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一瞬でエアピロー
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TSAトランクベルト
（インジケーター付）
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トラベルサポーターピタリ
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50mlボトル
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身だしなみグッズ
G room i n g
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快眠グッズ
Sleep G oods

High-quality, lightweight and durable, the gowell collection is fashionable as well as useful,
having a wide range of uses from travel both at home and abroad to outdoor leisure and sports.

USB ポケットマウス
USB ミニマウス
モバイルチャージャー（単３形乾電池×４本）

このカタログについての注意事項
・縫製製品のサイズ・重量は製造ロットにより多少変わることがあります。

・商品写真は印刷のため実際の商品の色と多少異なります。

・商品仕様、デザイン、及び価格は予告なく変更する場合があります。
■カラー・柄・記号の見方
BK ／黒
NV ／紺
BL ／青
RD ／赤
PU ／紫
BE ／ベージュ
WH ／白
KH ／カーキ
GRY ／灰
OR ／オレンジ
BR ／茶
PK ／ピンク
CL ／クリア
SIL ／シルバー
LB ／ライトブルー
RBW ／レインボー
MG ／杢グレー

Y ／黄
GR ／緑
CBK ／クリアブラック

WR ／エンジ
SB ／スカイブルー
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快眠グッズ

快適なフード付きピロー！

Sleep G oods

一瞬で空気の出し入れができる！

寝顔も気にせず眠れるタイプのピローが登場！
ドライブシーンでも光を遮るクッションとして大活躍！
快
快眠
眠グ
グッズ
ズ

快眠グッズ

米国特許 の特殊バルブ付で面倒な空気の出し入れが一瞬で可能！
女性やお子様にも優しいピローが登場しました！
で
ッシュ
ワンプ ッ！
プシュ
抜ける
気が
空
と

プ

だ
ピロー

な
便利

と
ッ！む
！
シュ
膨ら
に
ぐ
す

シュッ

外して
取り
える！
使
も
けで

シュッ

付
タン
ボ
脱着 プ！
ルー

2WAY
仕様

外して
取り
は
ー
！
カバ
い可能

寝

物
な小
便利
付！

手洗

ト
ポケッ

※パッケージ裏面に記載

り
すっぽ
が
顔

る！
隠せ

パッケージサイズ：W160×H259×D50（mm）

※パッケージ裏面に記載
パッケージサイズ：W160×H259×D50（mm）

GW-1201-048(MG)

GW-1201-006(NV)

GW-1201-009(BK)

一瞬でエアピロー

GW-1202-006(NV)

手洗い可

フードがつけられるエアピロー

Travel Cushion
you can deflate the air with a quick air bulb

2,800+税

2,300+税

￥

サイズ : 約 W350×H255×D120mm 材質 :カバー／ポリエステル混紡 本
体／塩化ビニール パッケージサイズ:W160×H259×D50ｍｍ(チャック式袋)

サイズ : 約 W350×H270×D110mm 材質 :カバー／綿混紡 本体／塩化
:W160×H259×D50ｍｍ
ビニール パッケージサイズ :W420×H335×D110ｍｍ

ポータブルオーディオや耳栓が収納できる便利なポケット付。

たたんでコンパクトに持ち歩ける！

4

使用イメージ

手洗い可

Travel Cushion
you can
face
you
canhide
hideyour
yoursleeping
sleeping
face

￥

＜ JAN コード＞ BK ：4589591530982
NV ：4589591530999
MG：4589591531002

GW-1202-048(MG)

カバー部分には触り心地の良いコットン 100％生地を使用
カバーは取り外して手洗い可能！

JAN
コード＞NV：4589591530920
NV：4589591530883
＜＜
JAN
コード＞
MG：4589591530890
MG：4589591530937

75

用途が豊富なピローが登場！

マイクロビーズ製で寝心地グッド！

ビーズの位置をずらすと3WAY！
機内だけでなく新幹線や長距離ドライブでもお好みでご使用頂けます！

人気のボーダー柄ネックピローがお求めやすい価格で登場！

1

快眠グッズ

快眠グッズ
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スクエアクッション
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パッケージサイズ：W400×H350×D130（mm）

パッケージサイズ：W400×H350×D130（mm）

※パッケージ裏面に記載

WAY

GW-1206-006(NV)
GW-1205-011(GRY)

抱き枕・腰あて
GW-1205-006(NV)

GW-1206-011(GRY)

ボーダービーズクッション

よくばり３WAY ビーズクッション

Simple Beads
Simple
BeadsCushion
Cushion
keep your
keep
yourtravel
travelsleeping
sleepingcomfortable
comfortable

Travel Cushion
you can
ofof
cusion
forfor
3 version
you
canchange
changethe
theshapes
shapes
cusion
3 version

1,600+税

2,500+税

￥

￥

サイズ :ネッククッション時／約 W350×H300×D130ｍｍ スクエアクッション時／約 W310
生地／ポ
×H250×D150ｍｍ ロングクッション時／約
ロングクッション時／約W450×H150×D150ｍｍ
W450×H150×D150ｍｍ 材質
材質::ポリエス
リエステル混紡、
ビーズ／ポリスチレン
パッケージサイズ:W420×H335×D130ｍｍ
:W400×H350×D130ｍｍ
テル
（ポリウレタン）
、発泡ポリスチレン パッケージサイズ
マイクロビーズ仕様で独特のふんわり感が楽しめます。
マイクロビーズ使用で独特のふんわり感が楽しめます。
便利なループ付き

86

使用イメージ

＜ JAN コード＞ NV ：4589591530920
GRY：4589591530937

便利なループ付き

使用イメージ

裏面
サイズ : 約 W370×H280×D110mm 材質 : 表面生地／レーヨン、
綿混紡、発泡ポリスチレン
生地／綿混紡、ビーズ／ポリスチレン
パッケージサイズ :W400×H350
パッケージサイズ
:W420×H335×D100ｍｍ
×D130ｍｍ
マイクロビーズ使用で独特のふんわり感が楽しめます。
マイクロビーズ仕様で独特のふんわり感が楽しめます。
＜ JAN コード＞ NV ：4589591530968
＜ JAN コード＞ RD
NV ：4589591530975
：4589591530968
GRY：4589591530951
GRY：4589591530951
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実用新案取得のロングラン親子クッション！
ミニクッションを使用することにより様々な用途で楽しめる親子型クッション。
好みや環境に合わせて自分好みの使用が可能です。

ゴムをズラしてミニクッションの位置が自由自在！

快眠グッズ

快眠グッズ

空気を抜くとコンパクトに！

GW-1403 - 86 6
（ BK）

ひとつで

5 通りのバリエーション

1

①大と小を重ねて

パッケージイメージ

Travel Cushion - “Border Cloud”

５

②小を横に移動させて

３

GW-1403 - 867（BE）

トラベルクッション“ボーダークラウド”

２

４

手洗い可

2,300+税

￥

サイズ : 約 W335×H250×D195ｍｍ 重さ: 約 158ｇ 材質 :カバー／綿､ウレタン 本体／塩化ビニール
合成ゴム／ポリエステル、ナイロン パッケージサイズ :W185×H250×D50ｍｍ

③大を単独で

④小を単独で

⑤小を腰にあてて

綿素材の柔らかいカバーを付けた２段式クッションです。上のミニクッションを移動させて、お好きな位置に設置
＜ JAN コード＞ BK ：4905414038662
可能です。
BE ：4905414038679

8
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11

定番クッションに人気カラーが追加！

東レのナイロン糸「キュープラテ」を使用し、“さらり”とした触り心地のピロー＆アイマスク

快適な肌触りのタオル地クッションで心地良く眠れる！

快眠グッズ

快眠グッズ

GW-1203-899(BK)

“さらり”とした
触り心地

爽快ネックピロー Sarari

Comfortable Neck Pillow - Sarari

手洗い可

2,000+税

￥

サイズ : 約 W360×H280×D110ｍｍ 重さ: 約 110ｇ 材質 :カバー／
ナイロン､ポリウレタン 本体／塩化ビニール パッケージサイズ:W185
×H250×D60ｍｍ

心地の良い
タオル地仕様

寝苦しい機内でも快適にお過ごし頂け、汗や匂いを吸ったカバーは水洗い
も可能です。
＜ JAN コード＞ NV ：4905414038983
BK ：4905414038990

GW-1203-898(NV)

GW-1208-048(MG)

メッシュ素材で
通気性抜群！

爽快アイマスク Sarari

Comfortable Eyemask - Sarari

GW-1300-573(BK)

GW-1403-881(SB)

900+税

￥

サイズ : 約 W190×H80×D7ｍｍ 重さ: 約 19ｇ 材質 : ナイロン､備長炭
シート､ウレタン､ 合成ゴム パッケージサイズ :W110×H225×D10ｍｍ

GW-1208-006(NV)

GW-1300-572(NV)

“さらり”とした生地のアイマスクです。寝苦しい機内でも快適にお過ごし
頂けます。
＜ JAN コード＞ NV ：4905414005725
BK ：4905414005732

クッションの中のビーズを移動させて形を変える２ＷＡＹクッション

1

WAY

GW-1400-880(GRY)

GW-1400-850(PK)

変形ビーズクッション

Transformable Beads Cushion

タオル地カバークッション

手洗い可

Toweling Covered Cushion

GW-1403-858(NV)

1,600+税

￥

サイズ : 約 W370×H255×D105ｍｍ 重さ: 約 144ｇ 材質 :カバー／綿､ ポリエステル混紡
巾着／綿 本体／塩化ビニール パッケージサイズ :W185×H240×D50ｍｍ 備考 : 巾着付
快適な肌触りのタオル地カバー付きで、心地良く眠れます。携帯に便利な専用巾着袋付きです。
＜ JAN コード＞ PK ：4905414008504
GRY：4905414008801
SB ：4905414038815

10

2

WAY

NV ：4589591531033
MG ：4589591531040
枕型にも変形できます

1,886+税

￥

GW-1403-896(GRY)

サイズ : ネッククッション時／約 W370×H280×D100 ｍｍ スクエアクッショ
ン時／約 W330×H220×D120 ｍｍ 重さ : 約 230ｇ 材質 : ポリエステル､
ポリウレタン ビーズ／ポリエチレン パッケージサイズ :W400×H350×
D100ｍｍ
クッションの中のビーズを移動させて形を変えるアイデア商品です。
肌触りの良いタオル生地を使用したクッションで、お好みの形でリラッ
クスタイムを。
＜ JAN コード＞ NV ：4951241138488
GRY：4951241131434

11

顔にしっかりフィットするアイマスク！
立体構造なので目元の圧迫を防ぎ、アイメイクが崩れにくい！
女性にも優しいアイマスクの登場！

ルド
ホー

GW-1403-704

GW-1403-706

トラベルクッション“オンザクラウド”BE

トラベルクッション D-80 BE

Travel Cushion “On The Cloud”

Inflatable Travel Cushion D-80

1,500+税

1,000+税

￥

￥

サイズ : 約 W340×H240×D180ｍｍ 重さ: 約 146ｇ 材質 : 塩化ビニール (フロッキー加工 )
パッケージサイズ :W145×H200×D28ｍｍ

サイズ : 約 W340×H240×D100ｍｍ 重さ: 約 92ｇ 材質 : 塩化ビニール (フロッキー加工 )
パッケージサイズ :W145×H200×D28ｍｍ

大小 2段重ねのエアクッションが頭部全体をやさしく包んでくれます。また、上部のクッションは取
り外すことができるので、バリエーション豊かな使い方ができます。

機内で、車内で、ご自宅で、長時間でも首や腰が痛くならない、旅の必需品です。

＜ JAN コード＞

快眠グッズ

快眠グッズ

面ファスナーで
取り外し可能

い
少な
担が
負
！
らず
当た
タイプ
耳に

4905414037061

＜ JAN コード＞

4905414037047

で
付き
ド
ー
ウト！
元ガ

トア
ッ
ャ
シ
光を
鼻

GW-1403-707

GW-1403-709

ウエストクッション BE

3way エアクッション“快適三昧”BE

Waist Cushion

3way A ir Cushion “Kaitek i-Zanmai”

1,000+税

1,500+税

￥

￥

サイズ : 約 W430×H245×D100ｍｍ 重さ: 約 100ｇ 材質 : 塩化ビニール (フロッキー加工 )
パッケージサイズ :W145×H200×D25ｍｍ

サイズ:腰・尻使用時／約W450×H300×D50ｍｍ 首使用時／約W200×H300×D100ｍｍ 重さ:
約 124ｇ 材質 : 塩化ビニール (フロッキー加工 ) パッケージサイズ :W145×H200×D28ｍｍ

機内・車内または、いつもお使いのイスやソファーをより快適に。腰と頭に使える2way仕様です。

折畳んでネックピローとして、広げてバッグサポートに、さらにお尻の下に敷いて座布団代わりに
もお使い頂けます。
＜ JAN コード＞ 4905414037092

＜ JAN コード＞

4905414037078

パッケージサイズ：W112×H286×D40（mm）

GW-1301-030(PK)

GW-1403-708

GW-1403-710

サークルクッション2 BE

Solid shaped
Eye-mask
fullfy
and solid
shaped eye mask

Hip Cushion

1,500+税

1,000+税

￥
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立体アイマスク 花柄
立体アイマスク
花柄
Solid
Eye-mask

ヒップクッションBE

Circle Cushion 2 BE

GW-1301-001(BL)

￥

サイズ : 約 W360×H360×D80ｍｍ 重さ: 約 132ｇ 材質 : 塩化ビニール (フロッキー加工 )
パッケージサイズ :W145×H200×D25ｍｍ

サイズ : 約 W400×H400×D46ｍｍ 重さ: 約 130ｇ 材質 : 塩化ビニール (フロッキー加工 )
パッケージサイズ :W145×H200×D30ｍｍ

3重の空気室が体重を支え、身体にかかる負担を軽くしてくれます。長時間のフライトに効果的で
す。
＜ JAN コード＞ 4905414037108

長時間の機内や車内でのおしりにかかる負担を軽減します。
＜ JAN コード＞

4905414037085

1,200+税

￥

サイズ
綿: 綿 パッケ ー ジ サ イ ズ :W112×
サ
イ ズ::約
約W170×H80×D30ｍｍ
W155×H75×D40 ｍ ｍ 材質
材 :質
パッケージサイズ :W112×H286×D40ｍｍ
H286×D40ｍｍ
独自の立体構造でまつげに触れにくいので、メイクしてても安心。
メイクしていても安心。
独自の立体構造でまつげに触れにくいので、
光をよりシャッ
ットアウ
トアウトするための鼻あて付きです。
トするための鼻元ガード付です。
光をよりシャ
＜ JAN コード＞ BL：4589591530845
PK：4589591530821
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シンプルアイマスクにギンガムチェック柄が新登場！

備長炭シートの優れた吸放湿作用と防臭作用で、目もとスッキリさわやか。

POINT
快眠グッズ

快眠グッズ

耳に負担のかからない
ぐるりのゴムタイプ

GW-1302-006(NV)
GW-1300-540

備長炭シート入り アイマスク
Charcoal Eyemask

700+税

￥

サイズ : 約 W185×H90ｍｍ 重さ: 約 10ｇ 材質 : 表地／ナイロン 裏地／綿､
備長炭シート､ウレタンシート パッケージサイズ :W110×H225×D5ｍｍ

GW-1302-002(RD)

長時間のご使用でもムレにくくグッスリ快眠が楽しめます。
＜ JAN コード＞

使用イメージ

アイマスク ギンガムチェック

4905414005404

遠赤外線放射生地を使用した機能ブランケット！

Eyemask-gingham check

500+税

￥

サイズ : 約 W185×H95ｍｍ 材質 : 綿混紡､ポリエステル パッケージサイズ :W112×H286×D5ｍｍ

遠赤外線わた
シリーズ

光をよりシャットアウトするための鼻あて付きです。
耳に負担のかからないぐるりの
ゴムタイプ

＜ JAN コード＞ NV ：4589591530791
RD ：4589591530807

使用イメージ

GW-1300-545(RD)

遠赤外線わた効果の
あたたかアイテム !

