4512008 285823 ピンク×Lブルー 4512008 292722

モスピンク 4512008 285830 ブルー×ブラック 4512008 292739

ホグブルー 4512008 285847 オレンジ×ブルー 4512008 292753

トゥルーレッド 4512008 285854 Lグリーン×ブラック 4512008 292746

チョコ      ×ブラック     4512008 292760

素材 素材

カラー カラー

ブラウン 4512008 309222 ネイビー

サックス 4512008 309246 レッド

カーキ 4512008 309260

素材 素材

足サイズ27㎝まで

生成り生地のボーダーが爽やかな、ホールディングタイプのかかと付スリッパ。巾
着ポーチ付。※同柄のピロー(P.1）、アイマスク(P.3）もあります。

裏にはすべり止め付で、スリッパの土踏まずの部分にはクッションが入っており、疲
れを軽減させます。※同柄のピロー、アイマスクもあります。

ナチュラルなデザインの携帯スリッパです。二つ折りでコンパクトに収納でき、旅行
に便利。
※同柄のピロー、アイマスクもあります。

素材 ： 綿100%、PVC（底） 綿100%

柔らかな風合の綿1 0 0 ％ ニット生地を使用。碇のワンポイント刺繍入り。トラベル
用はもちろん、普段のリラックスタイムにも快適な使い心地です。

シンプルな綿素材の二つ折りスリッパです。専用の巾着ポーチ付。

ソフトな肌触り＆吸水性に優れたパイル生地を使用。

※同柄のピローもあります。

　ダンガリーストライプスリッパ 　マリンボーダースリッパ

JAN

綿76%、ポリエステル24%(付属PVC) 本体：ポリエステル・ポリウレタン、底プリント：スクリーン印刷

\1,260 (本体価格 \1,200） \1,680 (本体価格 \1,600）

JAN JAN

\1,470(本体価格 \1,400） \1,995(本体価格 \1,900）

4512008 511410

4512008 511427

 メトリック-プロダクツ　トラベルスリッパ

\1,050 (本体価格 \1,000）

JAN

本体：綿65%、ポリエステル35%　底部分：PVC

JAN

本体：綿　底部分：PVC

心地よいタオル地仕様のスリッパです。収納に便利な巾着ポーチ付。 二つ折りの婦人用かかと付スリッパ。専用の巾着ポーチ付。

心地よいニット地仕様のスリッパです。収納に便利な巾着ポーチ付。

足サイズ25㎝～27㎝

JAN

JAN

\1,050 (本体価格 \1,000）

 携帯メンズスリッパ

JAN

 カラーパイルスリッパ

   移動快適用品　P.4　

本体：（ネイビー）綿100%　（グレー）綿65%、ポリエステル35%　底部分：PVC 本体：綿　底部分：PVC

本体：綿　底部分：PVC

\1,365 (本体価格 \1,300）

\1,680 (本体価格 \1,600）\1,365 (本体価格 \1,300）

 シジラボーダースリッパ

本体：綿65%、ポリエステル35%　底部分：PVC

 携帯タオル地スリッパ  携帯ニットホールディングスリッパ

 携帯ニットスリッパ

JAN

 携帯ホーディングスリッパL

JAN

\525 (本体価格 \500）

足サイズ22～24㎝



サイレンシア 4975749 018516 クイックイン 4975749 163056

ミスサイレンシア 4975749 022629 Sサイズ 4975749 163063

素材 素材

4975749 188073 1100RP 4987580 111073

1290RP 4987580 169821

素材 素材

カラー

グリーン 4512008 286264 4580116 950490

パープル 4512008 286288

素材 素材

レギュラー 4975749 193565 4975749 022803

Sサイズ 4975749 193572

素材 素材

大人用 4949616 004148 6枚入り 4975749 049442

子供用 4949616 004155

素材 素材

気圧の変動による鼓膜の不快感に効果のある、飛行機用耳栓。繰り返し使用可。

JAN

\1,155 (本体価格 \1,100）

エラストマー / 低密度ポリエチレン

1ペア（2個入り）/携帯用ケース付　遮音値23dB

 サイレンシアABプラス

　P.5　移動快適用品

JAN

 サイレンシア・ミスサイレンシア  サイレンシア クイックイン・Sサイズ

 ３M　イヤープラグ

JAN

\577 (本体価格 \550）

クイックイン：TPE製(熱可塑性エラストマー)、Sサイズ：ポリウレタン

弾性発泡ポリマー

\630 (本体価格 \600）

 モルデックス ロケッツ(コード付）  モルデックス　メテオ

JAN

1100RP＝ポリウレタン、 1290RP＝熱可塑性エラストマー

　サイレンシアフライト・エアー  サイレンシアフライト

JAN

\630 (本体価格 \600）

熱課可望性エラストマー 弾性ポリウレタン

\577 (本体価格 \550）

JAN

\577 (本体価格 \550）

ポリウレタン

2ペア(4個入り)/携帯ケース付　遮音値32dB
2ペア(4個入り)/携帯ケース付　遮音値29dB

Sサイズ＝お子様や耳の小さな女性の方にピッタリです。

 いびきサイレンシア

\577 (本体価格 \550）

耳せん取手部：ラバー(ゴム)、特殊フィルター外殻材質：ナイロン

JAN

JAN

\2,079 (本体価格 \1,980）

無理なく口が開かないようにサポートし、口呼吸を抑制しいびきを静めるテーピン
グ。

1ペア（2個入り）/携帯用ケース付　遮音値12dB

気圧の変動による鼓膜の不快感に効果のある、飛行機用耳栓。繰り返し使用可。

JAN JAN

\892 (本体価格 \850） \609 (本体価格 \580）

 イヤープレーン

1ペア（2個入り）/携帯用ケース付　遮音値20dB。
気圧の変動による耳と鼓膜の不快感を軽くする、飛行機用耳栓。使い切りタイプ。

2ペア(4個入り)/携帯ケース付　遮音値29dB 1100RP＝2ペア(4個入り)/携帯ケース付　遮音値29dB

耳栓本体及び携帯ケースに抗菌加工。水洗いが可能です。 1290RP＝1ペア（2個入り） ひも付/携帯用ケース付　遮音値25dB

1ペア(2個入り) コード付/携帯ケース付　遮音値27dB 人間工学に基づいた形状設計により、圧力による不快感を解消します。
遮音性能NRR値33ｄB (電車内音約80ｄBが静かなオフィス約50ｄBに）
携帯に便利な専用ケースつき。水洗いが可能です。

本体：シリコン、 フィルター：セラミック マイクロ、ポア、レイヨン



カラー

大人用 4975749 035629 赤 4512008 205159

子供用 4975749 035667 青 4512008 205166

グレー 4512008 205173

素材 素材

カラー

イエロー 5012259 005175 4512008 290612

オレンジ 5012259 005182

グリーン（迷彩柄） 5015259 005138

素材 素材

4512008 290629 LOF用 4512008 290636

L3用 4512008 290643

素材

遮音値23dB。ウルトラスリムでコンパクトなデザイン。保管に便利な折り畳み型。サ
イレンシアと併用で、より確かな防音効果を発揮します。

 チャイルドシーバンド

 スイム＆シャワー

ラバー素材

JAN

\525 (本体価格 \500）

1ペア（2個入り）/携帯用ケース付　遮音値21dB

水泳からシャワー、洗髪まで。生活防水耳栓です。

JAN

\2,415 (本体価格 \2,300）

ボタン付ゴム、ナイロン、アクリル

 イアマフ　LOF

JAN

専用ケース付。乗り物酔い防止に効果があります。

指圧の原理に基づいた安全なリストバンド。対応：手首まわり　12～26cm

　移動快適用品　P.6　

ＡＢＳ樹脂

JAN

\1,764 (本体価格 \1,680）\4,620 (本体価格 \4,400）

 シーバンド

ＡＢＳ樹脂

\1,890 (本体価格 \1,800）

指圧の原理に基づいた安全なリストバンド。対応：手首まわり　8～16cm

専用ケース付。乗り物酔い防止に効果があります。

イアマフ　L3

ボタン付ゴム、ナイロン、アクリル

JAN

JAN

\3,675 (本体価格 \3,500）

イヤーマフLOF/L3用　ハイジーンキット

イヤーマフLOF/L3対応のオプションパーツです。
イヤークッションと遮音スポンジ各2個入り。

遮音値30ｄＢ。飛行場、製缶工場、掘削現場等での使用向けに設計された、工業用
聴覚保護具です。サイレンシアと併用で、より確かな防音効果を発揮します。



カラー カラー

ライトブルー 4512008 294313 イエロー 4512008 294375

ラベンダー 4512008 294320 グリーン 4512008 294382

ピンク 4512008 294337 ブルー 4512008 294399

ローズピンク 4512008 294436 ライトグレー 4512008 294412

レッド 4512008 294351 ブラック 4512008 294429

オレンジ 4512008 294368

素材

カラー カラー

ブラック 4512008 285519 ダイヤ・ピンク 4512008 239864

ブルー 4512008 285540

ピンク 4512008 285557

グリーン 4512008 285564

素材 素材

カラー カラー

黒ストライプ 4512008 279815 ブラック 4512008 305118

レインボー 4512008 279853 イエロー 4512008 305132

シアン 4512008 305149

マゼンダ 4512008 305156

素材 素材

カラー カラー

ピンク 4512008 294627 トリコロール 4512008 204817

ブルー 4512008 294634 レインボー 4512008 204824

イエロー 4512008 294641 ボーダーブルー 4512008 204848

ボーダーピンク 4512008 204855

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 209317 オレンジ 4512008 209355

レッド 4512008 209324 グレー 4512008 209362

ブルー 4512008 209348 レインボー 4512008 209799

素材 素材

 ワンタッチベルト60　(ストライプ柄)

PP(ポリプロピレン）

PP(ポリプロピレン）

PP(ポリプロピレン） PP(ポリプロピレン）

\1,575 (本体価格 \1,500） \1,575 (本体価格 \1,500）

JAN

ワンタッチタイプのスーツケースベルトです。 ワンタッチタイプのスーツケースベルトです。

定規をモチーフにしたデザイン＆POPなカラーがおしゃれ！

大切な荷物が迷子にならないネームタグ付が付いています。

 ワンタッチベルト60　(ドット柄)