GW-1300-544(RD)

ウォーマルは、効果的に身体を暖める新しいタイプ
のなかわたです。保温性が高く、時間が経っても快
適な暖かさが続きます。ムレにくく、さらっと快適

GW-1300-571

な使用感で、洗濯してもその効果が落ちることはあ
りません。

GW-1300-500(BL)

GW-1300-504(BL)

TR-0646-007(BR)

アイマスク

ふくろうのアイマスク

Eyemask

500+税

￥

サイズ : 約 W185×H90ｍｍ 重さ: 約 10ｇ 材質：表地／ポ
リエステル 裏地／ウレタン、不織布 パイピング／ナイロン
その他／合成ゴム、PP パッケージサイズ :W110×H225×
D5ｍｍ
光をよりシャットアウトするための鼻あて付きです。
※色・柄は予告なく変更する場合がございます。
＜ JAN コード＞ RD：4905414005459
BL：4905414005046
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ふんわリッチアイマスク

Eyemask with pockets like owl

Moisture Eyemask

550+税

680+税

￥

サイズ : 約 W190×H90ｍｍ 重さ: 約 12ｇ 材質 : 表地／
ポリエステル パッケージサイズ :W115×H232×D8ｍｍ
材質：表地／ポリエステル 裏地／ウレタン、不織布 パイ
ピング／ナイロン その他／合成ゴム、PP
耳栓なども収納できてとっても便利で、衛生的なポケット
（袋→フクロウ）がつきました。
※色・柄は予告なく変更する場合がございます。
＜ JAN コード＞ RD：4905414005442
BL：4905414005008

￥

サ イズ : 約 W195× H80× D7ｍｍ 重 さ : 約 8ｇ 材 質 :
綿､ 合成ゴム､ ポリエステル､ ポリウレタン パッケージサイ
ズ :W110× H225× D8ｍｍ 企画 ･生地生産 :日本 縫製 :
中国

遠赤外線ブランケット

TR-0646-006(NV)

far infrared blanket

1,200+税

￥

サイズ : 約 W1170×H400ｍｍ 重さ: 約 150ｇ 材質 : ポリエステル
他 パッケージサイズ :W220×H270×D70ｍｍ 備考 : 取説付

ふんわりタッチ素材でスクワラン保湿成分配合のアイマスク。
目元の乾燥を守る効果があります。
＜ JAN コード＞

4905414005718
使用イメージ

＜ JAN コード＞ NV ：4580298441038
BR ：4580298441045

15

身体から出る湿気や汗を熱に変える東レの吸湿発熱・保温素材『ウォームサーバー』を使用

GW-1400-534

GW-1601-044

フットステップ

乾燥した機内を快適にしマスク

Foot Step

1,000+税

サイズ : 約 W230×H125×D100ｍｍ 重さ: 約 71ｇ 巾
着／約 11ｇ 材質 : ポリプロピレン、PP パッケージサイ
ズ :W170×H290×D35ｍｍ 備考 : 巾着付

Fever silk supporter

1,800+税

￥

GW-1701-044

ハイテク保湿マスク 快適

Travel Moisture Mask

Keep-Moisture Mask

400+税

￥

発熱トラベルシルクサポーター

快眠グッズ

快眠グッズ

GW-1600-537

400+税

￥

サイズ : 約 W175×H90×D2ｍｍ 材質 : 綿､PP ゴム部／ PU､PE
パッケージサイズ :W120×H225×D2ｍｍ 備考 :2枚入り

足を置くだけで疲れを緩和し、
リラックス効果が期待できます。

天然コットン100％のガーゼをマスクの口元に付け、乾燥した
機内でもしっとり快適に。

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞

4905414005343

4589591530777

￥

サイズ : 約 W173×H87ｍｍ 重さ: 約 12ｇ 材質 : ポリプロ
ピレン､ ポリウレタン､ ポリエステル､ ポリエチレン パッケー
ジサイズ :W109×H208×D5ｍｍ 備考 :2枚入り
湿度保持シート3ミクロン対応フィルターを内包し、保湿性・
フィルター性に優れのどにやさしいです。
＜ JAN コード＞

4987358050900

旅行には持っていきたい定番アイテムのマスク。
家族向けに欠かせない、子供用マスクをラインナップ!!

サイズ : ひざまわり・ふくらはぎまわり28 〜 48cm 材質 : 絹、アクリル、
ナイロン、ポリエステル、毛、ポリウレタン パッケージサイズ :W144×
H200×D25ｍｍ
のびのび構造

ソフトな付け心地で機内の冷えから膝とふくらはぎを守ります
＜ JAN コード＞

4589591530852

長時間のフライトや旅先での動きをサポート！
LT-1000-001

LP-1000-001

トミカ KIDS マスク

プラレール KIDS マスク

Tomica Kids Mask

Plarail Kids Mask

350+税

350+税

￥

サイズ : 約 W110×H80ｍｍ 重さ : 約 19ｇ 材質 : ポリプロピレン､ ポリウレタン､ ポ
リエステル､ ポリエチレン パッケージサイズ :W115×H210×D13ｍｍ
＜ JAN コード＞

4580298423744

LL-1000-001

40
hPa
（M）GW-1702-009

30
hPa

（ L ）GW-1703-009

1,800+税

￥

サイズ：M ／ふくらはぎまわり28 〜 35cm L ／ふくらはぎまわり35 〜 43cm
材質 : ナイロン､ポリウレタン、ポリエステル パッケージサイズ :W144×H200×D20ｍｍ
＜ JAN コード＞

M：4589591530869
L：4589591530876

＜ JAN コード＞

4580298431770

LK-1000-001

リカちゃん KIDS マスク

Conditioning supporter" Pitari"

長時間フライトも快適にサポートします
着圧効果＆テーピング効果

16

トラベルサポーターピタリ
（M）
（L）

￥

サイズ : 約 W125×H80 ｍｍ 重さ : 約 19ｇ 材質 : ポリプロピレン､ ポリウレタン､ ポ
リエステル､ ポリエチレン パッケージサイズ :W115×H210×D13ｍｍ

こえだちゃん KIDS マスク

Licca Kids Mask

Koeda Kids Mask

350+税

350+税

￥

サイズ : 約 W125×H80ｍｍ 重さ : 約 19ｇ 材質 : ポリプロピレン､ ポリウレタン､ ポ
リエステル､ ポリエチレン パッケージサイズ :W115×H210×D13ｍｍ
＜ JAN コード＞

4580298423713

￥

サイズ : 約 W110×H80 ｍｍ 重さ : 約 19ｇ 材質 : ポリプロピレン､ ポリウレタン､ ポ
リエステル､ ポリエチレン パッケージサイズ :W115×H210×D13ｍｍ
＜ JAN コード＞

4580298441137
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高い遮音性能と、段階的にフィットする3段フランジ仕様の高機能タイプ

快眠グッズ

快眠グッズ

海 外 旅 行・出張など
移動のストレスを和らげる

GW-1500-329
GW-1500-612

みみせん
おとなしくん
（ヒモ付）

GW-1500-632

イアーウィスパー
S サイズ

イアーウィスパー

Ear-Plug “Mr.SILENT”

Ear whisper

Ear whisper “S Size”

400+税

550+税

￥

3段階構造なので
耳穴のサイズに
ぴったりフィット

550+税

￥

￥

サイズ : 約φ17×25 ｍｍ コード／ 720 ｍｍ 重さ : 約 1.5ｇ 材質 : 発泡ポ
リマー パッケージサイズ :W75×H128×D25ｍｍ 備考 : 米国製､ ケース付

サイズ : 約φ14×19ｍｍ 重さ : 約 0.28ｇ 材質 : 弾性発泡ポリマー ケース／ポリ
プロピレン パッケージサイズ :W60×H112×D20ｍｍ 備考 : 米国製､ ケース付

サイズ : 約φ13×20 ｍｍ 重さ : 約 0.2ｇ 材質 : 弾性発泡ポリマー ケース／ポリ
プロピレン パッケージサイズ :W60×H112×D20ｍｍ 備考 : 米国製､ ケース付

紛失防止用コード・ケース付き！機内・車内・ホテルでの安眠、騒音防止に。

耳にフィットし抜群の遮音性（でも聴くべき音は通します）
。

13ミリ径なので、耳の穴の小さい方、女性・小児用に最適。

＜ JAN コード＞

4905414003295

＜ JAN コード＞

4975749011661

＜ JAN コード＞

4975749061000

持ち運びに便利な
ケース付
GW-1500-627

サイレンシア

サイレンシア フライトプラス

1,980+税

￥

サイズ : 約Φ12.8×32.9mm 材質 : 熱可塑性エラストマー、ポリプロピレ
ン ケース／ポリプロピレン パッケージサイズ :W81×H150×D21ｍｍ
備考：スウェーデン製、ケース付

GW-1500-676

1,100

550+税

￥

サイズ : 約φ12×25 ｍｍ 重さ : 約 0.2ｇ 材質 : ポリウレタン ケース／ポリプロピ
レン パッケージサイズ :W60×H112×D20ｍｍ 備考 : スウェーデン製､ ケース付

化学の耳栓で、高周波ノイズをカット！

高周波ノイズをカット！女性や小児用にピッタリの S サイズ。

つけていても目立ちにくいピンク色！

4975749018516

＜ JAN コード＞

4975749163063

＜ JAN コード＞

4975749022629

GW-1500-335

イヤープレーン
（ミニ）

イヤープレーン
（レギュラー）
Ear Planes Regular

1,100

+税

550+税

￥

サイズ : 約φ12×23 ｍｍ 重さ : 約 0.2ｇ 材質 : ポリウレタン ケース／ポリプロピ
レン パッケージサイズ :W60×H112×D20ｍｍ 備考 : スウェーデン製､ ケース付

GW-1500-355

SILENCIA FLIGHT Air S size

￥

Ear-Plug “M iss Silencia”

4975749202250

サイレンシア・フライト・エアー
S サイズ

SILENCIA FLIGHT Air Regular

￥

+税

Ear Planes ( M ini)

950

￥

+税

950+税

￥

サイズ : 約φ12×29ｍｍ 重さ: 約 14ｇ 材質 : 耳栓／エラストマー､ 低密度ポリエチレン ケース
／ポリプロピレン パッケージサイズ :W80×H120×D16ｍｍ 備考 : スウェーデン製､ ケース付

サイズ : 約φ10×24ｍｍ 重さ: 約 13ｇ 材質 : 耳栓／エラストマー､ 低密度ポリエチレン ケース
／ポリプロピレン パッケージサイズ :W80×H120×D17ｍｍ 備考 :スウェーデン製､ケース付

サイズ : 約φ12×28ｍｍ 重さ: 約 1ｇ 材質 :シリコン､ セラミック パッケージサイズ :W67
×H120×D21ｍｍ 備考 : 米国製､ ケース付

サイズ : 約φ10×21ｍｍ 重さ: 約 0.8ｇ 材質 :シリコン､ セラミック パッケージサイズ :W67
×H120×D21ｍｍ 備考 : 米国製､ ケース付

気圧変動による耳の不快感を軽減する耳せん。繰り返し使えます。

女性・小児用としてのミニサイズ。

特殊フィルターによる離陸時・着地時のツーンとした耳痛防止機能と遮音機能を持つハイテク
耳栓。
＜ JAN コード＞ 4949616004148

特殊フィルターによる離陸時・着地時のツーンとした耳痛防止機能と遮音機能を持つハイテク耳栓。女性・
小児用としてのミニサイズ。
＜ JAN コード＞ 4949616004155

＜ JAN コード＞
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550+税

￥

GW-1500-677

サイレンシア・フライト・エアー
レギュラー

ミスサイレンシア

Ear-Plug “Silencia S size”

サイズ : 約φ12×25 ｍｍ 重さ : 約 0.2ｇ 材質 : ポリウレタン ケース／ポリプ
ロピレン パッケージサイズ :W60×H112×D20ｍｍ 備考 : 米国製､ ケース付

＜ JAN コード＞
＜ JAN コード＞

GW-1500-635

サイレンシア S サイズ

Ear-Plug “Silencia”