JAN

JAN

JAN

JAN

\1,680 (本体価格 \1,600）

PP(ポリプロピレン）

鮮やかな色合いが目立つ、コストパフォーマンスに優れたワンタッチタイプのTSA
スーツケースベルトです。11色のカラーバリエーション

小型のスーツケースやピギーバッグにも対応した、幅細タイプのTSAロックベルト

ナイロン

JAN

アクリル

\1,890 (本体価格 \1,800）

　P.7　バックパーツ　

 パレット・TSAスーツケースベルト

\1,680 (本体価格 \1,600）

スーツケースにたるみなく装着できる、TSAロック付スーツケースベルト

\2,310 (本体価格 \2,200）

JAN

ベルト幅が60mmで大型のケースにもしっかり装着

 TSAタイトフィットベルト60

JAN

ワンタッチバックル採用で、装着＆取り外しがラクラク！バックルを止めてからでも調節
可能です。また装着時、ゴムの伸縮によりスーツケースにピッタリ装着できます。

JAN

\1,575 (本体価格 \1,500）

 TSAタイトフィットベルト50

 38mmTSAスーツケースベルトミニ  ワンタッチ絞りスーツケースベルト

装着時、ゴムの伸縮によりスーツケースにピッタリ装着できます。 装着時、ゴムの伸縮によりスーツケースにピッタリ装着できます。

人気のトリコロール・レインボー柄と、さわやかカラーのボーダー柄。

（絞り式タイプ）

JAN

\2,940 (本体価格 \2,800）

 スーツケースベルト　SL-60 MEMORIスーツケースベルト

アクリル ポリエステル

\1,050 (本体価格 \1,000）



カラー カラー

ブラック 4512008 235316 モカ 4512008 235422

ベージュ 4512008 235330 ブルー 4512008 235446

グレー 4512008 235361 ピンク 4512008 235453

素材 素材

品番

4512008 202615 MBL-01WH 4951241 129493

素材 使用電源

5010777 125122

使用電源

カラー

ブラック 4512008 510611

ネイビー 4512008 510628

レッド 4512008 510635

オレンジ 4512008 510642

グリーン 4512008 510659

イエロー 4512008 510666

素材

カラー カラー

黒 4512008 201960 黒 4512008 201915

茶 4512008 201977 茶 4512008 201922

素材 素材

　牛革

本革素材のネームタグです。旅行カバンの目印に最適です。ネームカード入りで実用的。名刺がそのまま入るサイズです。カラフルな6色展開。

目覚まし時計、温度計機能付

バックパーツ　P.8　　

\735 (本体価格 \700）

JAN

アクリル

 カダケス・タイトフィットベルト(水玉柄）

ワンタッチタイプのスーツケースベルトです。装着時、ゴムの伸縮によりスーツケー
スにピッタリ装着できます。

 カダケス・タイトフィットベルト(格子柄）

JAN

アクリル

\1,890 (本体価格 \1,800）\1,890 (本体価格 \1,800）

ワンタッチタイプのスーツケースベルトです。装着時、ゴムの伸縮によりスーツケー
スにピッタリ装着できます。

 ラゲッジスケール

JAN

 荷まとめベルト　ハンドフリー

 ウェイトチェッカー9500

\ 2,940 (本体価格 \2,800）

リチウム電池　CR2032 ×1個（付属）

単4乾電池2本（別売）

JAN

PP(ポリプロピレン）

\3,990 (本体価格 \3,800）

かさばる荷物も、安々とまとめてしまう便利なベルトです。
旅行時の手荷物重量をカンタンにチェックできます。

JAN

 LOCU ラゲッジタグ　CO-120

\577 (本体価格 \550） \735 (本体価格 \700）

JAN

旅行時の手荷物重量をカンタンにチェックできます。

\1,260 (本体価格 \1,200）

牛革 牛革

名前が隠せるフラップ付き 名前が隠せるフラップ付き

 本革ネームタグ　中  本革ネームタグ　大

JAN JAN



カラー

白 4512008 204909 赤/黒 4512008 201113

黒 4512008 204916 黄/紺 4512008 201137

クリア 4512008 204961 紺/赤 4512008 201151

素材 素材

カラー

ブラック×ブラック 4512008 292913

ピンク×Lブルー 4512008 292920

ブルー×ブラック 4512008 292937

Lグリーン×ブラック 4512008 292944

オレンジ×ブルー 4512008 292951

素材

Mサイズ Lサイズ

チャコールフラダリ 0793573 128508 チャコールフラダリ 0793573 128515

ブラウンレオパード 0793573 128522 ブラウンレオパード 0793573 128539

トラベルスタンプ 0793573 128546 トラベルスタンプ 0793573 128553

ピンクドット 0793573 128560 ピンクドット 0793573 128577

ビンテージサーフ 0793573 128584 ビンテージサーフ 0793573 128591

カラー カラー

4512008 220015 4512008 290803

素材 素材

カラー カラー

4512008 294016 4512008 290902

素材 素材アルミニウム、ABS樹脂、ポリプロピレン　ゴムロープ付属

耐荷重量：20kg 軽量にも関わらず十分な耐荷重があります。　耐荷重量：30kg

JAN

JAN

\3,570 (本体価格 \3,400）

アルミニウム、ABS樹脂、ポリプロピレン　ゴムロープ付属

車輪もゴム巻きで静かでスムーズな走行が可能です。

スタイリッシュな軽量折りたたみ式カート。

荷台部分が金属製のため破損の恐れを軽減。　耐荷重量：45kg

 ローリングキャリーカート410D

JAN

\4,935 (本体価格 \4,700）

アルミニウム、ABS樹脂、ポリプロピレン

珍しく荷物バンドと本体が一体型になったカート。

軽量にも関わらず十分な耐荷重があります。　耐荷重量：30kg

 スマートキャリーカート　YS-606

\4,935 (本体価格 \4,700）

コンパクトにたためて、旅行にも最適な軽量アルミ製カートです。

アルミニウム、ABS樹脂、 カートベルト１本付き

JAN

 ひろがるカートラクラク

適応スーツケースサイズ ：　Mサイズ:長さ約45cm、胴周り約95―130cm

\4,935 (本体価格 \4,700）

 ライトキャリーカート410A

 ネームタグ(3枚セット)  ネームタグ

JAN

\262 (本体価格 \250） \210 (本体価格 \200）

本体/ポリエステル・ポリウレタン　ベルクロ/ポリエステル

バッグの持ち手につけるクリップ。荷物をまとめるのにも便利です。手に馴染む素
材で、長時間移動の際の手への負担を軽減します。

\2,940 (本体価格 \2,800）

JAN

　P.9　バックパーツ　

JAN

簡易タイプのネームタッグ

JAN

ＰＶＣ

両面窓開きのシングルタイプ

 メトリックープロダクツ　ラゲッジグリップ

\630 (本体価格 \600）

ＰＶＣ

JAN

\5,565 (本体価格 \5,300）

　ラゲッジジャケット　（Mサイズ・Lサイズ）

適応スーツケースサイズ ：　Lサイズ:長さ約55cm、胴周り約110―155cm 

洗濯も可能で丈夫なネオプレン製のラゲッジジャケット。旅行カバンを変身させ、また保護します。



 

カラー

4512008 210917 ブラック 4512008 293118

キャメル 4512008 293132

ライトブルー 4512008 293149

レッド 4512008 293156

素材 素材

カラー

4512008 209003 ブラック 4512008 293217

キャメル 4512008 293231

ライトブルー 4512008 293248

レッド 4512008 293255

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 210818 ブラック 4512008 221111

ブルー 4512008 210849 ブラウン 4512008 221128

ワイン 4512008 210856

ネイビー 4512008 210863

シルバー 4512008 210887

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 510710 グリーン 4512008 510758

ネイビー 4512008 510727 イエロー 4512008 510765

レッド 4512008 510734

オレンジ 4512008 510741

素材

カラー

水玉茶 4512008 237358 MB07 4522425 001654

水玉ピンク 4512008 237365

素材 素材綿 アルミ、紙

かわいいドット柄のパスポートケース ICチップ付パスポートに挟んでスキミング犯罪を防ぎます。

 カダケス　パスポートカバー 　スキミングブロック　非接触ICパスポートカード

JAN JAN

\892 (本体価格 \850） \1,050 (本体価格 \1,000）

 ｽｷﾐﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ･ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｹｰｽ皮革調R

　LOCU　スキミングブロック　パスポートケース　CO-122

表：発泡PVC、裏生地：絹目PVC

ＰＶＣ (本体),　アクリル (紐) 表：発泡PVC、裏生地：絹目PVC

\399 (本体価格 \380）

JAN

牛革

\840 (本体価格 \800）

首から下げるタイプのパスポートケースです。

軟質塩化ビニール, チェーン付き

 本革パスポートカバー

JAN

 チェーン付パスポートカバー

JAN

\ 1,890 (本体価格 \1,800）

スキミング防止シート内蔵のICパスポート・カード等に対応！丸穴に、お手持ちの紐
やチェーン等を取付け、バッグや衣服につなげればより安心です。

 セキュリティ用品　P.10 

\1,680 (本体価格 \1,600）

JAN

\367 (本体価格 \350）

 透明パスポートカバー  ｽｷﾐﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｶﾊﾞｰ皮革調R

 パスポートカバー(首下げタイプ)

丈夫な金属チェーン付きのパスポートカバー。着脱も簡単です。 牛革製のパスポートカバーです。着脱が簡単です。

\1,050 (本体価格 \1,000）

パスポートにジャストサイズで、カバーの着脱が簡単です。
スキミング防止シート内蔵のICパスポートに対応！丸穴に、お手持ちの紐やチェー
ン等を取付け、バッグや衣服につなげればより安心です。

JAN

硬質・軟質ビニール

JAN

JAN

　本体、紐/牛革

個人情報の流出を防ぐ、スキミングフイルム内臓！
ICチップ内蔵のパスポートやカードの保護・盗難、スキミング防止に。取り外しが出
来るストラップ付き。

JAN

\2,835　(本体価格　\2,700）



カラー

MB06 4522425 001647 ブルー 4512008 230847

ピンク 4512008 230854

ライム 4512008 230878

パープル 4512008 230885

素材 素材

サイズ カラー

フリー 4512008 200109 フリー 4512008 200208

LLサイズ 4512008 200154 LLサイズ 4512008 200253

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 500018 ブラック 4512008 500117

ブルー 4512008 500049 ブルー 4512008 500148

素材 素材

カラー カラー

黒(銀) 4512008 215035 ブラック 4512008 205562

イエロー 4512008 205579

素材 素材

商品名

カラー カラー

Ｍ 白 4512008 205616 ＬＬ黒 4512008 205760

Ｌ白 4512008 205623 ＬＬ白 4512008 205777

Ｌ黒 4512008 205647

素材

 本革シークレットマネーベルト  ワイヤーループ

JAN

ナイロン (抗菌加工), 綿, ポリウレタン

JAN

フリー\1,890 (本体価格\1,800）　LLサイズ　\2,100 (本体価格\2,000)

\5,040 (本体価格 \4,800） \1,554 (本体価格 \1,480）

腰に巻く貴重品入れ。光触媒繊維サンダイヤコットン生地を使用

 ナイロンネックポーチ　タテ型  ナイロンチケットホルダー

\2,100 (本体価格 \2,000）

フリー\2,625 (本体価格\2,500）　LLサイズ　\2,940 (本体価格\2,800)

伸縮自在のフリーサイズで圧迫感がありません。

 サンダイヤ　ヒップポーチ

 キャッシュベルト(シングル）フリー、LLサイズ  キャッシュベルト(ダブル）フリー、LLサイズ

アルミ、紙

JAN JAN

\840 (本体価格 \800）

ICチップ付のクレジットカード・キャッシュカード・IC付運転免許証・
Suica・PASMO・ICOCA・Edyなどをスキミングの犯罪から防ぐ事が出来ます。

\1,890 (本体価格 \1,800）

 P.11 セキュリティ用品　

ナイロン ナイロン

JAN JAN

JAN

装着中に貴重品がすぐ取り出せるポケット付きです。

表生地 (綿, レーヨン), 裏生地 (ナイロン), 紐 (ナイロン)

\1,890 (本体価格 \1,800）

 非接触ICカード スキミングブロック

パスポート、紙幣、硬貨、カード、ペン等まとめて持ち歩くことができます。

シークレットタンクトップ

JAN

M/L\5,040 (本体価格\4,800） LL\5,250 (本体価格\5,000)