SILENCIA FLIGHT Plus

GW-1501-200

GW-1500-651

4975749193565

＜ JAN コード＞

4975749193572
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携帯スリッパ

コンパクトスリッパシリーズ（2つ折）

Sl ipper S er ies

シンプルスリッパシリーズ

GW-2700-513

GW-2703-516(BK)

吸放湿作用と抗菌・防臭作用で長時間のご使用でもムレにくく、
臭わない。
GW-2703-518(RD)

GW-2700-510(RD)

紳士用 オニギリスリッパ

水玉スリッパ（巾着付）

Toweling Slippers contained charcoal sheet

600+税

￥

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA､ 備長炭シート
パッケージサイズ :W170× H340× D50ｍｍ 備考 :巾着付

GW-2703-540(GRY)

備長炭シート入りの履き心地のよいタオル地スリッパです。

パステルチェックスリッパ

Slippers with Onigiri shaped case

Slippers “Polka-Dots”

備長炭シート入り タオル地スリッパ（巾着付）

携帯スリッパ

携帯スリッパ

GW-2703-511(BK)

1,000

￥

Pastel Check Slippers

1,300+税

1,300+税

￥

+税

￥

適応サイズ：約 23.5 〜 24.5ｃｍ 材質 : 綿､ 塩化ビニール 巾着袋
／綿 パッケージサイズ :W145×H200×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約25.5 〜 27.0ｃｍ 材質:綿､塩化ビニール パッ
ケージサイズ :W170×H230×D55ｍｍ 備考 : ケース付

適応サイズ：約22.0 〜 24.0ｃｍ 材質:ポリエステル､綿､塩化ビニー
ル パッケージサイズ :W170×H230×D55ｍｍ 備考 : ケース付

かかと付きの二つ折りスリッパ。水玉柄の専用巾着袋付き。

オニギリ型ケース入りの二つ折り
（フラット）
スリッパ。甲部分の
マチ付きで履きやすくなっています。

オニギリ型ケース入りの二つ折りスリッパ。甲部分のマチ付
きでゆったり。カラフルな 2色。

＜ JAN コード＞ BK：4905414035111
RD：4905414005107

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞ BK：4905414035166
RD：4905414035180

4905414005138

＜ JAN コード＞ GRY：4905414035401
WH ：4905414035456

GW-2703-545(WH)

GW-2703-548(NV)

GW-2703-562(RD)

GW-2703-546(BK)

GW-2703-561(BK)

ポリエステル
ニットスリッパ

二ツ折メッシュスリッパ “エアロ”
ニットスリッパ（巾着付）
Knit-Slippers

タオル地スリッパ
ホワイト
（巾着付）

Holdable Mesh Slippers”AERO”

GW-2700-523

1,200

￥
適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ ポリエステル､ 合成樹脂
パッケージサイズ :W170×H340×D40ｍｍ 備考 : 巾着付

500+税

￥

+税

巾着／綿､ ポリエステル

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
ｍｍ 備考 : 巾着付

パッケージサイズ :W170×H340×D50

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

シンプルで肌触りの良いニットのスリッパ。専用巾着袋付き。
＜ JAN コード＞

4905414035449

GW-2703-547(GRY)

1,200+税

1,300+税

￥

Slippers “Toweling-White”

GW-2703-544

Polyester knit Slippers

＜ JAN コード＞

￥

適応サイズ：約 23.0 〜 26.0ｃｍ 材質 : ポリエステル､ 塩化ビニール
パッケージサイズ :W170×H310×D60ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ
D58ｍｍ 備考 : ケース付

土踏まず部分にあたる凹凸が足裏に掛かる負担を軽減してくれます。外側に二ツ折してたためる
ので、裏底の汚れが内側につきません。
＜ JAN コード＞ BK ：4905414035616
RD ：4905414035623

汗をかいてもすぐに乾くポリエステルの生地で、軽く、携帯にも最適！専用ケース付きで持ち運びに
便利です。男性にも女性にもお使い頂けます。
＜ JAN コード＞ BK ：4905414035463

材質 : ポリエステル

パッケージサイズ :W170×H215×

GRY：4905414035470
NV ：4905414035487

4905414005237

GW-2703-567(PK)

GW-2703-560

GW-2703-543

GW-2703-565(BE)

GW-2703-525

GW-2703-566(GRY)

GW-2703-564(GRY)

タオル地スリッパ
ブラック
（巾着付）

タオル地スリッパ
ネイビー
（巾着付）

Slippers “Toweling-Black”

Slippers “Toweling-Nav y”

500+税

500+税

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
パッケージサイズ :W170×H340×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
パッケージサイズ :W170×H340×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

適応サイズ：約 25.5 〜 27.0ｃｍ 材質 : 綿､ EVA
パッケージサイズ :W170×H340×D50ｍｍ 備考 : 巾着付

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

使い捨てタイプの快適・清潔な、男女兼用スリッパ。

＜ JAN コード＞

4905414035609

＜ JAN コード＞

4905414035432

＜ JAN コード＞

Toweling Pocket Slippers

Pocket Slippers

￥

￥

タオル地ポケットスリッパ

ポケットスリッパ

Slippers “Toweling-Gray”

500+税

￥

20

タオル地スリッパ
グレー
（巾着付）

4905414035258

くるくる畳んで
手の平サイズの
巾着の中へ！

1,200+税

￥

適応サイズ：約 23.0 〜 26.0ｃｍ 材質 : 綿 パッケージサイズ :W110×H170×D65ｍｍ 備考 : 巾着付
ポケットサイズのトラベル用スリッパ。小さく軽量で持ち運びに便利です。
コットン100％でやさしい履き心地です。
＜ JAN コード＞ GRY：4905414035647
BE ：4905414035654

1,200+税

￥

適応サイズ：約 23.0 〜 26.0ｃｍ 材質 : 綿､ ポリエステル混紡 パッケージサイズ :W110×H170×
D65ｍｍ 備考 : 巾着付
小さく丸めて、持ち運びに便利なスリッパです。柔らかいタオル生地で気持ちよくご使用頂けます。
＜ JAN コード＞ GRY ：4905414035661
PK ：4905414035678
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トランクベルト

手荷物用フックを 2つ搭載！

Tra
n k Belt
Trank

スーツケースに装着できる手荷物用フックアイテムが改良を経て新登場！
使用用途も幅広いです。
トランクベルト

トランクベルト

海 外旅 行に欠かせないトランクベ ルトシリーズ 。
ゴーウェルはアイテムそれぞれに便利機能を付け
“自分に合った”ベルトをご提案しています。

シリコン製
滑り止め付

検査を受けたことが一目でわかる
インジケーター付のTSAタイプ
GW-0302-009(BK)

GW-0302-006(NV)

POINT
おさげやす プラス

Handle Hook "OSAGEYASU" Plus

大フックと小フックに
それぞれ荷物を下げられる！

手荷物検査の際に、TSA職員の特殊ツールで
解錠されると赤いボタンが突起し、解錠された
事が認識できます。

980+税

￥

サイズ : 約 W86×H50×D45ｍｍ 材質 :PC、SBS、ナイロン パッケージサイズ :W90×H200
×D53ｍｍ
旅行だけでなく普段使いでも重宝します。
＜ JAN コード＞ BK：4589591531330
NV：4589591531347

装着イメージ

お求めやすいシンプルタイプ
パッケージサイズ：W115×H250×D40（mm）

GW-0304-313(BK)

トラベルフック おさげやす

TSA トランクベルト
（インジケーター付）

Handle Hook "OSAGEYASU"

TSA
TrunkBelt
Belt(with
(with an
an indicator)
indicator)
TSA Trunk

680+税

￥

1,700+税

￥

サイズ : 約 W50×H120×D45ｍｍ 重さ:1個／約11ｇ 材質 :ポリカーボネート､ナイロン パッ
ケージサイズ：W90×H200×D53mm 備考 :2個入り

全長
W50×H1900ｍｍ材質
材質
:ABS
樹脂、
ポリプロピレンパッケージサ
パッケージ
サイズ : 約
W50×H1900ｍｍ
:ABS
樹脂、
ポリプロピレン
イズ
:W115×H250×D40ｍｍ(
チャ
ック式袋
) )
サイズ
:W115×H250×D40ｍｍ(
チャ
ック式袋

GW-0201-049
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旅行だけでなく普段使いでも重宝します。

心配性の方にぴったりのあんしんタイプベルト。
使用イメージ

GW-0304-314(RD)

＜ JAN コード＞ 4589591531392

※写真は使用例です。
スーツケースは付いておりません。

＜ JAN コード＞ BK：4905414043130
RD：4905414043147
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スーツケースの上に手荷物をがっちりホールドできる特許取得の機能ベルト。

gowellのロングランアイテム

For

Business

Casual

ラクラク
1

トランクベルト

トランクベルト

バッグとめるベルト プラス

For

4 ステップで装着できます！

2

3

4

GW-0102-009(BK)

片側のゴムを
スーツケースの
ハンドルか、
持ち手に通します。

GW-0102-006(NV)

装着する荷物を
スーツケースの
上に乗せます。

もう片側のゴムを
ハンドルに通し、
手荷物を固定します。

手荷物がずれないよう
ベルトの長さを
調整して装着完了です。

女性に優しい ポイント！
ポイント！

CHECK!

GW-0102-030(PK)
パッケージイメージ

バッグとめるベルトプラス
プラス
バッグとめるベルト

指の腹でアジャスターを
ひっかけるので、爪が長い
方や指が小さい方でも
簡単に長さ調整可能！

Fixing
FixingBelt
Beltfor
forbag
bagPlus
Plus

+税
950+税
950

￥￥

サイズ: 約
: 約W60×H370
W60×H370～～750ｍｍ
750ｍｍ 材質
材質: ポリプロピレン､
: ポリプロピレン､合成ゴム､
ゴム､ スチー
サイズ
ス
ル パッケージサイズ
:W114×H253×D30ｍｍ(
チャチャ
ック式袋
) )
チール
パッケージサイズ
:W114×H253×D30ｍｍ(
ック式袋
カラビナ等付けられるループ付。
！！
カラビナ等付けられるループ付。 長さ調節もスムーズに
長さ調節もスムーズに
※特許取得済
※特許取得済
JANコード＞
コード＞BK
BK ：4589591530005
：4589591530005
＜＜JAN
NV：4589591530012
：4589591530012
NV
PK ：4589591530043
：4589591530043
PK
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スムーズに長さ調整できます

カラビナ等がつけられるループ付

25
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バッグとめるベルトがより便利になる付属パーツ

洋服とめるベルト

特殊な糸と織り製法でコシのある伸びを実現した強力ゴムの固定ベルトに新カラーが登場！

トランクベルト

トランクベルト

のび〜る

バッグとかさばる洋服を一緒にスーツケースに装着できるベルトセット
洋服がそのまま引っ掛けられます
バッグとめるベルト プラス

洋服とめるベルト

衣類が引っ掛けられる
調整ベルト付き

ストレッチフィットベルト TM

付属ベルトパーツだけでも使える！

Stretch Fit Belt TM

1,800+税

￥

サイズ : 約 W50×H1800ｍｍ 重さ: 約 176ｇ 材質 : ポリエステル､ ナ
イロン､ ポリウレタン､ ポリアセタール ( バックル部分 ) パッケージサイ
ズ :W115×H250×D40ｍｍ( チャック式袋 )
スーツケースをしっかり固定できる安心ベルトです。

GW-0203923
(BK)

大きめのリングで装着も簡単！

かさばる上着や巻き物をスーツ
ケースに簡単に装着できます

GW-0203925
(NV×Y)

GW-0203926
(NV×PK)

GW-0202049
(RBW)

＜ JAN コード＞ BK
：4905414039232
BE
：4905414039249
NV×Y ：4905414039256
NV×PK：4905414039263
RBW ： 4589591531446

デイリーユースでも
バッグに引っ掛けられます

GW-0104-009(BK)

GW-0103-030(PK)

GW-0104-006(NV)

GW-0104-030(PK)

GW-0203- GW-0203- GW-0203- GW-0203- GW-0203- GW-0203- GW-0203- GW-0203- GW-0203900
901
902
903
904
905
906
907
908
(RD)
(OR)
(Y)
(PK)
(PU)
(SB)
(NV)
(GR)
(BK)

GW-0103-009(BK)
GW-0103-006(NV)

バッグ＆洋服とめるベルト

カラーアクリルベルト GS

洋服とめるベルト

Fixing Belt for bag & clothes

1,650+税

Acrylic Fiber Trunk Belt - GS

Fixing Belt for clothes

￥

サイズ:バッグ用／約W60×H370 ～ 750ｍｍ 洋服用／約W25×H300 ～ 460ｍｍ 材質:ポ
リプロピレン､合成ゴム､亜鉛合金 パッケージサイズ :W114×H253×D30ｍｍ(チャック式袋 )
服も荷物もスマートに携帯。 身軽に旅を楽しめます。

※特許取得済

＜ JAN コード＞ BK ： 4589591530104  
NV ：4589591530111  
PK ：4589591530142
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GW-0203924
(BE)

780+税

1,400+税

￥

￥
サイズ : 約 W25×H300 ～ 460ｍｍ 材質 : ポリプロピレン､ 亜鉛合金
イズ :W114×H253×D30ｍｍ( チャック式袋 )

パッケージサ

「バッグとめるベルト プラス」に装着可能。 衣類を引っ掛けてハンズフリー！
＜ JAN コード＞ BK ： 4589591530050
NV ：4589591530067   
PK ：4589591530098

サイズ:約W50×H1850ｍｍ 重さ:約132ｇ 材質:アクリル､ABS樹脂 パッケージサイズ:W115×H250×
D40ｍｍ( チャック式袋 )
シンプルでずっと使い続けたくなるデザイン。生地が柔らかいのでスーツケースに縛り付けやすいトランクベルトです。
＜ JAN コード＞ RD ：4905414039003
OR ：4905414039010
Y ：4905414039027

PK ：4905414039034
PU ：4905414039041
SB ：4905414039058

NV ：4905414039065
GR ：4905414039072
BK ：4905414039089
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GW-0203-920(LB)

トランクベルト

トランクベルト

※写真は使用例です。
ベルトは付いておりません。

GW-0203-921(LR)

GW-0203-861
(RBW)

GW-0203-864
(C.M)

GW-0203-863
(C.C)

GW-0300-331

GW-0300-541

ソフトグリップ にぎーる BK

かたこて

Soft Grip Holder

Shoulder Pad “Kata kote”

780+税

GW-0203-922(LY)

400+税

￥

￥

サイズ:約W55×H190×D23ｍｍ 重さ:約68ｇ 材質:熱可塑性エラストマー パッケージサイ
ズ :W110×H230×D40ｍｍ

サイズ : 約 W120×H95×D3ｍｍ 材質 :クロロプレンゴム( ナイロンジャージー加工 ) パッケージ
サイズ :W110×H165×D5ｍｍ

肩の形状を人間工学に基づいて分析し、ベルトが滑らず肩全体で受けとめるショルダーパッドです。

アタッシュケースやバッグのグリップにくるっと巻いて。肩パッド代わりにも。

＜ JAN コード＞

GW-0203-865
(FR)

手にフィットする
波形金具で簡単に
調整できます。

4905414005411

＜ JAN コード＞

4905414003318

GW-0203-860
(Y.B.Y)
GW-2903-603

トランクベルト ST

トランクベルト KK

Trunk Belt ST

Trunk Belt KK

1,000+税

1,200+税

￥

￥

サイズ:約W60×H1930ｍｍ 重さ:約160ｇ 材質:ポリプロピレン パッケージサイズ:W115
×H250×D40ｍｍ( チャック式袋 )

サイズ : 約 W60×H1870ｍｍ 材質 : ポリプロピレン､ ABS 樹脂 パッケージサイズ :W115×
H250×D40ｍｍ( チャック式袋 )

ゴーウェルオリジナル波型金具を使用。締めたベルトを簡単に外すことができます。

スーツケースの目印と開封防止に。ワンタッチ式で取り付け簡単、便利。

＜ JAN コード＞ LB ：4905414039201
LR ：4905414039218
LY ：4905414039225

＜ JAN コード＞ RBW ：4905414038617
C.M ：4905414038648
C.C ：4905414038631

FR ：4905414038655
Y.B.Y：4905414038600
USA ：4905414038624

GW-0300-168(L)
GW-0300-167(M)
GW-0300-166(S)

スーツケース型ネームタグ
3P セット
PVC Trunk Shaped ID TAG

Cover for Carry Bag

400+税

500+税

S￥

￥

サイズ : 約 W65×H120×D1ｍｍ 材質 : 塩化ビニール パッケージサイズ :W145×H210×
D5ｍｍ 備考 :3枚入り
スーツケース型のネームタグ色違い 3枚セットです。
＜ JAN コード＞

※写真は使用例です。
スーツケースは付いておりません。

キャリーバッグカバー

※色は予告なく変更する場合がございます。
※色の指定はできません。

4905414036033

500+税

M￥

700+税

L￥

サ イ ズ：S ／ 約 W350×H410×D220ｍm M ／ 約 W380×H500×D270mm L ／ 約
W520×H580×D300ｍｍ 材質：EVA 配合ポリエチレンフィルム パッケージサイズ：S ／
W111×H223×D10ｍｍ M ／ W111×H258×D10ｍｍ L ／ W147×H305×D10ｍｍ
備考：巾着付
＜ JAN コード＞ S ：4905414001666
大切なスーツケースを雨から守ります。
M ：4905414001673
また傷防止としても使えます。
L ：4905414001680
※サイズ表記の縦の長さは、装着時の長さになります。

GW-0300-198
GW-0200-687(BK)

GW-0200-815

GW-0200-689(BL)
GW-2100-777

GW-2100-755

2,500+税

1,200+税

￥

￥

サイズ:約W60×H2410ｍｍ 重さ:約188ｇ 材質:ポリプロピレン パッケージサイズ:W115
×H250×D40ｍｍ(チャック式袋 )

サイズ : 約 W50×H1940ｍｍ 重さ: 約 178ｇ 材質 : ベルト／ポリプロピレン バックル／
ABS､ PC 混合樹脂 パッケージサイズ :W70×H235×D45ｍｍ

カラフルな色合いで、スーツケースの目印としても最適。鞄周囲が 120㎝〜 230㎝までの長さ
調節ができるので、スーツケースを縦巻きでも、横巻きでもご使用になれます。ゴーウェルオリ
ジナル波型金具を使用。

TSA ダイヤルロック付のトランクベルト。

＜ JAN コード＞

4905414008153

デジタル電子はかり

Compact Digital Scale

TSA Trunk Belt KY

Trunk Belt SY “Long Type”
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コンパクトデジタルスケール

TSA トランクベルト KY

トランクベルト SY ロングタイプ

＜ JAN コード＞ BK ：4905414006876
BL ：4905414006890

Digital Luggage Scale

1,800+税

Easy Hang！キャリーハンガー

1,480+税

￥

Easy Hang! Carry hanger

￥

サイズ : 約 W38×H100×D25ｍｍ ヒモ部分／ 180ｍｍ 重さ : 約
50ｇ 材質 :ABS 樹脂 パッケージサイズ :W90×H145×D44ｍｍ

サイズ:約W123×H175×D25ｍｍ 重さ:約172ｇ(単4電池含) 材質:
スチール､ ABS 樹脂 パッケージサイズ :W148×H211×D25ｍｍ

サイズ:約W15×H45×D18ｍｍ 重さ:約1ｇ 材質:シリコー
ン パッケージサイズ :W85×H145×D18ｍｍ

計測可能重量約 40kg。お試し用ボタン電池 (CR2032)1 個
付。手のひらにスッポリおさまるコンパクトサイズ。
※取引証明にはご使用頂けません。

計測可能重量40kg。お試し用電池（単4）2本付。スーツケー
スや荷物の重量測定に。
※取引証明にはご使用頂けません。

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞

690

￥

+税

4573151020013

4905414007552

4905414007774
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セキュリティ

薄型なのに６つの贅沢ポケット！

S ec u r it yy
Securit

スマホが入れられるセキュリティーポーチ！
丈夫な撥水生地とスキミング防止シートをMIXした安心パスケース！
心配性の方に大活躍！

撥

ま
たま
れ
入 使える！

地で
ング生
ィ
テ
ー
心！
撥水コ

も安
て
れ
濡

地で
ング生
ィ
テ
心！
水コー

セキュリティ

セキュリティ

丈夫な撥水生地とスキミング防止シートをMIXした薄型タイプ。
旅先だけでなくウォーキングなどの普段使いも重宝します！
品が

る！
ま
収
リ
スッキ
貴重

も安
濡れて

テフロン加工

撥水+防汚
生地使用

りで
3つ折
も！
布として

ので
シュな
ッ
メ
裏側が をかいても
汗
い！

く
蒸れに

品が

る！
ま
収
リ
スッキ
貴重

財

防止

付！
ー
パ
ストッ
盗難

パッケージサイズ：W160×H259×D15（mm）

パッケージサイズ：W160×H259×D15（mm）

2

WAY
折りたためばすっぽりと
内ポケットに入ります

首から下げて
上着の奥に
GW-0902-009(BK)
GW-0904-009(BK)

GW-0904-006(NV）

スキミング防止スリムガード

スキミング防止トラベルパス

Skimming protected
Skimming
protectedslim
slimguard
guard

Skimming protected
Skimming
protectedtravel-purse
travel-Pass

2,800+税

2,600+税

￥

￥

ウエストサイズ／約70
〜 100cm 材質:
サイズ:約W300×H130ｍｍ 材質:ナイロン
パッケージサイズ:W160
ナイロン パッケージサイズ
:W160×H259×D15ｍｍ(
チャック式袋 )
×H259×D15ｍｍ(
チャック式袋
)

サイズ : 約 W130×H205ｍｍ
W125×H205ｍｍ 材質 : ナイロン、塩化ビニール パッケー
ジサイズ :W160×H259×D15ｍｍ( チャック式袋 )
貴重品の持ち運びに便利な薄型トラベルポーチ。
スキミング防止シートイメージ

30
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GW-0902-006(NV)

＜ JAN コード＞ BK：4589591531156
NV：4589591531163

使用イメージ

裏面がメッシュ素材なので、肌着の上からつけても蒸れにくい。
裏面がメッシュ素材なので、肌着の上からつけても蒸れにくい。
＜ JAN コード＞ BK：4589591531194
NV：4589591531200
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5つのポケットで、パスポート・現金・カードなど貴重品の収納に。

Po

セキュリティ

セキュリティ
GW-0900-101(BK)

GW-0900-102(NV)

in

t

GW-0900-105(KH)

GW-0907-023

スリムガード

セーフティ機能付きなので
旅先の万引きにも安心！

Slim-Guard

2,000+税

￥

サイズ : 約 W445×H130ｍｍ ウエストサイズ／約 70 〜 100ｃｍ 重さ: 約 60ｇ 材質 : ナイロン パッケー
ジサイズ :W145×H210×D25ｍｍ
使用イメージ

トラベルパス

薄型なので、スーツやジャケットのシルエットを崩さず、スリムに貴重品をガードしてくれます。パスポート・切符・
地図等はもちろん、搭乗券・航空券も折らずに入ります。スリや脱落を防止するセーフティ機能付きです。
＜ JAN コード＞

Travel-Pass

4905414070235

1,800+税

￥

サイズ : 約 W123×H180ｍｍ 重さ: 約 58ｇ 材質 : ナイ
ロン パッケージサイズ :W145×H230×D15ｍｍ

GW-0900-103(RD)

便利なひも付き

長さ調整も可能なので、首か
らも下げられます

＜ JAN コード＞ BK
NV
KH
RD

：4905414001017
：4905414001024
：4905414001055
：4905414001031

GW-1006-502（BK）

GW-0900-126（ヨコ型）

GW-0900-128（タテ型）
GW-1006-503（RD）

スマートポケット

Smart Hidden Pocket

1,800+税

￥

サイズ : 閉じた状態／約 W150×H100ｍｍ 重さ: 約 45ｇ 材質 : ナイロン､ ステンレス
パッケージサイズ :W145×H210×D15ｍｍ
ズボンやスカートに付ける隠しポケット。（脱落防止クリップ付 ）超薄型で違和感なくお使い頂け
ます。また、ベルトに通してウエストポーチとしても使えます。
＜ JAN コード＞ ヨコ型 ：4905414001260
タテ型 ：4905414001284
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スキミング防止パスポートカバー“イージス”ネックストラップ付
Skimming Shielded Passport Cover

1,200+税

￥
サイズ : 二つ折時／約 W95×H135×D6ｍｍ 重さ: 約 55ｇ 材質 : 塩化ビニール､ スキミング防止フィルム､ 硬化ハード紙 パッケージサイズ :W110×H180ｍｍ

備考 : 本製品はあくまでも IC パスポート、ICカードをカードリーダースキマーによるスキミングから守るためのものですので、接触型のスキミングなどには効果がありません。
＜ JAN コード＞ BK：4905414065026
RD：4905414065033
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スキミング防止フィルムでスキミングからIC パスポート・ICカードを守ります。

セキュリティ

セキュリティ

パスポートホルダー クリアタイプ
Passport Cover

300+税

GW-1000-310

￥

サイズ : 二つ折時／約 W90×H135ｍｍ 重さ: 約 21ｇ 材質 : 塩化ビニール パッケージサイズ :W110×H180ｍｍ
大切なパスポートを保護するカバー。スタンダードなクリアタイプ。カードやチケット、保険証も入るポケット付き。
＜ JAN コード＞ 4905414003103

GW-0906-590(BK)

GW-0906-591(SB)

GW-0906-592(PK)

防湿のためのシールバッグ入り

スキミング防止ネックポーチ
Skimming protected neck pouch

1,200+税

￥

＜ JAN コード＞ BK：4905414065903
SB：4905414065910
PK：4905414065927

サイズ : 約 W120×H188ｍｍ 重さ: 約 44ｇ 材質 : 綿､ スキミング防止フィルム パッケージサイズ :W145×H235×D15ｍｍ
本体、紐などにはやわらかなコットン１００％素材を使ったスキミング防止ポーチです。
※本製品は直接触れない非接触型のスキミングのみ有効です。
※本商品はスキミング被害を防止するため、金属シートを内蔵しております。そのため、空港の金属探知機に反応を示す場合がございます。

GW-0300-360

カラビナリールストラップ

GW-1100-569

コイルキーホルダー

ReelStrap with Karabiner

Coil Key Holdar

580+税

300+税

￥

サイズ : 約 W27×H170×D12ｍｍ 紐部分／最長 600ｍｍ 重さ: 約 30ｇ 材質 : 亜鉛合金､
アルミニウム､ スチール パッケージサイズ :W75×H185×D11ｍｍ
伸縮自在のリールストラップにカラビナが付いた便利なストラップ。
＜ JAN コード＞

￥

サイズ : 約 180ｍｍ 重さ: 約 10ｇ 材質 :EVA パッケージサイズ :W75×H185×D9ｍｍ
コイル状のキーホルダー。引張り強度は 2.5㎏です。
＜ JAN コード＞

4905414005695

GW-1103-434
GW-0900-213(BK)

GW-0900-214(NV) GW-0900-202(SB) GW-0900-203(PK) GW-0900-208(WH)

4905414003608

GW-2803-430

防湿のためのシールバッグ入り

クリップ付 コイルコード

ベーシックパス

セキュリティチェーン

Coilcoad with Clip

Basic-Pass

800

￥

+税

サイズ : 約 W120×H190ｍｍ 重さ: 約 30ｇ 材質 : 綿 パッケージサイズ :W145×H235×D15ｍｍ
下着感覚の貴重品入れとして、またはちょっとした小物を入れて。全て
（本体、紐、ステッチ）に綿を使った、シンプルかつエコロジーなアイテムです。

＜ JAN コード＞ BK：4905414002137
NV：4905414002144
SB：4905414002021
PK：4905414002038
BE：4905414002083

Security Chain

480+税

380+税

￥

サイズ : 約 W14×H370×D8 ｍｍ 重さ : 約 12ｇ 材質 :ウレタン樹脂 パッケージサイズ :W75×
H185×D8ｍｍ
便利なクリップ付のコイルコード。貴重品の紛失防止に！
！
＜ JAN コード＞