貴重品が取り出しやすい脇下ポケット (ファスナー付き) が特長です。

脇下ポケットなのでスタイルを崩しません。(男女兼用）

エジプト綿

JAN

腰に巻く貴重品入れ。 腰に巻く貴重品入れです。伸縮自在で圧迫感もありません。

ナイロン (抗菌加工), 綿, ポリウレタン

ループチェーン、ナスカン、二重カン、銅線、ウレタン樹脂

見た目は本革ベルトなので外から悟られることなく、紙幣 10～20枚が収納できま
す。裏部分はゴムを使用。どこからでもサッと取り出せます。

落とし物、盗難防止に。伸びるキーチェーン。ワイヤー入りで丈夫です。

牛革

JAN

カード止めベルト付き。セキュリティ対策ヒモ付き。 

中身が見えるメッシュポケットがあります。



カラー カラー

ブラック 4512008 287018 ブラック 4512008 289715

シルバー 4512008 287032 シルバー 4512008 289753

シャンパンゴールド 4512008 287025 シャンパンゴールド 4512008 289784

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 299714 ブラック 4512008 237518

ブルー 4512008 299745 シルバー 4512008 237563

グリーン 4512008 299769

オレンジ 4512008 299776

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 509813 ブラック 4512008 278412

シルバー 4512008 509820 ブロンズ 4512008 278429

レッド 4512008 509837 ブルー×ピンク 4512008 278443

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 216919 ブラック 4512008 217015

シルバー 4512008 216957 シルバー 4512008 217060

ブラックニッケル 4512008 216964 ブラックニッケル 4512008 217053

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 218111 10㎜ 4512008 217909

ブルー 4512008 218142 15㎜ 4532757 001093

イエロー 4512008 218135 20㎜ 4532757 000010

素材 素材

\1,260 (本体価格 \1,200）

\1,050 (本体価格 \1,000） \945 (本体価格 \900）

 セキュリティ用品 P.12 

JAN

亜鉛合金、鉄

 TSA ケーブルロック　TL-03T

 3桁ダイヤル式TSAロック　TL-06T  3桁筒型ダイヤル錠　TL-01

 TSA3桁ダイヤル錠　TL-05T  TSAインディケーターパッドロック

本体：ABS樹脂　吊：スチール 亜鉛合金、鉄

JAN JAN

\840 (本体価格 \800）

3桁ダイヤル式で暗証番号を簡単に設定できます。

アメリカ旅行で、鍵を施錠したままカバンを預けることが出来ます。 アメリカ旅行で、鍵を施錠したままカバンを預けることが出来ます。

JAN JAN

\819 (本体価格 \780）

\945 (本体価格 \900）

亜鉛合金、鉄

 3桁ダイヤル錠　PL373  4桁ダイヤル錠　PL334

本体：亜鉛合金　吊：スチール 亜鉛合金、鉄

亜鉛合金、鉄

JAN JAN

 TSA　カードキーロック　TL-04T

JAN

\1,260 (本体価格 \1,200） \1,365 (本体価格 \1,300）

(本体)亜鉛合金、鉄　(カード)PVC

アメリカ旅行でカバンに施錠にしたまま預けられる!ケーブル式のTSAロックです。
アメリカ旅行でカバンに施錠にしたまま預けられる！カードキーなので、財布などに
収納できて便利です。

 サークルワイヤーロック　PL646  アルファ南京錠　1000シリーズ

JAN JAN

カギのないピギーバッグやバッグのファスナー引手などのロックに！ セキュリティをより強化した４桁ダイヤルタイプです。

ダイヤルが回しやすく使いやすい形状の小型ダイヤル錠です。

亜鉛合金 真鍮

ワイヤータイプの３桁ダイヤル錠です。  信頼のアルファブランド。南京錠です。

\1,050 (本体価格 \1,000） 10㎜、15㎜：\945 （本体価格　\900）　20㎜：\840 （本体価格　\800）



カラー カラー

クリア 4512008 217114 ブラック 4512008 509912

クリアブルー 4512008 217121 シルバー 4512008 509929

ブラック 4512008 217145 レッド 4512008 509936

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 247210 4512008 243502

ブロンズ 4512008 247227

ブルー×ピンク 4512008 247241

素材 素材

 ハンディロック 　ワイヤー付3桁ダイヤル式TSAロック　TL-06TW

 P.13 セキュリティ用品　 

 ワイヤー付ダイヤル錠　TL-01W  ABUSワイヤー付南京錠15㎜

JAN JAN

本体・吊/真鍮

\1,239 (本体価格 \1,180）

\1,890 (本体価格 \1,800）

本体/亜鉛　ワイヤー/スチール

3桁筒型ダイヤル錠とワイヤーがセットになりました。(ワイヤー長さ1.5m）
荷物の施錠に！アバス社の南京錠とワイヤーをセットにしました。(ワイヤー長さ
1.5m)

\1,155 (本体価格 \1,100）

\1,680 (本体価格 \1,600）

ケーブルの長さを調節できる、ダイヤル式のワイヤーロックです。

JAN

本体/亜鉛　ワイヤー/スチール

暗証番号を簡単に設定可能な3桁ダイヤル錠。便利なワイヤー(1.5m）のセットです。

JAN

ＡＢＳ樹脂



カラー

4512008 299417 M2枚入 4512008 212416

L2枚入 4512008 212454

LL1枚入 4512008 212492

素材 素材

サイズ

M2枚入 4512008 287810 4512008 205593

L2枚入 4512008 287827

LL1枚入 4512008 287834

素材 素材

サイズ カラー

Sサイズ 4512008 291015 ホワイト 4512008 240303

Lサイズ 4512008 291053 ブラック 4512008 240310

素材 素材

カラー

4512008 212300 ホワイト 4512008 240259

素材 素材

4512008 244424 4512008 244417

素材 素材

JAN

 スライダー付衣類圧縮袋

\367　(本体価格 \350）

ナイロン, ポリエチレン　大×１枚・小×２枚入り, ストロー付き

抗菌加工でいつも清潔密封にご使用いただけます。
便利なスライダー付き。中身が見える透明タイプ 。

 トラベルメッシュ(3枚セット)

JAN

手で押すだけで簡単圧縮。かさばる衣類をコンパクトに収納できる衣類圧縮袋（2枚
入）

JAN

 衣類圧縮袋　リクロック/ウェア　ミニ

JAN

手で押すだけで簡単に圧縮できる、スライダー付の衣類圧縮袋です。

JAN

ナイロン ポリエチレン 

ナイロン・ポリエチレン

2枚入

衣類や小物などの整理に便利。衣類のシワを防ぎます。サイズによってファスナー
の色を変えているので、整理に便利です。

S/M/L/LLのサイズが各1枚ずつ入ったお得用の衣類圧縮袋です。
カラー別に仕分けできるのも便利です。

M2枚入：\682 (本体\650）　L2枚入：\892 (本体\850)　LL1枚入：\787 (本体\750)

手で押すだけで簡単に圧縮でき、旅行時に便利です。

Sサイズ：\525 (本体価格\500）　Lサイズ：\1,050 (本体価格\1,000）

\1,575　(本体価格 \1,500）

ナイロン ポリエチレン　サイズ：約H350×W300mm ナイロン

ナイロン

 ハンディメッシュ(5枚セット)

 お得用・衣類圧縮袋4枚入り  スライダー付衣類圧縮袋　くるくるぺったん

\1,155 (本体価格 \1,100）

 エアーパッキン3枚セット

 衣類圧縮袋　ラクパック/ウェアSサイズ、Lサイズ

カバン内の荷崩れ防止のエアーパッキングです。これを使えばカバンの中で荷物崩
れの心配もなく、しかも空気なので重くもなりません。あらかじめお土産等のスペー
スを作れる賢い方法です。

ナイロン、ポリエチレン

\577 (本体価格 \550）

M2枚入：\787 (本体\750）　L2枚入：\1,050 (本体\1,000)　LL1枚入：\892 (本体\850)

JANJAN

 収納用品　P.14 

旅行時の荷物の仕分けに便利なメッシュケースセットです。
大・中・小の3サイズセットで使い勝手も良いです。

JAN

\1,260 (本体価格 \1,200）

ナイロン、ポリエチレン

 リッターバッグ  リッターバッグ　(マチ付）

JAN JAN

\ 262 (本体価格 \250）

1枚入り

ポリエチレン ポリエチレン

国際線/機内液体持込み対応サイズのリッターバッグです。

マチ付きで、ボトル収納などに便利。(1枚入り)

\210 (本体価格 \200）

国際線/機内液体持込み対応サイズのリッターバッグです。



4512008 244455 4512008 246459

素材

 ネクタイケース

カラー

4970270 002119 ブラック 4512008 241317

ベージュ 4512008 241324

サイズ 約H110×W65mm 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 241348 ブラック 4512008 241379