￥

サイズ : 約 370ｍｍ 重さ: 約 25ｇ 材質 : 鉄 パッケージサイズ :W75×H185×D7ｍｍ
ステンレス製の頑丈なチェーン。貴重品の紛失防止に！
！
＜ JAN コード＞

4905414034343

4905414034305

GW-2803-433

インサイドガード

スキムゴールド

Security Purse “Inside-Guard”

GW-0906-571(SB)

1,900+税

￥

サイズ : 約 W265×H125ｍｍ 重さ: 約 44ｇ 材 質 : 綿 ベ ルト／ PPテー プ､ 合 成ゴム入
PP(メッシュインベルト) バックル／ポリアセタール樹脂 パッケージサイズ :W145×H250×
D20ｍｍ 備考 :ウエスト約 66 ～ 115ｃｍ(フリーサイズ )

GW-0906-570(WH)

34

伸縮性のあるベルトを使用しているので、締め付け感が少なく長時間着けていても苦になりませ
ん。ワンタッチベルト、本体 綿 100% 使用。
＜ JAN コード＞ WH：4905414065705
SB：4905414065712

Skim Gold

ファスナーリンク

GW-1002-530

スリ予防に！
！

Fastener Link

1,200+税

350+税

￥

￥

サイズ : 約 W55×H85ｍｍ 重さ: 約 0.5ｇ 材質 :PET パッケージサイズ :W98×H165×D0.5ｍｍ
カードに重ねるだけでスキミング被害を防止します。
〈ご注意〉本製品はあくまでも IC パスポート、ICカードをカードリーダー（スキマー）によるスキミ
ングから守るためのものですので、接触型のスキミングなどには効果がありません。
＜ JAN コード＞

458249660013

サイズ : 約 W20×H60×D10ｍｍ
ズ :W75×H185×D10ｍｍ

重さ: 約 8ｇ 材質 : 真鍮

リング／鉄

パッケージサイ

鞄のファスナーをとめられます。スリに貴重品を盗まれない為の一工夫。
キーホルダーとしてもお使い頂けます。
＜ JAN コード＞

4905414034336
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トラベルロック

Travel L ock

セキュリティーのお供、ワイヤーシリーズ
用 途 に 応 じ て 、幅 広 い７型 展 開！

2m GW-2800-872

Wire 1m /2m

450+税

1m￥

850+税

2m ￥

トラベルロック

トラベルロック

1m GW-2800-871

ワイヤー １ｍ／２ｍ

１ｍ／サイズ : 約φ2.0×1000ｍｍ 重さ: 約 13ｇ 材質 : ステンレス( ナイロンコート)
パッケージサイズ :W110×H170×D5ｍｍ

GW-2801-311(BK)

GW-2801-317(BK)

GW-2801-312(RD)

TSA ダイヤルロックGX

柱などにくくったり、荷物をすべてまとめることで、盗難や
置き引き防止に！

GW-2801-318(RD)

TSA ダイヤルロックLX

GW-2801-313(SIL)

GW-2801-319(GR)

２ｍ／サイズ : 約φ2.0×2000ｍｍ 重さ: 約 25ｇ 材質 : ステンレス( ナイロンコート)
パッケージサイズ :W110×H175×D5ｍｍ
ステンレス製の頑丈なワイヤー。お持ちの鍵と
組み合わせてご使用ください。

＜ JAN コード＞

1m：4905414008719
2m：4905414008726

TSA Dial Combination Lock-LX

TSA Dial Combination Lock-GX

1,200+税

1,000+税

￥

￥

サイズ:約W29×H61×D14ｍｍ 重さ:約64ｇ 材質:スチール､亜鉛 パッケージサイズ:W75
×H102ｍｍ

サイズ : 約 W30×H58×D15ｍｍ 重さ: 約 27ｇ 材質 :ABS 樹脂､ ポリカーボネイト､ スチール
パッケージサイズ :W75×H102ｍｍ

TSA ロック機能付き 3桁ダイヤル錠。

樹脂製の軽量TSAダイヤルロック。3桁の暗証番号を設定で
きます。スーツケースと同じポリカーボネイト素材を使用。

＜ JAN コード＞ BK：4905414013119
RD：4905414013126
SIL：4905414013133

15cm

＜ JAN コード＞ BK：4905414013171
RD：4905414013188
GR：4905414013195

GW-2800-866

10cm

ミニワイヤーセット

蛍光ワイヤー 1m

Mini Wire 2pcs set

GW-2800-849

Neon yellow wire 1m

500+税

550+税

￥

サイズ : 約φ0.9×100ｍｍ／ 150ｍｍ 重さ: 約 1ｇ 材質 : ステンレス( ナイロンコート)
パッケージサイズ :W75×H120×D5ｍｍ

サイズ : 約φ2.0×1000ｍｍ 重さ: 約 15ｇ 材質 : ステンレス(ビニールコーティング )
パッケージサイズ :W110×H180×D20ｍｍ

ダイヤルロックや南京錠にお好みでセットして頂けます。

たくさんの荷物をワイヤーでまとめてロック。蛍光色のワイヤーが目印に。
＜ JAN コード＞

GW-2801-314(BK)

￥

4905414008665

＜ JAN コード＞

GW-2801-320(BK)

GW-2801-315(RD)

TSA 南京錠 GX

GW-2801-321(RD)

TSA 南京錠 LX

GW-2801-316(SIL)

TSA Padlock-GX

GW-2801-322(GR)

TSA Padlock-LX

800+税

1,000+税

￥

￥
サイズ : 約 W26×H42×D14ｍｍ 重さ: 約 38ｇ 材質 : スチール､ 亜鉛
パッケージサイズ :W75×H102ｍｍ

サイズ : 約 W27×H47×D15ｍｍ 重さ: 約 18ｇ 材質 :ABS 樹脂､ ポリカーボネイト､ スチール
パッケージサイズ :W75×H102ｍｍ

TSA ロックシステムの南京錠です。

樹脂製の軽量 TSA 南京錠。スーツケースと同じポ
リカーボネイト素材を使用して軽量＆頑丈！
！

＜ JAN コード＞ BK ：4905414013140
RD ：4905414013157
SIL ：4905414013164

＜ JAN コード＞ BK：4905414013201
RD：4905414013218
GR：4905414013225

TSA ワイヤー GX1m

GW-2801-326(BK)

● GW-2801-327(RD)
● GW-2801-328(SIL)

TSA Dial Lock-GX with Wire 1m

TSA 蛍光ワイヤー LX

GW-2800-669

TSA 南京錠 KY-1

TSA 南京錠 KY-2

TSA Padlock KY-1

TSA Padlock KY-2 (two pcs)

690+税

1,200+税

￥

サイズ : 約 W22×H38×D13ｍｍ 重さ: 約 42ｇ 材質 : 鉄､ 真鍮
パッケージサイズ :W100×H130×D18ｍｍ

サイズ : 約 W22×H38×D13ｍｍ 重さ:1個／約 42ｇ 材質 : 鉄､ 真鍮
パッケージサイズ :W100×H130×D18ｍｍ

TSA ロックシステムの南京錠です。

TSA ロックシステムの南京錠です。お得な 2個セットです。
＜ JAN コード＞

4905414006692

＜ JAN コード＞

4905414006685

● GW-2801-331(GR)

1,500+税

1,700+税

￥

￥

サイズ : ロック本体／約 W30×H58×D15ｍｍ ワイヤー／約φ2.0×1000ｍｍ 重さ : 約 42ｇ 材質 : ロック／ ABS 樹脂､
ポリカーボネイト､ スチール ワイヤー／ステンレス ( ビニールコーティング ) パッケージサイズ :W110×H190×D25ｍｍ

TSA ロックに1ｍのワイヤーがつきました。
置き引き防止に最適。

樹脂製 TSA ダイヤルロックに蛍光ワイヤー 1m が
つきました。置き引き防止に最適。

TSA Dial Lock-GX with Miniwire 15cm

￥

●GW-2801-329(BK)

サイズ : ロック本体／約 W29×H61×D14ｍｍ ワイヤー／約φ2.0×1000ｍｍ 重さ : 約 77ｇ 材質 : ロッ
ク／スチール､ 亜鉛 ワイヤー／ステンレス ( ナイロンコート) パッケージサイズ :W110×H190×D25ｍｍ

TSA ミニワイヤー
GX15cm

GW-2800-668

GW-2801-330(RD)

TSA Dial Lock-LX with Neon Wire 1m

＜ JAN コード＞ BK：4905414013263
RD：4905414013270
SIL：4905414013287

GW-2801-323(BK)
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4905414008498

● GW-2801-324(RD)
● GW-2801-325(SIL)

TSA ミニワイヤー
LX10cm

＜ JAN コード＞ BK：4905414013294
RD：4905414013300
GR：4905414013317

GW-2801-334(GR)

TSA Padlock-LX with Miniwire 10cm

1,400+税

● GW-2801-332(BK)
● GW-2801-333(RD)

1,100+税

￥

￥

サイズ : ロック本体／約 W29×H61×D14ｍｍ ワイヤー／約φ0.8×150ｍｍ 重さ : 約 67ｇ 材質 : ロッ
ク／スチール､ 亜鉛 ワイヤー／ステンレス ( ナイロンコート) パッケージサイズ :W110×H190×D25ｍｍ

サイズ :ロック本体／約 W27×H47×D15ｍｍ ワイヤー／約φ0.8×100ｍｍ 重さ: 約 19ｇ 材質 :ロック／ ABS 樹
脂､ポリカーボネイト､スチール ワイヤー／ステンレス( ナイロンコート) パッケージサイズ :W110×H190×D25ｍｍ

TSA ロックに15ｃｍのワイヤーがつきました。
スリ防止に最適。

樹脂製 TSA 南京錠に10㎝のミニワイヤーがつき
ました。スリ防止に最適。

＜ JAN コード＞ BK：4905414013232
RD：4905414013249
SIL：4905414013256

＜ JAN コード＞ BK：4905414013324
RD：4905414013331
GR：4905414013348
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収納アイテム

選べる楽しさ。
お気に入りのポーチで 楽しい旅を演 出します。

C lot hes Stora ge

RIP-STOP FABLIC × 5Colors TRAVEL POUCH
軽くて丈夫な
リップストップ生地を使用した
収納ポーチシリーズの紹介

収納アイテム

収納アイテム

リップストップ生地の特徴
万が一、生地が破れても碁盤の目
状に編み込まれた繊維なので、裂

けを最小限に防いでくれます。
生地原寸サイズ

旅先やデイリーユースで便利な３WAY機能付きのアウトドアポーチ！

小物収納ポーチに壁に引っ掛けられるハンギング機能をプラスワン！
収納時

2WAY

1WAY

ベルトを短くしてセキュリティポー
チとして

サイズを長くしてゆったり使いや
すいウエストポーチとして

展開時

3WAY

ベルトループやバッグに装着可能

ポールや壁に掛けられる
フック付き

GW-0803-034(LB)

合計４ヶ所の贅沢ポケット

サコッシュって何？

バッグインバッグやベルトループにも
使用できるカラビナパーツ付き

フランスで昔から盛んな自転車のロードレー

ポーチ単体でも使えます

スにて補給物資が入っているたすき掛けの袋
のこと。アウトドアギアとして日本で人気急
上昇中のサコッシュ。ゴーウェルはトラベル

GW-0901-034
(LB)

ギアとしての要素を MIX させました。

GW-0803-009(BK)

GW-0803-025(KH)

トラベルサコッシュ

Suspended Compact pouch

Travel Sacoche

2,480+税

￥

2,480+税

￥

GW-0901-009(BK)
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GW-0901-025(KH)

GW-0901-002(RD)

GW-0901-028(BE)

コンパクトハンギングポーチ

サイズ:約W210×H180×D40ｍｍ 材質:ポリエステル､PP パッケー
ジサイズ :W200×H290×D30ｍｍ( チャック式袋 )

サイズ : 本体／約 W225×H170×D50ｍｍ 内側ポーチ／約 W195×
H130×D60ｍｍ 材質 : ポリエステル､ PP パッケージサイズ :W200×
H290×D30ｍｍ( チャック式袋 )

体にフィットするライトな生地。貴重品を持ち歩くのにピッタリなショルダー。

機能満載で収納力もバツグン。

＜ JAN コード＞ LB ：4589591530241
BK ：4589591530203
KH ：4589591530227

＜ JAN コード＞ LB ：4589591530609  
BK ：4589591530562
KH ：4589591530586  

RD ：4589591530258
BE ：4589591530234

GW-0803-002(RD)

GW-0803-028(BE)

旅先ではウォールポケットに大変身。
RD ：4589591530616
BE ：4589591530593  
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RIP-STOP FABLIC × 5Colors TRAVEL POUCH

RIP-STOP FABLIC × 5Colors TRAVEL POUCH

巾着に何を入れようか悩む人や中のモノが見られたくない人にオススメ！

きっちり衣類を収納したい人にオススメ！
S サイズ

M サイズ

L サイズ

収納アイテム

収納アイテム
GW-0801-009（BK）

GW-0801-034（LB）

GW-0701-034(LB)

GW-0801-025（KH）

GW-0702-034(LB)

009(BK)
GW-0801-002（RD）

025(KH)

GW-0801-028（BE）

S ￥1,500+税 M ￥1,750+税 L ￥2,000+税
1,500+税

￥

洋服を入れるのに最適なボックスタイプポーチ。 使い分けしやすい３サイズ。

中身が飛び出しにくいストッパー付。使いやすい５サイズがセットに。
＜ JAN コード＞ LB ：4589591530661
BK：4589591530623
KH：4589591530647

RD ：4589591530678
BE ：4589591530654

中身をすぐ確認したい人や通気性が欲しい人にオススメ！

便利なハンドル付き

乱雑しがちなトラベルトランクの中身も
スッキリ収納できます

GW-0802-009（BK）

GW-0802-025（KH）

【M サイズ】
LB：4589591530364
BK：4589591530326
KH：4589591530340
RD：4589591530371
BE：4589591530357

GW-0705-034(LB)

025(KH)