ベージュ 4512008 241355 ベージュ 4512008 241386

素材 素材

カラー カラー

Sサイズ(イエロー） 4512008 213338 Lサイズ(グレー) 4512008 213567

Mサイズ(ベージュ） 4512008 213437 LLサイズ(ブラック） 4512008 213611

素材 素材

カラー カラー

ブラック 4512008 231912 ブラック 4512008 232018

ライトブルー 4512008 231943 ライトブルー 4512008 232049

ピンク 4512008 231950 ピンク 4512008 232056

素材 素材

\892(本体価格 \850）

JAN

綿

 BOXメッシュケースM  BOXメッシュケースL

JAN

JAN

仕分けに便利なBOX型ケース。シャツなら5～6枚収納できます。Lサイズの中にはS
サイズとMサイズが入るのでセットで使えばさらに重宝します

JAN

 P.15　収納用品 

表：ナイロンメッシュ、裏（内ポケット）：ナイロンオックス 表：ナイロンメッシュ、裏（内ポケット）：ナイロンオックス

JAN

\210(本体価格 \200）

内容 ： スプレー(50ml)、ポンプ(20ml)、ワンタッチ(30ml)、クリームケース(13ml)、ロー
ト、スパチュラ、スポイト

JAN

JAN

 BOXメッシュケースS

国際線/機内液体持込み対応サイズのリッターバッグです。
お得な5枚セットで、小分けにも便利です。

\1,050 (本体価格 \1,000）

\1,050 (本体価格 \1,000）

 リッター5

JAN

ポリエチレン　内容：小3枚 / 大2枚入り

ネクタイを型くずれせず携帯できます。はずしたネクタイのシメじわを伸ばします

表：ナイロンメッシュ、裏（内ポケット）：ナイロンオックス

\367 (本体価格 \350）

仕分けに便利なBOX型ケース。下着、靴下、フェイスタオルなどが収納できます。L
サイズの中にはSサイズとMサイズが入るのでセットで使えばさらに重宝します

PVC、ナイロンファスナー

歯ブラシやシャンプーボトル、ブラシなど、お風呂で使うものをまとめて収納できま
す。

綿

 cadaquesビニポーチ・S  cadaques ビニポーチ・M

JAN JAN

Lサイズ\ 1,155 (本体価格 \1,100） LLサイズ￥1,260(本体価格￥1,200）

コットン100％素材。洗えて清潔です。サイズ別にカラーが違うから仕分けしやすい
です。

コットン100％素材。洗えて清潔です。サイズ別にカラーが違うから仕分けしやすい
です。

\1,029 (本体価格 \980） \1,554 (本体価格 \1,480）

 綿カラフル巾着・L、LL

仕分けに便利なBOX型ケース。トレーナー、ズボン、大判タオルなども収納できま
す。Lサイズの中にはSサイズとMサイズが入るのでセットで使えばさらに重宝します

 綿カラフル巾着・S、M

 リッターバッグ　(機内持込セット）

歯ブラシ&歯磨き粉をセットにして持っていける、ビニールケースです。

クシを入れたり、ペンケースとしてもご使用いただけます。

Sサイズ：\472 (本体価格 \450）　Mサイズ：\682 (本体価格\650）

\735 (本体価格 \700）

PVC、ナイロンファスナー



カラー カラー

ブラック 4512008 232117 ブラック 4512008 232315

ライトブルー 4512008 232148 ライトブルー 4512008 232346

ピンク 4512008 232155 ピンク 4512008 232353

素材 素材

カラー カラー

グレー×ネイビー 4512008 295112 グレー×ネイビー 4512008 294917

ピンク×パープル 4512008 295129 ピンク×パープル 4512008 294924

カーキ×ピンク 4512008 295136 カーキ×ピンク 4512008 294931

素材 素材

カラー カラー

グレー×ネイビー 4512008 295013 グレー×ネイビー 4512008 294818

ピンク×パープル 4512008 295020 ピンク×パープル 4512008 294825

カーキ×ピンク 4512008 295037 カーキ×ピンク 4512008 294832

素材 素材

カラー

ブラック 4512008 500216 4992796 161125

ブルー 4512008 500247

素材 素材

カラー

ホワイト 4512008 241416

ピンク 4512008 241423

ブルー 4512008 241430

素材

ぶら下げ金具付きなのでカバンやベルト通しなどに取り付けられます。

小物入れやビタミン剤などの携帯ケースなど使い方いろいろ。 

ポリプロピレン

錠剤、カプセル、粉末、累粒タイプを区分けして収納。

Yシャツとネクタイを収納できるケースです。ネクタイを通すベルトが2本付いていて
ケースを大きく開くことが出来る為、シャツの出し入れが簡単です。

洗面道具一式とタオルやドライヤーなどがまとめて収納可能です。

1泊～3泊の旅行に便利な衣類ケース。
底と上部がメッシュになっているので、中の衣類が確認できるのが便利です。

 くすり携帯フラップケース

JAN

\525 (本体価格 \500）

 クローズケース・M

 クローズケース・L

JAN

\1,575 (本体価格 \1,500）

\1,365 (本体価格 \1,300）

JAN

 ランジェリーケース・S

JAN

ポリエステル

\945 (本体価格 \900）

 ランジェリーケース・M

１泊～3泊の旅行に便利なランジェリーケース。
小ぶりなサイズなので短期旅行や出張に役立ちます。

\525 (本体価格 \500）

JAN

スチール

JAN

\1,575 (本体価格 \1,500）

　携帯灰皿タイニーケース

2～4泊の旅行に便利なランジェリーケース。
使う前のものと使った後のものを仕分けできる仕様で、中で完全に分けられている
ので、混じることがありません。

ポリエステル

\1,155(本体価格 \1,100）

いつも使っている髪の毛のスタイリング剤や化粧品のボトルがそのまま縦に収納で
きる、Lサイズのビニポーチ。

ナイロン

JAN

\1,890 (本体価格 \1,800）

 ナイロン　シャツ＆ネクタイケース

ポリエステル

3泊～5泊の旅行に便利な大容量衣類ケース。
底と上部がメッシュになっているので、中の衣類が確認できるのが便利です。

ポリエステル

\1,785 (本体価格 \1,700）

PVC、ナイロンファスナー

 収納用品　P.16　

 cadaques ビニバッグ

JAN

PVC、ナイロンファスナー

JAN

 cadaques ビニポーチ・L



4512008 280200 4512008 280255

素材 素材 PET

4512008 280224 4512008 280248

素材 PET 素材 PET

4512008 280217 4512008 280262

素材 PET 素材 PET

4512008 280231 4512008 280279

素材 PET 素材 PET

4512008 280286 4512008 280293

セット内容

詰め替えボトル用記入シール。ボールペン・油性ペンで記入できます。または剥が
す時に粘着が残りません。

化粧品などを別の容器へ移すときに便利な詰め替えセットです。

漏斗・スパチュラ・スポイト

　コサージュ　シール3枚入 　ボトルアクセサリー

JAN JAN

\105 (本体価格 \100） \ 189 (本体価格 \180）

\283 (本体価格 \270）

\367 (本体価格 \350）

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

　コサージュ　ワンタッチボトル　50ml 　コサージュ　クリーム　15ｇ

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

JAN

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

\262 (本体価格 \250） \472 (本体価格 \450）

JAN

PET

\262 (本体価格 \250）

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

JAN JAN

ボトルは着色しているため、遮光効果に期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

  P.17 ボトルシリーズ

JAN

JAN

\472 (本体価格 \450）

　コサージュ　スプレー　100ml 　コサージュ　ワンタッチボトル　30ml

　コサージュ　スプレー　50ml 　コサージュ　ポンプ　50ml

\420 (本体価格 \400）

JAN

　コサージュ　ポンプ　30ml

JAN

ボトルは着色しているため、遮光効果が期待できる。100ml以下だから、規定の透明
バッグに入れれば、国際線での液体物持込ルールにも対応。

\420 (本体価格 \400）

　コサージュ　ワンタッチボトル　100ml



50ml 4512008 209904 4512008 205241

素材 素材

容量 カラー

300ml 4512008 205258

素材

カラー

ブルー、レッド 4971671 191303 10枚入 4512008 205272

素材 素材

10枚入 4512008 205289 10枚入 4512008 206606

素材 素材

10枚入 4512008 205296

素材

浄化能力：水道水（殺菌されている水）の場合、200mlのコップ約500杯分

衛生用品　P.18　

　ピュアクリーンV 　アクアク

JAN JAN

\661 (本体価格 \630） \1,029 (本体価格 \980）

\3,969 (本体価格 \3,780） \2,415 (本体価格 \2,300）

4520917 000024

成分：塩化ベンザルコニウム, トリエタノール, グリセリン他。医薬部外品


 水酸化カルシウム 84.1％、高度サラシ粉 15.9％

短時間で強力に手指・皮膚を殺菌＋消毒＋清浄する薬用アルコールジェル。 内容量　5.5g。飲料水の除菌粉剤。

水の中にいる大腸菌を処理し衛生的な飲料水を作ります。

病原細菌＜大腸菌（O-157など）、コレラ菌、赤痢菌やサルモネラ菌など＞カビや原
生動物（エキノコックスなど）で汚れた水や濁り水も安心して飲めるキレイな水に変
える、携帯浄水器です

ろ過素材：ポリエーテルサルフォン多孔質中空糸膜（口径0.1μ m）/繊維状活性炭

　スーパーデリオス 　ミズQ (携帯用ストロー浄水器）

JAN JAN

○主剤：粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド  ○材質：ポリプロピレン（抗菌剤使用）

川、プールやお風呂の残り水から安心して飲める飲料水が作れます。

　ミニダブルシャイン(両面靴磨き） 　眠気とり(ウェットティッシュ）

JAN JAN

\472 (本体価格 \450） \136 (本体価格 \130）

ラノリン, ビタミンＥ 不織布

質量25ｇ。スポンジにつや出しクリームを含ませた携帯用靴磨きグッズ。 携帯に便利なコンパクトサイズのメンソール入りウェットティッシュ。

　便座除菌（ウェットティッシュ) 　靴みがきの秀才

JAN JAN

\210 (本体価格 \200） \189 (本体価格 \180）

不織布 不織布

携帯に便利なポケットサイズ。 特殊クリームを染み込ませた携帯用靴磨きティッシュ。

　メンソール入り除菌(ウェットティッシュ)

JAN

\105 (本体価格 \100）

不織布

世界各地で活躍！何かと重宝する除菌効果のあるウェットティッシュ。



カラー

10枚入 4903301 519393 ブラック 4902391 037442

ライトブルー 4902391 037336

ピンク 4902391 037114

除菌成分 素材

カラー

ピンク 4904140 214449 2巻入 4904140 214470

グリーン 4904140 214456

ブルー 4904140 214463

素材 素材

品番

4533942 000037 MBK-TW01BL 4951241 127284

素材

タンク容量:150ml タンク容量:140ml

カラー 品番

ブルー 4940577 407207 TVR13WH 4966307 330249

ピンク 4940577 407214

素材 素材

男性用 4512008 247517 1個セット 4997858 211145

女性用 4512008 247531 AQKY-CV1

3個セット 4997858 211152

AQKY-CV3

素材 素材

　携帯トイレ(2枚入）  ワンタッチ携帯トイレ（男女兼用タイプ）

紙、合成ゴム系粘着剤

JAN

コンパクトで簡単操作のTOTO携帯ウォシュレットです。
電源は乾電池仕様なので海外旅行に最適！

 ABS樹脂 ABS樹脂

\577 (本体価格 \550）

乾電池を使用しないコンパクト軽量ボディの携帯用洗浄器です。

  P.19　衛生用品

ポリプロピレン、ポリエチレン 他 （抗菌仕様）

JAN

JAN

本体：ポリオレフィン樹脂、ブラシ：ナイロン 100%

JAN

　ハンディウォッシュ(携帯おしり洗浄器）

\ 11,550 (本体価格 \11,000）

JAN

●トイレの便座、ドアノブなど気になる場所に光を当てながら移動させるだ
けの簡単仕様
●15～20秒で99.99％の除菌が可能なライトです

JAN

　TOTO　トラベルウォシュレット YEW300

\ 945 (本体価格 \900）

JAN

　ハンディ除菌ライト

\3,780 (本体価格 \3,600）

JAN

手・指の汚れとバイ菌をしっかりふき取り、除菌するウェットシート。

電池式製品と違い軽量でコンパクトなので携帯に便利。

\ 1,554 (本体価格 \1,480）

ケータイコロコロ専用スペアテープです。衣類についたホコリ取り。小さいから携帯できて旅行に便利

ケース・本体/ポリプロピレン　ピン/ステンレス
テープ/紙、合成ゴム系粘着剤

\367 (本体価格 \350）

フィルム：ポリエチレン　吸水ポリマー：ポリアクリル酸ソーダ

\367 (本体価格 \350）

\241 (本体価格 \230）

エタノール(アルコール類)

：｜

1個セット：\147（本体価格\140）　3個セット：\399（本体価格\380）

　トラベルトイレシャワー

　キレイキレイお手ふきウェットシート 　エチケットブラシ・ポケット型

　ケイタイコロコロ洋服用 　ケイタイコロコロ洋服用スペアテープ

\262 (本体価格 \250）

ビニールケース付き。

携帯に便利な薄型ポケットサイズ。

吸水ポリマーが尿をすばやくゼリー状にし、ニオイも防止します。
もしもの時に備えて安心の携帯トイレに男女兼用タイプが新登場！
吸水ポリマーが尿をすばやくゼリー状にし、ニオイも防止します。

JAN JAN

フィルム：ポリエチレン　吸水ポリマー：ポリアクリル酸ソーダ



4512008 291206 5g・10個入 4512008 206002

素材

25g・3個入 4903301 168270 4512008 201427

素材 素材

生乾きのイヤな臭いを防ぐ部屋干し用なので、旅行に便利です。除菌効
果もあります。

　エアーハンガー

\126 (本体価格 \120）

JAN

JAN

　ライオン　部屋干しトップ

界面活性剤その他

\ 1,155(本体価格 \1,100）

JAN

\315 (本体価格 \300）

エアー式なので携帯に便利です。肩部分の丸みできれいに干すことがで
きます。立体構造により衣類が早く乾きます。

PVC

 衛生用品  P.20　

　N洗濯セット

JAN

　EE～E洗剤

\ 210 (本体価格 \200）

セット内容 (洗剤２個、ピンチ４個、エアーハンガー１個、ユニパック２枚、吸盤付ロープ２ｍ) 

界面活性剤その他

室内で衣類を干せるロープ、衣類の乾きが速いエアーハンガーなど、便利
なセットです。

洗浄・除菌・漂白効果もある便利な粉末洗剤です。



賞味期限：5年 4902216 104120 賞味期限：5年 4902216 407276

10枚入り

素材 素材

賞味期限：５年 4902216 407252 賞味期限：５年 4902216 407207

10枚入り 10枚入り

素材 素材

商品名

白飯 4970941 513111

五目ご飯 4970941 513128

わかめご飯 4970941 513135

海鮮おこわ 4970941 513142

お赤飯 4970941 513159

ひじきご飯 4970941 513166

きのこご飯 4970941 513173

山菜おこわ 4970941 513180

白がゆ 4970941 513197

梅がゆ 4970941 513203

エビピラフ 4970941 513241

ドライカレー 4970941 513258

鶏そぼろ 4970941 513265

サイズ

4543730 000323 4543730 000330

携帯性抜群！災害時、アウトドア、海外旅行など気軽に持ち運びできます。さらに5年もの長期保存が可能。
水かお湯があれば食べることができる「安心」ごはん、安心米。

\367　(本体価格\350)