くるっとコンパクトに収納できます

002(RD)

Box-shaped Pouch with doublezipper and band

仕分けメッシュ巾着 5点セット

Assorting purses with mesh 5pcs set

1,550+税

サ イ ズ :SS ／ 約 W120×H170mm S ／ 約 W175×H250mm M ／ 約
W200×H290ｍｍ L ／約 W260×H370ｍｍ LL ／約 W380×H375ｍｍ
材質:ポリエステル パッケージサイズ:W160×H255×D30ｍｍ(チャック式袋)

どこからでも開けやすいダブルファスナー。
通気性の良いメッシュもポイント！

一目で中身が分かるので、旅先での荷物整理も便利な巾着セット。
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小物から衣類まで幅広く収納！

4 枚入れてもコンパクトになります！

RD ：4589591530739
BE ：4589591530715

M ￥2,480+税 L ￥2,880+税

サイズ：M ／約 W400×H260×D80+80ｍｍ L ／約 W480×H360×D80+80ｍｍ 材質：ポリエ
ステル パッケージサイズ：W200×H290×D30ｍｍ( チャック式袋 )

￥

通気性のあるメッシュ生地

028(BE)

くるくる収納 Wファスナー
BOX ポーチ
（M）
（L）

GW-0802-028（BE）

＜ JAN コード＞ LB ：4589591530722  
BK ：4589591530685  
KH ：4589591530708

【Lサイズ】
LB：4589591530425
BK：4589591530388
KH：4589591530401
RD：4589591530432
BE：4589591530418

L サイズ

GW-0704-034(LB)

009(BK)

GW-0802-002（RD）

＜ JAN コード＞ 【S サイズ】
LB：4589591530302
BK：4589591530265  
KH：4589591530289
RD：4589591530319  
BE：4589591530296

たくさんの衣類を収納したい、大容量を収納したい人にオススメ！
M サイズ

GW-0802-034（LB）

028(BE)

サイズ :S ／約 W260×H200×D100ｍｍ サイズ :M ／約 W400×H260×D100ｍｍ サイズ :L ／約 W480×
H360×D110ｍｍ 材質：ポリエステル パッケージサイズ :W200×H290×D30ｍｍ ( チャック式袋 )

サ イ ズ :SS ／ 約 W120×H170mm S ／ 約 W175×H250mm M ／ 約
W200×H290ｍｍ L ／約 W260×H370ｍｍ LL ／約 W380×H375ｍｍ
材質:ポリエステル パッケージサイズ:W160×H255×D30ｍｍ(チャック式袋)

4 枚入れてもコンパクトになります！

002(RD)

Box-shaped Pouch with band

Assorting purses 5pcs set

小物から衣類まで幅広く収納！

くるっとコンパクトに収納できます

くるくる収納 BOX ポーチ
（S）
（M）
（L）

仕分け巾着 5点セット

何を入れるかわかるガイド
デザイン付き

GW-0703-034(LB)

〈拡張前〉

〈拡張後〉

＜ JAN コード＞
【M サイズ】
LB ：4589591530487  
BK ：4589591530449   
KH ：4589591530463  
RD ：4589591530494   
BE ：4589591530470  

【Lサイズ】
LB ：4589591530548
BK ：4589591530500  
KH ：4589591530524
RD ：4589591530555  
BE ：4589591530531
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L 字型にファスナーが開いて服の出し入れも楽々！
GW-0706-044(WH)

収納アイテム

収納アイテム

L 字のファスナーで口が大き
く衣類が傷つかない !!

GW-1600-997

使用しない時はくるくる
コンパクトに。

GW-1600-660
GW-1605-200

衣類がそのまま洗える収納ポーチ
3点セット

どこでも洗たくパック

Washable Pouch 3pcs set

1,300+税

洗濯ロープセット（洗剤付）

Washable- in- Pack

660

￥

サイズ :S ／約 W240×H170ｍｍ M ／約 W340×H260ｍｍ L ／約 W400×H300ｍｍ 材質 :
ポリエステル パッケージサイズ :W160×H255×D30ｍｍ(チャック式袋 )
＜ JAN コード＞ WH ：4589591530746
GRY：4589591530753

GW-0706-011(GRY)

￥

Compact Hanger

550

￥

+税

サイズ : 約 W270×H440ｍｍ 材質 : ナイロン､ ポリエチレ
ンフィルム パッケージサイズ :W160×H210×D30ｍｍ

生乾きの嫌な臭いを防ぐ
「部屋干しトップ」付
【セット内容】洗濯用ロープ５ｍ、洗剤 20g×3、洗濯バサミ×8

4582127381027

＜ JAN コード＞

軽くて薄い不織布ケースでスーツケースも綺麗に収納！

400+税

￥

+税

材質 : ロープ／ポリエチレン 留具／ポリプロピレン ピンチ
／ポリプロピレン リング／鋼線未中和メッキ パッケージ
サイズ :W120×H190×D55ｍｍ

【セット内容】洗濯袋 1枚、ミニ洗剤 2パック
＜ JAN コード＞

コンパクトハンガー（グリーン／ピンク）

Laundry rope set and detergent

サ イ ズ : 使 用 時 ／ 約 W310×H110mm 材 質 :ABS 樹 脂
パッケージサイズ :W110×H200×D30ｍｍ
旅先での洗濯に、折り畳めるハンガーを。
＜ JAN コード＞

4905414009976

4905414006609

ワンタッチスライダー付きで圧縮がとてもスムーズ。何回でも使用可能！

GW-0700-219

GW-0800-349
衣類を収納した状態

GW-0707-011

圧縮パック ノンバルキー（A-10）

クローゼットにかけた状態

おてがる収納袋

1,000+税

580+税

1,500+税

￥

￥

サイズ :M ／約 W320 × H485 ｍｍ L ／約 W475 × H650 ｍｍ 材質 : 不織布 PP
パッケージサイズ :W160 × H255 × D30 ｍｍ ( チャック式袋 )

サイズ : 約 W265×H400×D75ｍｍ 材質 : ポリエステル
パッケージサイズ :W170×H315×D40ｍｍ

4589591530760

＜ JAN コード＞

圧縮パック ノンバルキー（A-15）
Compressor Packs (A-15)

1,200+税

1,500+税

￥

￥

サ イ ズ : 約 W420×H500mm(2 枚 入 ) 材 質 : 抗 菌 ラ ミ
ネートフィルム ( ナイロン､ ポリエチレン) パッケージサイ
ズ :W170×H275×D30ｍｍ 備考 :2枚入り

サイズ : 約 W420×H500ｍｍ・約 W500×H700ｍｍ( 各 1
枚入) 材質:抗菌ラミネートフィルム(ナイロン､ポリエチレン)
パッケージサイズ :W170×H275×D30ｍｍ 備考 :2枚入り

サ イ ズ : 約 W500×H700mm(2 枚 入 ) 材 質 : 抗 菌 ラ ミ
ネートフィルム ( ナイロン､ ポリエチレン) パッケージサイ
ズ :W170×H275×D30ｍｍ 備考 :2枚入り

※色・柄は予告なく変更する場合がございます。

※色・柄は予告なく変更する場合がございます。

※色・柄は予告なく変更する場合がございます。

Yシャツ・ネクタイ・靴下・ハンカチ・下着等の着替えを一式収納できる多機能衣類収納ケース。
＜ JAN コード＞

Compressor Packs (A-12)

￥

Portable Wardrobe “OKIGAEYASU”

Easy Storage Pack5pcs set

圧縮パック ノンバルキー（A-12）

Compressor Packs (A-10)

お着替えやす

5枚セット

GW-0800-351

GW-0800-350

＜ JAN コード＞

4905414003493

＜ JAN コード＞

4905414003509

＜ JAN コード＞

4905414003516

4905414002199

ワンタッチスライダー付きで圧縮が
とてもスムーズ。何回でも使用可能。
GW-0700-666
（大）

GW-0800-616（小）

GW-0800-315(S)
GW-0700-501

GW-0700-205

GW-0800-314(L)

ジョイパック(S)(L)

メッシュケース
（3P セット）

ホワイト5メッシュ

Tiecase “Mr. Kuru-Kuru”(S) (L)

S ￥450+税 L ￥550+税

S ￥280+税 L ￥350+税

サイズ :SS ／約 W110×H80ｍｍ S ／約 W210×H140ｍｍ M ／約 W310×H210ｍｍ L ／約 W410×H265
ｍｍ LL ／約 W500×H330ｍｍ 材質 :ポリエステル パッケージサイズ :W170×H260×D25ｍｍ 備考 :5枚入り

サイズ :S ／約 W260×H180ｍｍ M ／約 W370×H260ｍｍ L ／約 W520×H360ｍｍ
材質 : ポリエステル パッケージサイズ :W170×H260×D25ｍｍ 備考 :3枚入り

サイズ:S ／約W320×H500ｍ L ／約W420×H500ｍ 材質:ナイロン､ポリエチレン パッケー
ジサイズ :S ／ W145×H240×D30ｍｍ L ／ W145×H240×D30ｍｍ 備考 : 各 1枚入り

サイズ:S ／約φ60×110ｍｍ L ／約φ65×110ｍｍ 材質:抗菌剤配合ポリエチレン樹脂 パッ
ケージサイズ :S ／ W75×H165×D60ｍｍ L ／ :W75×H165×D60ｍｍ

大きな物から小さな物まで、整理に便利です。

衣類・下着類や小物の整理に。

※色・柄は予告なく変更する場合がございます。

抗菌・防臭作用があるので清潔。ネクタイをシワ・型くずれから守ります。

1,200+税

1,600+税

￥

￥
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ネクタイキーパー“Mr. くるくる”（小）
（大）

Joy-Pack S / L

Black Mesh Case 3pcs set

White Mesh Case 5pcs set

＜ JAN コード＞

4905414005015

＜ JAN コード＞

4905414002052

＜ JAN コード＞【S サイズ】4905414003158 【Lサイズ】4905414003141

＜ JAN コード＞【S サイズ】4970270002515

【Lサイズ】4970270002119
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便利グッズ

壁面にピタッ！と張り付くチューブが新登場！

Conven ient G
oods
Convenient
Goods

簡単プッシュ洗浄器が新登場！

吸盤付きでハンズフリーで使える！
また、容量が機内持ち込みサイズなので旅先のあらゆるシーンで活躍します。
便利グッズ

便利グッズ

トラベルや出張、アウトドアにも大活躍！携帯しやすいコンパクトサイズです。
お求めやすい価格でカラーバリエーションも豊富！
で
ノズル
伸縮
！

的
衛生

便利な吸盤つき

液体を注ぎやすい広い口タイプ

38
ml

60
ml

※使用イメージ

GW-1605-012(GR)

GW-1605-030(PK)

GW-1602-012(GR)

詰め替えシリコンチューブ
（38ml）

詰め替えシリコンチューブ
（60ml）

Repacking Silicon
Repacking
Silicon Tube
Tube (38ml)
(38ml)

サイズ:W48×H87×D37mm
:W48×H87×D37mm 材質
材質:シリコン
:シリコーンゴム 他
サイズ
パッケージサイズ:W112×H286×D35ｍｍ
:W112×H286×D40ｍｍ
パッケージサイズ

Repacking Silicon
Repacking
Silicon Tube
Tube (60ml)
(60ml)

600

￥
￥

+税
700+税

+税
+税

￥
￥

サイズ:W54×H110×D37mm
:W54×H110×D37mm 材質
材質:シリコン
:シリコーンゴム 他
サイズ
パッケージサイズ:W112×H286×D35ｍｍ
:W112×H286×D40ｍｍ
パッケージサイズ

＜JAN
JANコード＞
コード＞ GR
GR：4389591531453
：4589591531453
＜
PK：4389591531460
：4589591531460
PK
パッケージイメージ

TS-1311-030(PK)

TS-1311-006(NV)

GW-1602-030(PK)

＜JAN
JANコード＞
コード＞ GR
GR：4389591531545
：4589591531545
＜
PK：4389591531552
：4589591531552
PK
パッケージイメージ

TS-1311-009(BK)

5.5インチの大型スマートフォンにも対応できる高スペック防水ポーチが新登場！

パッケージイメージ

ポーチに入れたまま通話・操作可能！

ハンディトイレシャワー
Handy Toilet Shower
Shower

+税
980+税

ウォータープルーフポーチ 5.5 インチ

￥
￥

サイズ :: W52×H150×D37ｍｍ
材質 :PP、
サイズ
W52×H150×D37 ｍｍノズルの長さ:113ｍｍ
ノズルの長さ:113ｍｍ
材質ABS、
:PP、
PE パッケージサイズ
:W55×H185×D40ｍｍ
パッケージ形状：透明ケース
ABS、
PE パッケージサイズ
:W ●●×H ●●×D
●●ｍｍ
伸縮型ノズルで衛生的です。
軽くて薄い不織布ケースでスーツケースも綺麗に収納
！

TS-1311-044(WH)
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＜JAN
JANコード＞
コード＞ WH
WH：4580298426882
：4580298426882  
＜
BK ：4580298426851
：4580298426851  
BK
NV：4580298432555
：4580298432555
NV
PK：4580298428190
：4580298428190
PK

inches of
5.5 inches
of waterproof
waterproofpouch
pouch

TS-1195-009(BK)

TS-1195-044(WH)

サイズ::約
約W112×H202×D13ｍｍ
W112×H202×D13ｍｍ 材質
材質:Ａ
:ＡＢ
Ｂ
Ｓ、
、
ＰＶ
ＶＣ
Ｃ 他
他
サイズ
Ｓ
Ｐ
パッケージサイズ:W144×H320×D15ｍｍ
:W144×H320×D15ｍｍ
パッケージサイズ

『防水等級』
IPX8 水深2mへ1時間水没させても内部に浸水がない防水性能を有します。
「IPX」
とは
「IEC(国際電気標準会議)」
によって定められている防水の保護規格です。
IPXに続く数字が
「防水等級」
を表しています。

+税
880+税

￥
￥

パッケージイメージ

＜JAN
JANコード＞
コード＞ BK
BK：4560210681230
：4560210681230
＜
WH：4560210681247
：4560210681247
WH
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50ml ボトル
（2本セット）