\294　(本体価格\280)

\294　(本体価格\280)

\367　(本体価格\350)

\367　(本体価格\350)

\367　(本体価格\350)

\367　(本体価格\350)

\294　(本体価格\280)

\346　(本体価格\330)

\367　(本体価格\350)

\367　(本体価格\350)

\367　(本体価格\350)

長期保存が可能で味を損なわない、フリーズドライ製法。

　安心米　（お好みに合わせて選べる13種類）

火や電気を使わずに、いつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気が発生し、食品
等を簡単に加熱調理できる発熱剤です。
加熱袋(L) 袋寸法：270 ㎜ ×295 ㎜ +80 ㎜ ( 底)

JAN JAN

\924 (本体価格 \880）

火や電気を使わずに、いつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気が発生し、食品
等を簡単に加熱調理できる発熱剤です。
加熱袋(M) 袋寸法：230 ㎜ ×280 ㎜ +65 ㎜ ( 底)

セット内容：発熱剤L３個　加熱袋L１枚(３回分)　有効期限：製造日より５年セット内容：発熱剤M３個　加熱袋M１枚(３回分)　有効期限：製造日より５年

\1,260 (本体価格 \1,200）

　モーリアンヒートパック Mサイズ 　モーリアンヒートパック Lサイズ

JAN 上代

餅（でんぷん、果糖）きな粉（大豆、砂糖、食塩）、砂糖
餅（でんぷん、果糖）粉末タレ（醤油、砂糖、澱粉、食塩）、焼海苔、砂糖（原
材料の一部に小麦を含む）

数秒水に浸すだけで、もちもちと美味しいあべかわ餅の出来上がり。 数秒水に浸すだけで、もちもちと美味しいいそべ餅の出来上がり。

\367　(本体価格\350)

長期保存が可能で味を損なわない、フリーズドライ製法。

　水もどり　あべ川餅 　水もどり　いそべ餅

JAN JAN

\472 (本体価格 \450） \462 (本体価格 \440）

精白米、乾燥梅(梅、梅酢、しそ葉)、食塩、酸化防止剤(ビタミンE) 餅（でんぷん、果糖）粉末あん（小豆、砂糖）、砂糖

熱湯を加えるだけですぐお粥が出来上がります。水でも調理可能。 数秒水に浸すだけで、もちもちと美味しいあんこ餅の出来上がり。

長期保存が可能で味を損なわない、フリーズドライ製法。 長期保存が可能で味を損なわない、フリーズドライ製法。

 P.21 食品・シーズン  

　小梅粥 　水もどり　あんこ餅

JAN JAN

\ 378 (本体価格 \360） \462 (本体価格 \440）



内容量 内容量

40ｇ 4987036 468553 25mｌ 4987036 461615

有効成分 有効成分

24枚入 4987365 062019 4987580 174023

成分 素材

カラー カラー・サイズ

M・グリーン 4963527 227632 ネイビー・Ｍ 4963527 217435

M・グレー 4963527 227533 ネイビー・Ｌ 4963527 217428

Ｌ・グリーン 4963527 227625 ネイビー・ＬＬ 4963527 217411

Ｌ・グレー 4963527 227526

素材 素材

カラー カラー・サイズ

M・グリーン 4963527 280637 ネイビー・Ｍ 4963527 218432

M・グレー 4963527 280538 ネイビー・Ｌ 4963527 218425

Ｌ・グリーン 4963527 280620 ネイビー・ＬＬ 4963527 218418

Ｌ・グレー 4963527 280521

素材 素材

サイズ サイズ

100㎝ 4963527 122517 120㎝ 4963527 125532

110㎝ 4963527 122524

120㎝ 4963527 122531

素材 素材ポリ塩化ビニール(ＰＶＣ)100％ EVA（エチレン酢酸ビニール）100％

コンパクトに折り畳め、携帯に便利なレインコートです。 ダイオキシン等の有害塩素ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。

旅先での急な雨に備え、ひとつあると便利！ 小さく折り畳めるので、携帯に便利です。

JAN JAN

\367 (本体価格 \350） \577 (本体価格 \550）

ナイロン100％ ナイロン100%

ナイロン素材、迷彩柄のヤッケ。撥水加工で泥、風、汚れから体をガード。 ナイロン素材のヤッケ。撥水加工で泥、風、汚れから体をガードします。
※レインウェアとしては使用できません。※レインウェアとしては使用できません。

　ポケットコート 　EVAポケットコート

JAN

\1,050 (本体価格 \1,000） \ 735(本体価格 \700）

ナイロン100％ ナイロン100%

ナイロン素材、迷彩柄のヤッケ。撥水加工で泥、風、汚れから体をガード。 ナイロン素材のヤッケ。撥水加工で泥、風、汚れから体をガードします。
※レインウェアとしては使用できません。※レインウェアとしては使用できません。

　迷彩パンツ ナイロンパンツ

　迷彩ヤッケ ナイロンヤッケ

JAN

\ 1,155 (本体価格 \1,100） \ 840(本体価格 \800）

レモンユーカリ油、マイクロカプセル

新形状「ダイヤモンドカット」ではがれにくいやわらか素材。

携帯に便利なケース付　(S4枚、M4枚入り）

天然レモンユーカリ油の虫よけ成分により、衣類等に貼るだけで簡単に虫よけ対
策ができます。虫よけ効果の範囲は半径40㎝です。　約12時間の持続効果があり
ます。

 虫テクターシールα  ネクスケア救急絆創膏コンフォート(携帯ケース付）

JAN JAN

\ 700(本体価格 \667） \250 (本体価格 \238）

ディート5% ディート10%

弱酸性・無香料・無着色・アルコールフリーだから、デリケートなお肌にも使えます。
虫よけ成分をパウダーで包み込んでいるので、効果が長持ち。
ベタつかず、使用感はサラサラです。

●足元にも使いやすいよう、逆さまにしても噴射できるWポンプ方式です。
●パウダーインでサラサラの使用感。さわやかなシトラスサワーの香りです。

 シーズン　P.22　

 虫よけｸﾘｰﾑN  虫よけﾉﾝｶﾞｽﾊﾟｳﾀﾞｰｲﾝ

JAN JAN

\ 840(本体価格 \800） \ 577(本体価格 \550）



カラー カラー

ガンメタリック 4977187 106107 ブラック 4977187 106015

シャンパンゴールド 4977187 106077 シルバー 4977187 106022

ブルー 4977187 106039

ピンク 4977187 106046

素材 素材

カラー カラー

ピンク 4997858 018416 グレー 0854630 001001

オレンジ 4997858 018423 イエロー 0854630 001087

イエロー 4997858 018430 レッド 0854630 001094

グリーン 4997858 018447 パープル 0854630 001100

ブルー 4997858 018454 ブルー 0854630 001117

シルバー 4997858 018461 グリーン 0854630 001124

オレンジ 0854630 001261

素材

4997858 016870 0854630 001513

素材

サイズ

Sサイズ 4512008 504610

Mサイズ 4512008 504627

素材

アウトドアなどで濡れては困るもの、大事な物を水やホコリから守ります。

Sサイズ ： \525(本体￥500）

Mサイズ ： \682(本体\650）

本体：塩化ビニール　マジックテープ：ナイロン

スマートフォン対応の防水ソフトケースです。（生活防水:防水性能IPX5）
バスルーム、キッチンまわり、野外などでスマートフォンを水やホコリから守ります。

　ゴリラポッド　マグネティック

JAN

\735 (本体価格 \700）

　アクアトーク・スマートフォン用

コンパクトタイプのデジカメ専用の三脚。５段階の伸縮で最短107㎜～最長205㎜。
小さく折りたためるので、携帯にも便利です。

コンパクトデジタルカメラ、ビデオカメラに対応

 ウォータープルーフポーチ　Sサイズ、Mサイズ

マグネットになってパワーアップ！どんな場所でもカメラを固定できます。最大カメラ
搭載重量：325g

JAN

ナイロン／ポリエチレン、真鍮（ニッケルコーティング）

iphone、アンドロイド携帯に対応。

\2,480 (本体価格 \2,362）

\,1680 (本体価格 \1,600）

  P.23　シーズン・カメラ備品　

　ｅポットミニ2(ミニ三脚） 　ハクバ・クリアポッド　(ミニ三脚）

\1,029 (本体価格 \980）

JAN JAN

どんな場所でもカメラを固定！三脚の使えない場所でもポールや手すりなどに巻き
つけてカメラを固定。小さくて軽いから旅行に最適。

\1,980 (本体価格 \1,886）

　ゴリラポッド

許容荷重 : 275g 本体：ナイロン/ポリエチレン　金具：真鍮（ニッケルコーティング）

ケースに入れたまま操作可能なスマートフォン用防水ケース。

どこにでも入るポケットサイズ。置き場所自由自在のフレキシブルチューブ製です。

JAN

\493 (本体価格 \470）

JANJAN

　アクアトーク　(スマートフォンプラス）



4512008 207702 TVR27WH 4966307 330379

品番

4562102 941835 PC-006 4950404 006879

備考 素材

品番 品番

A-136 4950404 136002 A-640 4950404 640004

素材 素材

品番 品番

FV-046 4950404 046004 CL-941SL 4950404 941026

素材 素材

品番

TVR164SV 4966307 330270

使用電池

本体：ABS樹脂、内刃：ステンレス、外刃：ニッケル合金

乾電池式の電気カミソリ（2枚刃）。手のひらサイズでも普通サイズに引けをとらない
本格的な切れ味。しかも水洗い可能！

JAN

本体：耐熱ABS樹脂、電池カバー：アルミ

JAN

単3型乾電池×3本（別売）

乾電池式の電気カミソリ（3枚刃）。手のひらサイズでも普通サイズに引けをとらない
本格的な切れ味。しかも水洗い可能！

4種類のアタッチメントで、眉もお顔も簡単お手入れ。

コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。

片手で使えるカスタネット式携帯アイロンです。ズボン・スカート・ネクタイやシャツの
襟等のしわを取り、折り目をピシッとつけます。

 カード型ホットプレッサー

　水洗い　ポケそり3枚刃

“両面パネルヒーター”で効率良く面で熱を伝え、まつげをしっかりカール。水洗い出
きるのでいつでも清潔。

JAN

本体：ABS樹脂、コーム：透明ABS樹脂 、トリマー刃：ステンレス

　まつ毛カーラー

JAN

　マユ用フェイスシェイバー

\1,029 (本体価格 \980）

　水洗い　ポケそり2枚刃

\ 1,260 (本体価格 \1,200）

本体：ABS樹脂、内刃：ステンレス、外刃：ニッケル合金

\1,480 (本体価格 \1,410）

JAN

\3,150 (本体価格 \3,000）

日本、アメリカ、イギリス、西ヨーロッパの４カ国で現地時刻を自動受信する電波時
計。

電源：単4形乾電池×1個使用

\1,029 (本体価格 \980）\ 837 (本体価格 \798）

防水式！ 使用後は水洗いですっきり清潔。 鼻の身だしなみに！

　水洗い・ハナ毛カッター

●国名のつまみを合わせるだけで、現地時間を自動表示。（サマータイム対応）
● アラームを止めても一定時間おきに再度アラームが鳴るスヌーズ機能付き。
● 暗闇でも時間が見やすいバックライト付き。

仕様：電源/乾電池式 (アルカリ単３型電池１本)※別売

JAN

　グローバル電波時計　C875

JAN

カレンダー、日付表示、世界時計(16都市)、通貨換算機能、8桁電卓

JAN

タイマー機能、 アラーム機能の1台七役！

コイン電池式（CR2032）、保証書付 本体 (ＡＢＳ樹脂) 刃 (ステンレス) キャップ (AS樹脂)