100ml ボトル

50ml Bottles (2 pieces)

Waterproof Pouch (L)

280+税

280+税

250+税

￥

￥

サイズ : 約φ45×100ｍｍ 重さ: 約 20ｇ 材質 :PP
パッケージサイズ：W110×H170×D50mm

サイズ : 約 W200×H200ｍｍ 重さ: 約 25ｇ 材質 : 塩化ビ
ニール パッケージサイズ :W145×H260×D10ｍｍ

液体物機内持ち込み規定サイズ。

機内持込サイズ。液体物を機内に持ち込む時はボトル
（100ml
以下）に入れて、このビニールケースを利用してください。
＜ JAN コード＞ 4905414003004

＜ JAN コード＞

4905414043062

GW-0900-303

450+税

550+税

￥

Re-sealable PVC Case for Bringing in an Airplane

￥

4905414043048

GW-0900-302

Waterproof Pouch (S)

天チャックケース 20 × 20

100ml Bottle

サイズ :1 本あたり／約φ40×75ｍｍ 重さ:1 本／約 12ｇ
材 質 :PP パッケ ージ サイズ：W110×H160×D50mm
備考 :2本入り
液体物機内持ち込み規定サイズ。
＜ JAN コード＞

GW-1600-300

GW-1604-306

ウォータープルーフ
ポーチ (L)

サイズ : 約 W120×H170mm 重さ: 約 30ｇ 材質 : 塩化ビニール
パッケージサイズ :W110×H185×D10ｍｍ

紐／ PP､ ナイロン

時計・アクセサリー・カード・ペン・小銭・リフト券等に。（防滴タイプです。）
＜ JAN コード＞

￥
サイズ : 約 W180×H210mm 重さ: 約 46ｇ 材質 : 塩化ビニール
パッケージサイズ :W145×H240×D10ｍｍ

便利グッズ

便利グッズ

GW-1604-304

ウォータープルーフ
ポーチ (S)

紐／ PP､ ナイロン

サイフ・カメラ・携帯電話・サングラス・タオル・水着・電子手帳等に。（防滴タイプです。）

4905414003028

＜ JAN コード＞

4905414003035

たたんだ姿
GW-1604-308(PK)

携帯トイレ 男性用（3PCS）

GW-1604-310(GR)

携帯トイレ 女性用（3PCS）

GW-1603-053

Portable Toilet for men

GW-1603-054

Portable Toilet for women

430+税

430+税

￥

ケース付

GW-3100-289(WH)

材質 : 吸水ポリマー､ ポリアクリル酸ソーダ 袋フィルム／ポリエチレン
パッケージサイズ :W145×H220×D10ｍｍ 備考 :3枚入り
容量：１パックあたり５００㏄まで旅先での緊急時や災害時に使える簡易トイレ。
＜ JAN コード＞

GW-3100-288(BL)
GW-1604-309(OR)

￥
材質 : 吸水ポリマー､ ポリアクリル酸ソーダ 袋フィルム／ポリエチレン
パッケージサイズ :W145×H220×D10ｍｍ 備考 :3枚入り
容量：１パックあたり５００㏄まで旅先での緊急時や災害時に使える簡易トイレ。

4905414030536

＜ JAN コード＞

4905414030543

GW-1604-311(SB)

折りたためるトラベルケトル

たためるミニコップ

Foldable Kettle

Foldable Silicone Mini Cup

700+税

3,980+税

￥

￥

サイズ : 使 用 時 ／ 約φ68×W92×H60 ｍｍ 収 納 時 ／ 約φ68×W92×H30 ｍｍ 容 量 ／ 約
120ml 重さ : 約 68ｇ( ケース含 ) 材質 :シリコーンゴム ケース／ポリプロピレン パッケージサ
イズ :W120×H175×D30ｍｍ
かわいいデザイン。使いやすい形でお子様にも安心です。持ち運びに便利なケース付。
＜ JAN コード＞ PK ：4973307155857
OR：4973307155864

GR：4973307155871
SB：4973307155888

サイズ : 通常時／約 W129×H152×D202ｍｍ 収納時／約 W129×H100×D202ｍｍ( 突
起部除く) 重さ: 約 540ｇ 材質 :シリコーンゴム､ PP､ 他 パッケージサイズ :W185×H150×
D105ｍｍ
＜ JAN コード＞ BL ：4951241137627
WH：4951241137634

ドロップインナーホン
Drop Earphone

GW-2200791(WH)

GW-2200792(BL)

1,219+税

熱貼っとりくん (2 枚入 )
Antifebrile Seat Hattori-Kun

LC-2000-001

コードが絡まない特殊素材を使用。iPod/iPhone/iPad/MP3/CD/GAMEに対応。高音質の
強力ネオジウムマグネット使用。耳にやさしいシリコン製イヤーパッド。

130+税

￥

￥
サイズ :コード長約 1200ｍｍ パッケージサイズ :W35×H169×D35ｍｍ

サイズ : 約 W120×H50ｍｍ 材質 :L-メントール､ エデト酸塩､ パラベン
パッケージサイズ :W105×H210mm
朝まで長持ち 10時間冷却。しっかり密着し、肌にやさしい弱酸性シート。
＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞ WH：4984199016218
BL ：4984199016256

4560210699594

GW-1600-363
GW-1600-290

GW-1600-376

300+税

￥

2,300+税

サイズ : 約 W50×H67×D14.4ｍｍ セット内容 :ミニハサ
ミ､ 針ケース､ 縫い針 3本入､ ボタン2個､ 糸通し､ 糸 3色樹脂
パッケージサイズ :W75×H170×D20ｍｍ

サイズ : 手首周り／約 12 ～ 26ｃｍ 重さ: 約 10ｇ 材質 : ポ
リオキシメチレン､ ボタン付き合成ゴム､ ナイロン､ アクリル､
エラスタイン パッケージサイズ :W120×H67×D18ｍｍ

便利なものが 2つくっつき、さらに携帯しやすく！

専用ケース入りの便利なソーイングセットです。
※機内持ち込み不可
＜ JAN コード＞ 4905414002908

船・飛行機・電車・バスなどの旅行に最適。乗り物酔いが心配、でも
薬を飲みたくない方に。 ＜ JAN コード＞ 5015259005022

4905414003639

GW-2200-709(RD)

GW-2200-710(WH)

933+税

￥

￥

サイズ : 収納時／約 W40×H83×D10ｍｍ 重さ: 約 20ｇ
材質 :ABS 樹脂 ブラシ／ナイロン､ パイル パッケージサ
イズ :W75×H140×D10ｍｍ
＜ JAN コード＞
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300+税

￥

GW-2200-708(BK)

Fit in inner ear head phone

Sea Sickness Band

Sewing Kit

Shoehorn with Handy Brush

Fit in インナーホン

シーバンド

新ソーイングセット

エチケットブラシ付 くつべら

サイズ :コード長／約 1200ｍｍ プラグ／ 3.5ｍｍ 重さ : 約 10ｇ 材質 :ABS 樹脂 他

パッケージサイズ :W45×H155×D25ｍｍ

コードが絡まない特殊素材、高音から重低音まで響かせる強力ネオジウムマグネットを使用。耳にやさしいシリコン製イヤーパッドで長時間でも快適にご使用頂けます。
＜ JAN コード＞ BK：4984199016447
RD：4984199016485
WH：4984199016461
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傘

Umbrel l a

荷物の多い時でもスムーズオープン！ ワンタッチで開閉できます

耐久性の高い特殊骨を採用。風が強くても安心！

旅 先で 急に 必 要 に な る レイングッズ。
最近、日本や海外でも突然のゲリラ豪雨が増えています。

TS-1256-009(BK)

TS-1123-009(BK) TS-1123-006(NV)

TS-1256-006(NV)

傘

傘

緊急需要アイテムとして、ツーリストが旅先で安心して使えるような、
様々な悩みを解決する機能傘をゴーウェルはセレクトしました。
濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付き傘

傘の使用中は、ケース底部に
ついているフタをつければ、水
漏れしません

①ボタンを押します

②自動的に開きます

③再度ボタンを押せば
閉じます。

逆さ向いても壊れにくい折りたたみ傘

自動開閉折りたたみ傘

Unbreakable Folding Umbrella (Turn Over)

Automatic Switch Folding Umbrella

2,200

￥

スリムボトル UV折りたたみ傘

UV Folding Umbrella with Slim Bottlecase

2,300+税

￥

サイズ : ケース／φ52×236ｍｍ 親骨／約 500ｍｍ 折りたたみ時／約 225ｍｍ 材質 :ポ
ンジポリエステル､ スチール 他
ケース／ポリエステル系樹脂 他 備考 : ネイルガード付

TS-1286-009(BK)

TS-1286-044(WH)

＜ JAN コード＞ BK：4580298435662
WH：4580298435686

ハードケースタイプなので、水漏れの心配がありません

920+税

￥

+税

サイズ : 親骨／約 550ｍｍ 折りたたみ時／約 280ｍｍ 材質 : ポンジポリエステル､ スチー
ル､ グラスファイバー 他
＜ JAN コード＞ BK ：4580298422464
NV ：4580298420347

サイズ : 親骨／約 530ｍｍ 折りたたみ時／約 240ｍｍ 材質 : ポリエステル､ スチール
備考 : ネイルガード付
＜ JAN コード＞ BK ：4560210684668
NV ：4560210684675

他

BE ：4560210684682

急な突風が来ても簡単に元に戻る耐風設計！

雨と風が強い日の味方！ 長く使える丈夫な傘

女性らしい丸みのある傘。体をすっぽり包み UVカット !

TS-1124-009(BK)

TS-1131-030(PK)
TS-1237-044(WH)

TS-1237-009(BK)

TS-1123-028(BE)

傘の接合部が壊れにくい特殊骨を採用

ボトルケースＵＶ折りたたみ傘

TS-1185-006(NV)

深張 UV折りたたみ傘

UV Folding Umbrella with Bottlecase

傘の接合部が壊れにくい特殊骨を採用

TS-1185-009(BK)

1,800+税

1,780+税

￥

サイズ : ケース／φ54×248ｍｍ 親骨／約 500ｍｍ 折りたたみ時／約 237ｍｍ
材質 : ポンジポリエステル､ スチール 他
ケース／ ABS
備考 : ネイルガード付

￥
サイズ : 親骨／約 530ｍｍ
備考 : ネイルガード付

折りたたみ時／約 250ｍｍ

＜ JAN コード＞ BK：4580298424567
WH：4580298424594

もう傘の置き場に困らない！
ハンガーグリップで雨の日もスマートに

TS-1124-006(NV)

逆さ向いても壊れにくいジャンプ傘

Deep Upholstery UV Folding Umbrella
材質 : ポリエステル､ スチール

どんなに濡れてもひと振りすればカラッと！スリムで軽いボディで持ち歩きしやすい

強い風でひっくり返っても簡単に戻ります！

TS-1124-028(BE)

TS-1122-006(NV)

耐風ジャンプ傘

TS-1122-028(BE)

Wind Resistance Umbrella

Unbreakable Umbrella (Turn Over)

920+税

1,450+税

￥

￥

他

＜ JAN コード＞ BK ：4560210697378
NV ：4560210697347
PK ：4560210697385

TS-1122-009(BK)

サイズ : 親骨／約 580ｍｍ 材質 : ポリエステル､ スチール

他

＜ JAN コード＞ BK ：4560210684729
NV ：4560210684743

BE ：4560210684774

突然の豪雨に対応できるポータブルポンチョの登場

サイズ : 親骨／約 580ｍｍ 材質 : ポリエステル､ グラスファイバー
＜ JAN コード＞ BK ：4560210684781
NV ：4560210684798

他
BE ：4560210684804

急な雨でも大丈夫！念のためにぜひ。

クルッと回せば、柄の
部分がハンガーに！

撥水加工の生地

TS-1302-009(BK)

TS-1276-011(GRY)

TS-1276-009(BK)

TS-1302-006(NV)
TS-1187-009(BK)
TS-1276-006(NV)

TS-1187-006(NV)

撥水コンパクト折りたたみ傘

ハンガーグリップＵＶ折りたたみ傘

Water Repelling Umbrella

Color UV Hanger Umbrella

1,380

￥

+税

サイズ : 親骨／約 530 ｍｍ 折りたたみ時／約 270 ｍｍ 材質 : ポンジポリエステル､ スチール
他 備考：ネイルガード付
＜ JAN コード＞
BK：4580298424246
NV：4580298424277
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使用後は水滴が残っていますが、
サッと傘を振れば水滴がほとんど取れます。

1,600+税

￥

サイズ : 親骨／約 500ｍｍ 折りたたみ時／約 225ｍｍ 材質 : ポンジポリエステル､ スチー
ル 他
備考 : ネイルガード付
＜ JAN コード＞ BK ：4560210681292
NV ：4560210681278

イベントポンチョ（ポーチ付）
Event Poncho(with Pauch)

ポケットレインコート

試着イメージ

GW-2000-509

Pocket Rain Parka

650+税

550+税

￥

サイズ : 本体／着丈約 815ｍｍ ポーチ／約 W190×H240ｍｍ 材質 :PEVA 他
備考：取説付、身長約 150 〜 180cm 対応
＜ JAN コード＞ BK ：4580298421641 GRY：4580298421696
NV ：4580298421658

￥

サイズ :110表記／ 160 〜 170ｃｍ 120表記／ 170 〜 180ｃｍ 重さ:110表記／約 140ｇ
120表記／約 168ｇ 材質 : 塩化ビニール パッケージサイズ :W110×H180×D30ｍｍ
※色はクリアになります。