\1,029 (本体価格 \980）

電気製品　P.24　

\1,575 (本体価格 \1,500） \1,680 (本体価格 \1,600）

　ワールドトラベラーズ 　目覚まし時計

JAN



品番 品番

VA23 4522425 002927 TI-39 4907986 200393

素材 素材

品番 品番

TVR21BK 4966307 330317 TVR24WH 4966307 330348

付属品 素材

品番 品番

TI-49 4907986 200492 TI-32 4907986 200324

素材 素材

品番 品番

VA22 4522425 002842 TI-50 4907986 200508

素材 電源

品番 カラー

TVR154WH 4966307 330263 ホワイト 4560113 417172

レッド 4560113 417189

素材

JAN

\3,360 (本体価格 \3,200）

　マルチボルテージヘアドライヤー　イオンミスティ2

JAN

\3,360 (本体価格 \3,200）

ポリプロピレン樹脂（本体）などポリプロピレン樹脂（本体） 付属品：収納ポーチ、カップ2個

どんぶり　ふた　スプーンフォーク　専用ポーチ

　ミニイオンドライヤー

PC樹脂

\2,415 (本体価格\2,300）

JAN

日本でも海外でもご使用いただけるUSBから電源をとるタイプの加湿器です。

日本でも海外でも使える電気ポット。ハイパワー仕様ですぐに沸騰。

（最短沸騰約5分/0.2リットル時）。コップ2個付。

 P.25　電気製品

PC樹脂

\3,990 (本体価格\3,800）

PC樹脂

\3,979 (本体価格 \3,790）

 トラベルケトル

JAN

　マルチボルテージ湯沸器　ワールドポット2

　トラベルマルチクッカー 　USB加湿器

\1,890 (本体価格\1,800）

JAN

2人分でも充分に使える余裕の500ml。
電圧切替式なので、国内、海外を問わず使えます。

JAN

\3,979 (本体価格 \3,790）

AC100～240V吹出しノズル：PC（難燃材）、本体・取っ手：ABS、吸入網：PP

JAN

海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。

 マルチボルテージマイナスイオンヘアーアイロン

　マルチボルテージヘアドライヤー　ミスティ2

JAN

\3,360 (本体価格 \3,200）

日本でも海外でも使える電圧切替式のドライヤー。携帯に便利な折畳式、コンパクト
サイズです。

　トラベルホットカーラー 　ミニアイロン　ミレミニ

JAN JAN

\693 (本体価格 \660） \1,260 (本体価格 \1,200）

日本でも海外でも使える♪乾電池式のホットカーラーです。

ヒーター部分は触れてもやけどをしない安全設計で安心！

日本でも海外でも使えるドライヤー。本体重さ310ｇ、風量は最大で1200Ｗ！髪をい
たわる「マイナスイオン+遠赤外線」機能つき。

日本でも海外でも使えるマイナスイオンヘアーアイロン。電圧切替不要なので、電圧
を気にせず使用できます。マイナスイオンでさらさらストレート。

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。

携帯に便利な折畳式、コンパクトサイズです。

持ち運びに便利な、コンパクトサイズのハンドル可倒式アイロン。

国内外を問わず使用可能。

単3型乾電池3本使用(別売） 本体：ポリカーボネイト、かけ面：フッ素樹脂加工



品番 カラー

TVR29WH 4966307 330423 ホワイト 4562128 211011

ブラック 4562128 211028

素材

品番 品番

VA29-21 4522425 003214 VA29-31 4522425 003207

品番 品番

VA20CR 4522425 002057 VA20WH 4522425 002712

素材 素材

品番 品番・カラー

VA20PK 4522425 002705 RW75・ブラック 4522425 002019

RW75・ホワイト 4522425 002026

RW75・レッド 4522425 002033

素材 素材

品番 品番

VA27WH-B 4522425 003245 MBA-MLTU/BK 4951241 127154

素材 素材

便利なUSB充電ポート付薄型変圧器、メガネ型コネクタでケーブルの交換が自在。
全世界対応のマルチタイプ。

国内外を問わず使用可能なコンパクト・スチームアイロン。

収納ポーチ,、Ｃ型プラグ、計量カップ付で海外旅行時にも便利。

ポリカーボネート（難燃材） ポリカーボネート（難燃材）

　USBマルチ電源変換アダプター 　USB充電ポート付マルチ電源アダプター

JAN

急速充電。iPadに対応したAC/USBタップと電源変換アダプターのセットです。

\2,279 (本体価格 \2,171） \2,479 (本体価格 \2,361）

世界の電源コンセントはコレで解決！ほぼ全世界のコンセント形状に対応。厚さ16.5
㎜の超薄型タイプ。３年間の長期保障、組み立てガイド付。

ポリカーボネート（難燃材）

　海外用マルチ電源アダプター　サクラ8in1 　海外用マルチ電源アダプター ゴーコンW2

世界の電源コンセントはコレで解決！ほぼ全世界のコンセント形状に対応。厚さ16.5
㎜の超薄型タイプ。３年間の長期保障、組み立てガイド付。

JAN

\3,780 (本体価格 \3,600） \2,940 (本体価格 \2,800）

JAN JAN

　海外用マルチ電源アダプター　ミニプラ8in1

JAN

\2,279 (本体価格 \2,171）

コンパクトでリーズナブルに3種類のプラグ形状に対応.。これひとつでヨーロッパ全
域（イギリスを除く）、韓国などで対応できます。

ポリカーボネート（難燃材）

変換プラグ　P.26　

ポリカーボネート（難燃材）

\882 (本体価格 \840）

 ミニプラ2in1

　ミニミストアイロン

JAN

\2,279 (本体価格 \2,171）

\1,260(本体価格 \1,200）

電源：100～130V/220～240V50Hz/60Hz

　ミニスチームアイロン

JAN

\5,250 (本体価格 \5,000）

PBT樹脂ほか

　海外用マルチ電源アダプター　ミニプラ8in1クリア

コンパクトでリーズナブルに2種類のプラグ形状に対応。これひとつで中国、オースト
ラリア、アメリカ、台湾などで対応できます。

JAN

世界の電源コンセントはコレで解決！ほぼ全世界のコンセント形状に対応。厚さ16.5
㎜の超薄型タイプ。３年間の長期保障、組み立てガイド付。

世界の電源コンセントはコレで解決！ほぼ全世界のコンセント形状に対応。厚さ16.5
㎜の超薄型タイプ。３年間の長期保障、専用ケース、組み立てガイド付。

JAN

コンパクトで持ち運び便利なアイロンなので海外旅行に最適です。
衣類に優しい、霧吹き機能付き。
自動で電圧切り替えができ海外旅行でそのまま使えます

 ミニプラ3in1

JAN

\987 (本体価格 \940）



品番 品番

RX-30 4529092 022623 SP-1 4582375 120010

素材

品番 品番

RW97 4522425 003061 CIS-30W 4946322 101048

品番 品番

RW47WH　・ホワイト 4522425 002293 VA28WH 4522425 003191

RW47BK　・ブラック 4522425 002309

 P.27 変換プラグ

　海外旅行用変換プラグ+変圧器　楽ぷら 　万能アダプタープラグ(USB対応）

JAN JAN

\4,980 (本体価格 \4,742） \2,940 (本体価格 \2,800）

A、BF、C、SE、Oタイプの５種類のプラグとマルチトランスが合体。最大30Wまで対
応。サーモスタット機能付で安心です。

AC電源とUSB電源を同時に使用できます。世界148カ国のコンセントに対応。CE
マーク取得の安心設計です。

 ゴーコン変圧器セット 　海外旅行用充電セット

JAN JAN

\5,985(本体価格 \5,700） \5,500 (本体価格 \5,238）

このセットがあるだけで携帯・スマホ・デジカメ・ビデオカメラ・ゲーム機・音楽プレー
ヤーなどが世界中で充電可能となります。

　海外用携帯電源タップ　ゴーコンタップ 　スイングUSBタップ

全世界に対応した小型・軽量変圧器と電源変換アダプターのセットです。
 このセットで世界中OK。海外旅行用充電セット

このセットで、携帯・音楽プレーヤー・ゲーム機・デジタルカメラ等の

充電器が世界中(一部例外あり）で使用できます。

JAN JAN

\1,780 (本体価格 \1,695） \1,995 (本体価格 \1,900）

小型・軽量なのに高出力！実力のUSBタップです。

3台までの海外仕様電気製品を同時に使える海外用途で作られた電源タップです。 国内・海外で使用可能。USB2000ｍA、AC1500Wまで使えるUSB電源タップです。
最大3つの電気製品に同時電源供給が可能です。（AC電源１口、USB２口）※電圧(V)の変換はできません。別途変圧器が必要になります。

世界で使える3個口電源タップ



 

TI-51(A) 4907986 200515

TI-52(B) 4907986 200522

TI-53(C) 4907986 200539

TI-54(BF) 4907986 200546

TI-55(B3) 4907986 200553

TI-56(O) 4907986 200560

TI-57(SE) 4907986 200577

TI-58(O2) 4907986 200584

TI-59(B、C） 4907986 200591

TI-60(BF,B3) 4907986 200607

TI-61(C,SE) 4907986 200614

素材

RW-P001(A) 4522425 000596 RW-P005(B3) 4522425 000633

RW-P002(BF) 4522425 000602 RW-P006(O) 4522425 000640

RW-P003(SE) 4522425 000619 RW-P007(B) 4522425 000848

RW-P004(C) 4522425 000626

素材

RW-D001(A) 4522425 001449

RW-D002(BF) 4522425 001456

RW-D003(SE) 4522425 001463

RW-D004(C ) 4522425 001470

RW-D005(B3) 4522425 001487

RW-D006(O) 4522425 001494

素材

　電源変換アダプター　エレプラグW

 変換プラグ P.28  

PC樹脂

日本仕様（Aタイプ）の電気製品を海外仕様に変換できる電源変換アダプター。

上代(本体価格）

\399 (本体価格\380）

\ 399 (本体価格\380)

\ 399 (本体価格\380)

日本仕様（Aタイプ）の電気製品を海外仕様に変換できる電源変換アダプター。また、メス側はユニバーサルジャックなのでＡタイプ以外にＣタイプにも対応していま
す。

　光る変換プラグ

　電源変換アダプター　エレプラグ

\ 693 (本体価格\660)

通電確認ができるブルーLED内蔵で、コンセントに差し込むと青く光ります。

\ 546 (本体価格\520)

JAN

日本仕様（Aタイプ）の電気製品を海外仕様に変換できる電源変換アダプター。また、メス側はユニバーサルジャックなのでＡタイプ以外にＣタイプにも対応していま
す。メス側は２口で一度に２機器の充電が可能です。

\ 693 (本体価格\660)

\ 693 (本体価格\660)

ABS樹脂、ナイロン

JAN

\980 (本体価格 \933）

JAN

ABS樹脂、ナイロン

\714 (本体価格 \680）

\ 1,134 (本体価格\1,080)

JANJAN

\ 399 (本体価格\380)

\ 399 (本体価格\380)

\ 693 (本体価格\660)

v



品番 品番

TI101 4907986 201017 TI-351 4907986 203516

品番 品番

TI-41 4907986 200416 TI-113 4907986 201130

品番 品番

VA26 4522425 003160 TI-95 4907986 200959

品番 品番

MBT-1270/2 4951241 131458 TI-28 4907986 200287

品番 品番

TI-352 4907986 203523 TI-42 4907986 200423

携帯電話、ビデオカメラ、デジカメ、CDポータブル、シェーバー、ゲーム機などの製
品に幅広く使えます。　自動停止安全装置搭載。海外での使用も安心です。

 P.29 変圧器　

　（AC110～130V地域対応）ダウントランス 　（AC110～130V地域対応）ダウントランス

JAN JAN

\2,625 (本体価格 \2,500） \3,360 (本体価格 \3,200）

AC110～130V地域対応タイプ(ダウントランス) AC110～130V地域対応タイプ(ダウントランス)

AC110～130V：35W AC110～130V：120W

サーマルプロテクタ(自動復帰）内蔵の安全安心設計。 サーマルプロテクタ(自動復帰）内蔵の安全安心設計。 

　（AC110～130V地域対応）ダウントランス  (AC110～130V地域対応）海外旅行用変圧器2口+USB

JAN JAN

\3,885 (本体価格 \3,700） \4,410 (本体価格 \4,200）

\3,465 (本体価格 \3,300） \3,570 (本体価格 \3,400）

AC110～130V地域対応タイプ(ダウントランス) 電圧AC110～130Vの国で120Wまでの日本の電化製品が使えます。

AC110～130V：120W(コンセント2口付)

サーマルプロテクタ(自動復帰）内蔵の安全安心設計。 

110V～130V用120W

電圧AC110～130Vの国で120Wまでの日本の電化製品が使えます

本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。 ブルーに光る通電ランプ内蔵。
サーマルプロテクタ（自動復帰)内蔵の安全設計。

　（AC110～130V地域対応）小型変圧器　ミニトラ120W 　（AC110～130V地域対応）薄型変圧器

JAN JAN

サーマルプロテクタ内蔵の安全安心設計。 

　（AC110～130V地域対応）海外旅行用変圧器 　（AC110～130V地域対応）アップダウントランス

JAN JAN

\2,835 (本体価格 \2,700） \6,300 (本体価格 \6,000）

サーマルプロテクタ(自動復帰）内蔵の安全安心設計。 サーマルプロテクタ(自動復帰）内蔵の安全安心設計。 

　（AC220～240V地域対応）ダウントランス 　（AC220～240V地域対応）ダウントランス

JAN JAN

\ 3,360 (本体価格 \3,200） \3,885 (本体価格 \3,700）

海外110V～130V地域対応。　容量120W

デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。
2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。

出力コンセント2口で電気製品を2つ同時に使用可能。
異常発熱を感知し自動停止する安全機能搭載。

AC220～240V地域対応タイプ(ダウントランス) AC220～240V地域対応タイプ(ダウントランス)

AC220～240V：35W AC220～240V：35W(コンセント2口付)

海外110V～130V地域対応。　最大容量70W アップダウントランス300W　100V⇔110V～130V

AC110～130Vの国で300Wまでの日本の家電製品が使えます。



品番 品番

TI-112 4907986 201123 TI-96 4907986 200966

品番 品番

VA25 4522425 003153 MBT-2320/2 4951241 131465

品番 品番

TI-111 4907986 201116 TI-75 4907986 200751

品番 品番

TI-100 4907986 201000 TI-35 4907986 200355

品番 品名

TI-77 4907986 200775 MBT-WDS/WH 4951241 126881

素材

　（全世界対応タイプ）USB充電ポート付薄型変圧器

主な使用可能国：全世界対応

電圧AC110～130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。
電圧AC220～240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。

本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。 ブルーに光る通電ランプ内蔵。サー
マルプロテクタ（自動復帰)内蔵の安全設計。

\5,670 (本体価格 \5,400）

これひとつで全世界の電圧に対応できます。

　（全世界対応タイプ）薄型変圧器

JAN

AC110～130V：240W/AC220～240V：100W

　（全世界対応タイプ）ダウントランス

JAN

\4,200 (本体価格 \4,000） \3,990 (本体価格 \3,800）

　（全世界対応タイプ）ダウントランス

JAN

全世界対応タイプ(ダウントランス)

JAN

これひとつで全世界の電圧に対応できます。

電圧AC220～240Vの国で40Wまでの日本の電化製品が使えます。

AC110～130V：75W/AC220～240V：30W

JAN

全世界対応タイプ(ダウントランス)

これひとつで全世界の電圧に対応できます。

AC110～130V：120W/AC220～240V：75W

\4,410 (本体価格 \4,200）

\2,835 (本体価格 \2,700）

JAN

  変圧器 P.30 

電圧AC110～130Vの国で120Wまでの日本の電化製品が使えます。

海外220V～240V地域対応。　容量50W

\3,465 (本体価格 \3,300）

JAN JAN

\5,040 (本体価格 \4,800）

　（全世界対応タイプ）海外旅行用変圧器2口+USB

携帯電話、ビデオカメラ、デジカメ、CDポータブル、シェーバー、ゲーム機などの製品に

幅広く使えます。　自動停止安全装置搭載。海外での使用も安心です。

\4,725 (本体価格 \4,500）

　（AC220～240V地域対応）海外旅行用変圧器2口+USB 　（AC220～240V地域対応）海外旅行用薄型変圧器

　（AC220～240V地域対応）小型変圧器　ミニトラ50W 　（AC220～240V地域対応）海外旅行用変圧器

JANJAN

\4,410 (本体価格 \4,200） \3,570 (本体価格 \3,400）

本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。 ブルーに光る通電ランプ内蔵。
サーマルプロテクタ（自動復帰)内蔵の安全設計。

デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。
2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。

ポリカーボネイト

便利なUSB充電ポート付薄型変圧器

■最大定格：110～130Vで75W (100V)、220～240Vで35W(100V)
■入力電圧：AC110～130V / 220V～240V(50/60Hz)■出力電圧：AC100V Aタイプ

全世界対応タイプ(ダウントランス)

出力コンセント2口で電気製品を2つ同時に使用可能。
異常発熱を感知し自動停止する安全機能搭載。

電圧AC110～130Vの国で85W(2口合計)、電圧AC220～240Vの国で40W(2口合計)
までの日本の電化製品が使えます。
デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。
2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。

海外220V～240V地域対応。　最大容量20W

　（全世界対応タイプ）ダウントランス



品番 JAN 品番

ミッキー　DTS-0320C 4512008 307716 ミッキー　DTS-0323C 4512008 307815

ミニー　DTS-0321C 4512008 307723 ミニー　DTS-0324C 4512008 307822

プー　DTS-0322C 4512008 307730 プー　DTS-0325C 4512008 307839

素材 素材

品番 品番

ミッキー　DTS-0326C 4512008 307914 ミッキー　DTS-0329C 4512008 308010

ミニー　DTS-0327C 4512008 307921 ミニー　DTS-0330C 4512008 308027

プー　DTS-0328C 4512008 307938 プー　DTS-0331C 4512008 308034

素材 素材

品番 品番

ミッキー　DTS-0048C 4512008 291817 ミッキー　DTS-0050C 4512008 291916

スティッチ　DTS-0049C 4512008 291824 スティッチ　DTS-0051C 4512008 291923

ミニー　DTS-0065C 4512008 291831

素材 素材

ディズニー　エアピロー　スティッチ

品番 品番

ミッキー　DTS-0052C 4512008 292012 DTS-0039C 4512008 283034

スティッチ　DTS-0053C 4512008 292029

ミニー　DTS-0067C 4512008 292036

素材 素材

ディズニー　レート換算電卓

品番 品番

DTS-0034C　ミッキー 4512008 282914 ミッキー　DTS-0013C 4512008 238317

DTS-0035C　ミニー 4512008 282921 ミニー　DTS-0014C 4512008 238324

DTS-0036C　スティッチ 4512008 282938 プー　DTS-0015C 4512008 238331

素材 素材綿(底/PVC)　サイズ :フリー約23.0～26.0cm プラスチック

さっぱりとしたコットン生地にディズニーキャラクターのシルエットをさりげなくアップリケ
で表現しました。

海外旅行には欠かせないレート換算機能つきの電卓です。
●レート換算機能：円⇔外貨、外貨⇔外貨
●電卓機能：四則計算、パーセント計算、メモリー計算

ディズニー　スリッパ

JAN JAN

\1,785 (本体価格 \1,700） \1,470 (本体価格 \1,400）

選べる3デザイン！ディズニーキャラクターのキュートなスリッパ
さっぱりとしたコットン生地にディズニーキャラクターのシルエットをさりげなくアップリ
ケ！長時間の移動で首が痛くなるのを防ぎます。
ビニールケース入り。　サイズ：約W370×D280×H120mm（使用時）

綿(底/PVC)　サイズ :フリー約23.0～26.0cm

JAN JAN

\1,785 (本体価格 \1,700）

\1,680 (本体価格 \1,600）

\1,890 (本体価格 \1,800）

カバー表地/綿　本体/PVC

ディズニー　スリッパ

JAN JAN

\1,890 (本体価格 \1,800）

カバー表地/ポリエステル(ウレタン加工)　本体/PVC

　ディズニー　エアピロー ディズニー　アイマスク

ふわふわの履き心地が気持ち良い携帯スリッパ。
キャラクターのモチーフリボンが、デザインのアクセントになっています。

やわらか＆ふわふわの素材でリラックス！
コンパクトに収納できるポケット付きで、旅に大活躍！
サイズ：約W100×H75cm

ディズニーキャラクターのキュートなアイマスク♪
耳かけ式のゴムは、長さの調節が可能！

\945 (本体価格 \900）

ポリエステル（ウレタン加工）、ゴム、プラスチック 

長距離移動の必須アイテム！！首の疲れを緩和します。
サイズ：約W370×D280×H120mm（使用時）

 P.31 ディズニー　トラベルシリーズ

ディズニー　トラベルピロー　Fluffyシリーズ ディズニー　アイマスク　Fluffyシリーズ

JAN

ポリエステル、EVA　サイズ :フリー約23.0～26.0cm ポリエステル

ディズニー　携帯スリッパ　Fluffyシリーズ ディズニー　ポケット付きブランケット　Fluffyシリーズ

JAN

\1,890 (本体価格 \1,800） \1,050 (本体価格 \1,000）

\2,100 (本体価格 \2,000）

カバー表地/ポリエステル　本体/PVC ポリエステル、ゴム、プラスチック

ふんわり素材にキャラクターのモチーフリボンでアクセントをつけた、おしゃれなピロー
です。
サイズ：約W370×D280×H120mm（使用時）

やわらか＆ふわふわの素材でリラックス★
ふんわり素材にキャラクターのモチーフリボンでアクセントをつけた、おしゃれなアイマ
スクです。

JAN



品番 品番

DTS-0338C 4512008 308317 DTS-0339C 4512008 308324

素材 素材

品番

DTS-0340C 4512008 308331

素材 素材

品番

ミッキー　DTS-0400C 4512008 511816 ミッキー　DTS-0040C 4512008 283119

ミニー　DTS-0401C 4512008 511823 スティッチ　DTS-0042C 4512008 283133

プー　　DTS-0402C 4512008 511830

素材 素材

品番

ミッキー　DTS-0003C 4512008 237914 ミッキー　DTS-0068C 4512008 296812

ミニー　DTS-0004C 4512008 237921 ミニー　DTS-0069C 4512008 296829

プー　DTS-0005C 4512008 237938 プー　DTS-0070C 4512008 296836

スティッチ　DTS-0046C 4512008 237945 スティッチ　DTS-0071C 4512008 296843

素材 素材 本体/PVC チャーム/亜鉛合金

品番 品番

ミニー　DTS-0350C 4512008 504511 ミッキー　DTS-0072C 4512008 236849

プー　DTS-0351C 4512008 504528

スティッチ　DTS-0352C 4512008 504535

素材 素材

　ディズニー　ネームタグ

JAN

\525 (本体価格 \500）

ビニール素材のネームタグです。スーツケースや学校鞄につければ目印になります。
ポケットは名刺が入るサイズで、付属のネームカードに名前などを記入できます。

ビニール素材のパスポートカバーです。大事なパスポートを汚れ、折れなどから守り
ます☆同キャラクターのチャーム付きで、さらにキュートなデザインです。

\840 (本体価格 \800）

ナイロン、ポリエチレンフィルム

JAN

\945 (本体価格 \900） \945 (本体価格 \900）

ディズニー　衣類圧縮袋　Cheerfulシリーズ

荷物をしっかりロック！ディズニーキャラクターのTSA南京錠 荷物をしっかりロック！ディズニーキャラクターのTSA南京錠

　ディズニー　パスポートカバー

JAN

ナイロン、ポリエチレンフィルム

かさばる衣類を圧縮してコンパクトに！
裏表でちがう、キュートなデザインです。
サイズ：M/約W35×H50cm　　L/約W42×H50cm

可愛いディズニーキャラクター柄のスライダー付き衣類圧縮袋。
サイズ：M/約W35×H42㎝　L/7約W42×H50㎝

　ディズニー　衣類圧縮袋

JAN

JAN

\1,260 (本体価格 \1,200） \1,260 (本体価格 \1,200）

亜鉛合金・鉄 亜鉛合金・鉄

\1,890 (本体価格 \1,800） \2,100 (本体価格 \2,000）

ベルト・ポリエステル、ゴム バックル・ABS プラスチック・鉄

本体/PVC チャーム/亜鉛合金

POP柄がキュートなスーツケースベルト！ネームタグ付きで、自分のスーツケースが
一目でわかります。ベルトの裏側に伸縮ゴムを使用しているので、力をかけずにぴっ
たり装着できます。　サイズ：長さ197cm×幅6cm

くまのプーさんが目印！長さの調節ができるキュートなダイヤル式ケーブルロックで
す。

JAN

ベルト・ポリエステル、ゴム バックル・ABS ベルト・ポリエステル、ゴム バックル・ABS

POP柄がキュートなスーツケースベルト！ネームタグ付きで、自分のスーツケースが
一目でわかります。ベルトの裏側に伸縮ゴムを使用しているので、力をかけずにぴっ
たり装着できます。　サイズ：長さ197cm×幅6cm

POP柄がキュートなスーツケースベルト！ネームタグ付きで、自分のスーツケースが
一目でわかります。ベルトの裏側に伸縮ゴムを使用しているので、力をかけずにぴっ
たり装着できます。　サイズ：長さ197cm×幅6cm

JAN

　ディズニー　TSA南京錠N 　ディズニー　TSA南京錠

JAN

ディズニー ワンタッチスーツケースベルト Cheerfulシリーズ くまのプーさん 　ディズニー　ケーブルロック　くまのプーさん

　ディズニー　トラベルシリーズ P.32 

ディズニー ワンタッチスーツケースベルト Cheerfulシリーズ ミッキー ディズニー ワンタッチスーツケースベルト Cheerfulシリーズ ミニー

JAN

\1,890 (本体価格 \1,800） \1,890 (本体価格 \1,800）



品番

ミッキー　DTS-0335C 4512008 308218

ミニー　DTS-0336C 4512008 308225

プー　DTS-0337C 4512008 308232

素材

品番 品番

ミッキー　DTS-0341C 4512008 504412 ミッキー　DTS-0344C 4512008 504443

ミニー　DTS-0342C 4512008 504429 ミニー　DTS-0345C 4512008 504450

プー　DTS-0343C 4512008 504436 プー　DTS-0346C 4512008 504467

素材 素材

品番 品番

ミッキー　DTS-0347C 4512008 504474 ミッキー　DTS-0059C 4512008 296614

ミニー　DTS-0348C 4512008 504481 ミニー　DTS-0060C 4512008 296621

プー　DTS-0349C 4512008 504498 スティッチ　DTS-0061C 4512008 296638

素材 素材

品番 品番

ミッキー　DTS-0062C 4512008 296713 DTS-0019C 4512008 282419

ミニー　DTS-0063C 4512008 296720

スティッチ　DTS-0064C 4512008 296737

素材 素材

品番 品番

スクエアポーチS 4512008 282518 DTS-0028C 4512008 282716

スクエアポーチM 4512008 282617

素材 素材表地/PVC・綿 表地/PVC・綿

外ポケットが1個ついた小物の仕分けに最適な収納ポーチ。バッグの中で散らかる小
物をまとめるのに便利です。
約H125×W90×D35mm

サイドのスナップを外せば台形型ポーチとしてもお使いいただける、BOX型ポーチ。
仕切りがないタイプなのでたくさんものが入ります。
サイズ：約H110×W270×D75mm

ディズニー　スクエアポーチS、M　ミッキーマウス ディズニー　2ウェイコスメポーチ　ミッキーマウス

JAN JAN

\1,260 (本体価格 \1,200） \1,680 (本体価格 \1,600）

　P.33　ディズニー　トラベルシリーズ

ポリエステル

小さく折りたためる、コンサイスオリジナルのトートバッグです。
キャリーオンできるから、旅行先でも大活躍です。
サイズ：(約)W30×H35×D10（cm）　ショルダーベルト長さ：(約)50～95（cm）

JAN

ディズニー　フラットポーチ S　Cheerfulシリーズ ディズニー　フラットポーチ M　Cheerfulシリーズ

\2,415 (本体価格 \2,300）

ディズニー　折りたたみトラベルバッグ　Cheerfulシリーズ

\ (本体価格 \）

JAN JAN

\735 (本体価格 \700） \882 (本体価格 \840）

ポリエステルポリエステル

POPでキュートなデザインのフラットポーチです。3サイズ展開（S、M、Lサイズ）
Lサイズ：約W36×H25cm

取り外し可能のペンケース型のファスナーポケット内蔵で、マルチに使えるバックイン
バッグ！内側にはさらに2ポケット付きで、バッグ内の整理に大活躍！

ポリエステル

JAN JAN

\1,050 (本体価格 \1,000） \2,415 (本体価格 \2,300）

生地/ポリエステル・ハンドル/PU

JAN JAN

\2,415 (本体価格 \2,300） \1,890 (本体価格 \1,800）

ポリエステル（ウレタン加工） 表地/PVC・綿

ファスナー付ポケット、透明ポケット、カードストッパー、透明ポケット、キーホルダー
内蔵のマルチケース。旅行用のパスポートケースや、カード類の整理にも使える優
れもの！！

ミッキーマウスのシルエットがチェリー柄に変身！大人かわいいトラベルポーチに仕
上がりました。パスポート、搭乗券、カードの整理に便利です。首から下げられるタイ
プ。

POPでキュートなデザインのフラットポーチです。3サイズ展開（S、M、Lサイズ）
Sサイズ：約W22×H16cm POPでキュートなデザインのフラットポーチです。3サイズ展開（S、M、Lサイズ）

Mサイズ：約W29×H21cm

ディズニー　フラットポーチ L　Cheerfulシリーズ 　ディズニー　バックインバッグ

　ディズニー　マルチケース ディズニー　トラベルネックポーチ　ミッキーマウス

 
 
 
 
 収納時 



カラー カラー

ブルー ブルー

グリーン グリーン

オレンジ オレンジ

素材 素材

カラー カラー

ブルー ブルー

グリーン グリーン

オレンジ オレンジ

素材 素材

カラー カラー

ブルー ブルー

グリーン グリーン

オレンジ オレンジ

素材 素材

カラー カラー

ブルー 3枚セット

グリーン (S、M、Lサイズ各1枚入）

オレンジ

素材 素材

カラー カラー

ブルー ブルー

グリーン グリーン

オレンジ オレンジ

素材 素材

サイズ：W160×H120×D60mm　　　MADE IN JAPAN
カラービニルの収納ポーチ。表面にロゴと飛行機柄のプリント入り。旅行時の少量サ
イズの化粧品や洗面用品を収納するのにちょうど良いサイズです。

サイズ：W260×H150×D60mm　　　MADE IN JAPAN
カラービニルの収納ポーチ。表面にロゴと飛行機柄のプリント入り。旅行時の化粧品
や洗面用品をたっぷり収納するのにちょうど良いサイズです。

4512008506072 4512008506171

\945 (本体価格 \900） \1,155 (本体価格 \1,100）

本体/PVC 本体/PVC

GRATORI AIRLINES　ビニルポーチS GRATORI AIRLINES　ビニルポーチL

JAN JAN

4512008506041 4512008506140

4512008506065 4512008506164

MADE IN JAPAN
着脱しやすいボールチェーン付パスポートカバー。PAT.NO.3005793

肌触りのよいニット生地を使用。顔に当たる部分にはパイル生地を使用しています。
耳に掛けるゴムは長さ調整可能。

ポリエステル素材の60mm幅スーツケースベルト。ワンタッチバックル仕様。色事にデ
ザインが異なります。目印としても最適。

サイズ：W75×H105mm　　　MADE IN JAPAN
ネームカードが収納できるタイプのラゲッジタグ。ベルトはワンタッチバックルで簡単に
着脱できます。鮮やかなカラーで目印としても最適。

サイズ：L/W360×H260mm、M/W290×H220mm、S/W220×H170mm
小物の仕分けに便利な収納ケース。表面はメッシュで中に入れたものが確認でき、マ
チがないのでかさばらずに保管できます。

JAN

本体/綿ポリエステル混紡、メッシュ/ポリエステル

\2,940 （本体価格\2,800）

本体/綿ポリエステル混紡、紐/ナイロン

　GRATORI AIRLINES<グラトリ・エアラインズ>　トラベルシリーズ　P.34　

\1,680 (本体価格 \1,600）

JAN

ふんわり柔らかい綿入り。使う前に膨らます必要がありません。肌触りのよいニット生
地を使用。裏面カラーはそれぞれライトブルー、ライトグリーン、イエロー。

\1,680 (本体価格 \1,600）

表地・裏地/ポリエステル

\945 (本体価格 \900）

ベルト/ポリエステル、バックル/ABS

JAN

\1,890 (本体価格 \1,800）

JAN

表地/ポリエステル、底/PVC

対応サイズ：フリー［～約26.0cm］
肌触りのよいニット生地を使用。底面に厚みがあり履き心地良くなっています。かさば
らず携帯に便利です。

\1,365 (本体価格 \1,300）

4512008505747

GRATORI AIRLINES　ネックピロー GRATORI AIRLINES　アイマスク

GRATORI AIRLINES　スリッパ GRATORI AIRLINES　スーツケースベルト

JAN

カバー・中綿/ポリエステル

JAN

4512008505341

4512008505365

GRATORI AIRLINES　ネックポーチ GRATORI AIRLINES　ラゲッジタグ

GRATORI AIRLINES　パスポートカバー GRATORI AIRLINES　メッシュケース S/M/L

サイズ：W120×H160×D15mm
貴重品等の保管に便利なネックポーチ。紐は長さ調整ができ、斜め掛けも可能です。
ファスナー付ポケット１、ポケット２、裏面ポケット１

\588 (本体価格 \560）

JAN

本体・ベルト・カード/PVC、バックル/ABS

本体/PVC

4512008505242

4512008505266

4512008505273

4512008505648

4512008505662

4512008505679

4512008505877

JAN

\840 (本体価格 \800）

4512008505372

4512008505440

4512008505464

4512008505471

4512008505549

4512008505563

4512008505570

4512008505761

4512008505778

4512008505846

4512008505860

4512008505914



株式会社コンサイス

本      　社 〒132-0035
東京都江戸川区平井 2-16-23
tel : 03-3685-0811　fax : 03-3685-0823

小松川営業部 〒132-0034
東京都江戸川区小松川 3-4-1  エクセルビル 3F
tel : 03-5836-7305　fax : 03-5858-3726

大阪営業部 〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町 1-4-2  オルガンビル 8F
tel : 06-6920-4551　fax : 06-6920-4555