＜ JAN コード＞

4905414005091
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旅行用電気器具

E lect r ica l Appl i a nces

ゴーウェルでは使用シーンに合わせて、お求めやすいタイプや高性能
スペックタイプなど幅広くご用意しております。

GW-2401-211

海外用電源 A プラグ

MBA-SA

サイズ :W35×H45×D15ｍｍ
H135×D15ｍｍ

重さ: 約 12ｇ 材質 :ABS

GW-2401-212

Power Plug A for Overseas MBA-SA

海外用電源 A プラグ

MBA-SC

サイズ :W35×H45×D15ｍｍ
H135×D15ｍｍ

重さ: 約 12ｇ 材質 :ABS

Power Plug A for Overseas MBA-SC

198+税

198+税

￥

iPhone 以外の機種で使用できるタイプがお求めやすい価格で登場！

他

パッケージサイズ :W75×

＜ JAN コード＞

4951241137733

￥

GW-2401-213

海外用電源 A プラグ

＜ JAN コード＞

4951241137788

4951241137771

GW-2401-215

MBA-SBF

Power Plug A for Overseas MBA-SBF

198+税

358+税

￥

￥

￥

サイズ :W35×H45×D15ｍｍ 重さ: 約 12ｇ 材質 :ABS
他 パッケージサイズ :W75×H135×D15ｍｍ

パッケージサイズ :W75×

＜ JAN コード＞

海外用電源 A プラグ

MBA-SSE

Power Plug A for Overseas MBA-SSE

198+税

他

GW-2401-214

海外用電源 A プラグ

MBA-SO

Power Plug A for Overseas MBA-SO
GW-2402-044

旅行用電気器具

旅行用電気器具

海 外旅 行や 出 張 に 欠 か せ ない 電 源 プ ラ グ シ リ ー ズ 。

サイズ :W35×H45×D15ｍｍ 重さ: 約 12ｇ 材質 :ABS
他 パッケージサイズ :W75×H135×D15ｍｍ
＜ JAN コード＞

4951241137801

サイズ :W35×H50×D35ｍｍ 重さ: 約 30ｇ 材質 :ABS
他 パッケージサイズ :W75×H135×D35ｍｍ
＜ JAN コード＞

4951241137764

MicroUSB ケーブル
（スマートフォン用）
MicroUSB cable (for Smartphone)

550+税

￥
コード長 : 約 1000ｍｍ
H162×D33ｍｍ

材質 :ABS､ PVC

パッケージサイズ :W51×

＜ JAN コード＞

4549032011982

GW-2401-240

海外用電源変換プラグ A-B

海外用電源変換プラグ A-BF

Power Conversion Plug for Overseas A-B

USB ポートを搭載したパソコン、USB 充電器に
接続することによりiPod、iPhone、iPad の充
電やデータ転送が可能です。この商品は apple
社の MFI 認証取得済製品ですので、安心してご
利用頂けます。

海外用電源変換プラグ A-C

Power Conversion Plug for Overseas A-BF

500+税

Power Conversion Plug for Overseas A-C

750+税

￥

サイズ:W41×H35×D15ｍｍ 重さ:約20ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D30ｍｍ
＜ JAN コード＞ 4946322101437

GW-2401-243

GW-2401-242

500+税

￥

￥

サイズ:W43×H48×D45ｍｍ 重さ:約55ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D49ｍｍ
＜ JAN コード＞ 4946322101451

サイズ:W43×H35×D15ｍｍ 重さ:約18ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D30ｍｍ
＜ JAN コード＞ 4946322101468

GW-2401-245

GW-2401-241

GW-2402-733

GW-2401-244

ライトニング USB ケーブル

海外用電源変換プラグ A-O

Lightning USB Cable

1,900+税

600

￥
コード長 : 約 1000ｍｍ 重さ: 約 17.8ｇ
パッケージサイズ :W55×H160×D32ｍｍ
＜ JAN コード＞
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海外用電源変換プラグ A-SE

Power Conversion Plug for Overseas A-O

4549032003581

￥

海外用電源変換プラグ A-B3

Power Conversion Plug for Overseas A-SE

600

￥

+税

Power Conversion Plug for Overseas A-B3

650+税

￥

+税

サイズ:W43×H32×D32ｍｍ 重さ:約20ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D43ｍｍ

サイズ:W50×H33×D33ｍｍ 重さ:約28ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D43ｍｍ

サイズ:W43×H41×D42ｍｍ 重さ:約43ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D49ｍｍ

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞

＜ JAN コード＞

4946322101475

4946322101482

4946322101444
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モバイル

Mobi le

トラベルの必需品であるモバイルギアのサポートアイテムたち。
シスプラ 2

海外充電セット

GW-2400-470

System Plug 2

GW-2500-449

Translender + System Plug-2

※日本国内では使用できません。

2,780+税

5,800+税

￥
サイズ : 約 W50×H105×D20ｍｍ 重さ: 約 50ｇ 材質 : ポリカーボネート 他
パッケージサイズ :W85×H160×D40ｍｍ

コンセント形状が違う旅先でも、日本の電化製品を使用可能に変換できるプラグです。従来の製
品に比べタイプの使用法が増え、より世界対応になりました。
＜ JAN コード＞

チコぷら

ALL・in・one Worldwide Adapter Plug

4946322101031

GW-2500-778

￥

サイズ : シスプラ／約 W50×H105×D20ｍｍ 重さ／約 52g トランスレンダー／約 W57×
H85×D27ｍｍ 重さ : 約 260ｇ 材質 : シスプラ／ポリカーボネート トランスレンダー／ポリ
カーボネート､ ABS 樹脂､ 難燃材 パッケージサイズ :W90×H175×D50ｍｍ
全世界対応シスプラ２変換プラグと、
トランスレンダ―の組み合わせでほぼ全世界使用可能。
２つを合体させて収納、持ち運びが大変便利です。
＜ JAN コード＞ 4946322101536

航空機用オーディオ変換アダプター

GW-2200-770

1,480+税

ノート型 PC にピッタリのコンパクトサイズ。手に馴染みやすいフォルム。

680+税

￥

＜ JAN コード＞

4951241125891

TS-0806-044(WH)

サイズイメージ

USB ポケットマウス
USB Pocket Mouse

サイズイメージ

USB ミニマウス

TS-1199-009(BK)

TS-0806-009(BK)

USB Mini Mouse

1,000+税

1,400+税

￥
サイズ :W43×H79×D25ｍｍ コード長／約 740ｍｍ 材質 :ABS､ PVC
＜ JAN コード＞

航空機用デュアルプラグをヘッドホン用ミニプラグに変換します。【プラグ仕様 】金メッキΦ3.5
ステレオデュアルプラグ※本製品は全ての航空機での変換を保証するものではありません。ご使
用前に機内シートに搭載されているプラグをご利用の航空会社に確認してください。

4529092022388

持ち運びが楽なミニサイズのマウス。

TS-1199-044(WH)

サイズ : 約 W25×H35×D10ｍｍ 重さ: 約 18ｇ パッケージサイズ :W40×H183×D12ｍｍ

ほぼ世界中の電源コンセントに対応。
〈入力側〉A,B,C,SE,O,BF 対応 〈定格〉10A ／ 250V
＜ JAN コード＞

そんな悩みを解決するトラベラーの心強い味方です。

Audio convertible Adapter

￥
サイズ : 約 W35×H59×D40ｍｍ 重さ: 約 51ｇ 材質 : スチール､ ABS 樹脂
パッケージサイズ :W72×H144×D42ｍｍ

「旅先でよくスマートフォンを使用するのでバッテリーがすぐに無くなってしまう... 」

モバイル

旅行用電気器具

注目のモバイルチャージャーシリーズは

他

￥
サイズ :W29×H140×D20ｍｍ コード長／約 670ｍｍ 材質 :ABS

WH:4580298438304
BK:4580298438311

＜ JAN コード＞

他
WH:4580298435181
BK:4580298435198

常に携帯しておけばいざという時の役立ちアイテム。

単 3電池×4本をいれて

Thin Transformer All World Correspondence

4,076+税

￥
サイズ :W110×H74×D30ｍｍ 重さ: 約 360ｇ 材質 : ポリカーボネート 他

パッケージサイズ :W120×H180×D35ｍｍ

日本国内専用変換アダプター C-A
Conversion Adapter for JP C-A

GW-2401-247

日本国内専用変換アダプター SE-A
Conversion Adapter for JP SE-A

780+税

サイズ:W43×H32×D32ｍｍ 重さ:約22ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D43ｍｍ
＜ JAN コード＞
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4522425004228

日本国内専用変換アダプター BF-A
Conversion Adapter for JP BF-A

880+税

￥

サイズ:W44×H33×D33ｍｍ 重さ:約22ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D43ｍｍ
＜ JAN コード＞

4522425004235

4951241131595

GW-2401-248

780+税

￥

TS-1008-044(WH)

Mobile Charger(AAsize×4PCS)

※電池は別売りです

800+税

￥
サイズ :W35×H82×D35ｍｍ 材質 :ABS､ 他 備考 : 単 3アルカリ乾電池 4本使用時 : 約 1,200ｍAｈ相当（弊社取扱い乾電池使用による参考値）

＜ JAN コード＞

GW-2401-246

TS-1008-009(BK)

モバイルチャージャー
（単３形乾電池×４本）

GW-2500-752

薄型変圧器 MBT-WDM 全世界対応

￥

サイズ:W43×H45×D45ｍｍ 重さ:約33ｇ 材質:フェノー
ル樹脂 他
パッケージサイズ :W73×H141×D49ｍｍ
＜ JAN コード＞

4522425004242

＜ JAN コード＞

※スマートフォン、ケーブルは 商品に含まれておりません。

TS-1048-200（単 3/4本）

TS-1047-200
（単 3/2本） TS-1049-200
（単4/2本）

TS-1052-200
（単 3/4本）

WH:4580298443544
BK:4580298443551

TS-1051-200
（単 3/2本） TS-1053-200
（単4/2本）

マンガン電池

アルカリ電池

Manganese Dioxide Battery

Alkaline Battery

単 3/4 本 ￥248+税 単 3/2本￥124+税 単 4/2本 ￥124+税
＜ JAN コード＞

単 3/4本 :4560210681452
単 3/2本 :4560210681469
単 4/2本 :4560210681445

単 3/4 本 ￥160+税 単 3/2本 ￥80+税 単 4/2本 ￥80+税
＜ JAN コード＞

単 3/4本 :4560210681414
単 3/2本 :4560210681421
単 4/2本 :4560210681407
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携帯しやすいスティック型。
スタンドにもなる機能付チャージャー。

ずれにくい吸盤付でお好みの角度に！
嬉しいスタンドと充電器のダブル機能。

安心の大容量 4000mAh！
アルミボディのスタイリッシュデザイン。

モバイル

モバイル
TS-1264-009(BK)

TS-1265-009(BK)

TS-1264-044(WH)

TS-1265-044(WH)

TS-1219-009(BK)
TS-1219-005(SIL)

PCなどで蓄電します
PCなどで蓄電します

吸盤でくっつく

PCなどで蓄電します

使用例

スタンド付モバイルチャージャー ４０００

スタンド付モバイルチャージャー ２２００

Mobile Battery (4000mAh)

3,800+税

2,200+税

￥

￥
サイズ :W26×H117×D26ｍｍ 材質 :ABS､ 他
リー容量 2200ｍAh､ 約 500回繰り返し使用可能

アルミモバイルチャージャー４０００

Battery with Stand (4000mAh)

Battery with Stand (2200mAh)

備考 : 最大出力 1A､ バッテ

サイズ :W58×H140×D22ｍｍ 材質 :ABS､ シリコーンゴム 他
大出力 1A､ バッテリー容量 4000ｍAh､ 約 500回繰り返し使用可能

＜ JAN コード＞ WH：4560210688987
BK：4560210690058

3,850+税

￥

備考 : 最

サイズ :W68×H110×D10ｍｍ 材質 : アルミ､ ABS､ 他

＜ JAN コード＞ SIL：4560210682510
BK：4580298432111

iPad もしっかり充電できる高出力チャージャー。
旅行先にもデイリーにも大活躍！

薄型なのに安心の 4000mAh 内蔵！
充電残量も確認できます。

TS-1159-044(WH)

TS-1266-044(WH)

TS-1159-030(PK)

TS-1266-009(BK)
TS-1267-044(WH)

TS-1267-009(BK)

TS-1159-009(BK)
使用例
高出力なのでタブレットの
充電も可能です。

残量表示 LED ランプ付

モバイルチャージャー４０００

残量表示 LEDランプ付

モバイルチャージャー 8000

Mobile Charger (4000mAh)

Lithium Charger (5100mAh)

5,800+税

Mobile Charger (8000mAh)

3,500+税

￥

￥
サイズ :W65×H120×D13ｍｍ 材質 :PC､ ABS､ 他

タブレットでも充電できます

使用例

リチウムチャージャー５１００

備考 : 最大出力 2.1A､ バッテリー容量 5100ｍAh､ 約 500回繰り返し使用可能
＜ JAN コード＞ WH：4518707117915
BK：4518707116635
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備考 : 最大出力 1A､ バッテリー容量 4000ｍAh､ 約 500回繰り返し使用可能

＜ JAN コード＞ WH：4580298421115
BK：4580298420330

旅行先でスマホやタブレットに簡単充電！
USB ポートが 2口同時に使えます。

TS-1159-001(BL)

使用例

使用例

BL ：4518707116642
PK：4518707116659

サイズ:W66×H118×D9ｍｍ 材質:ABS､他
容量 4000ｍAh､ 約 500回繰り返し使用可能

5,800+税

￥

備考:最大出力1A､バッテリー

サイズ :W72×H146×D11ｍｍ 材質 :ABS､ 他 備考 : 最大出力 2.1A､ バッ
テリー容量 8000ｍAh､ 約 500回繰り返し使用可能

＜ JAN コード＞ WH：4560210689779
BK：4560210688970

＜ JAN コード＞ WH：4560210697392
BK：4560210697354
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身だしなみグッズ

ラゲッジキャリー

G room i n g

Lu g g a ge Ca r r ier

コンパクトに収納可能なので
持ち運びもラクラク！
！
セット内容：
ハサミ、爪切り、爪やすり、
甘皮取り、毛抜き

TS-1119-009(BK)
TS-1119-002(RD)

ラゲッジキャリー

身だしなみグッズ

重量約 900g だから軽〜い

ネイルケアセット 5pcs
Nail Care Set 5pcs

680+税

￥

最大
90cm

サイズ :W109×H68×D22ｍｍ 重さ :90ｇ 材質 : スチール､ 他 ケース／ PVC､ 他
パッケージサイズ :W110×H170×D30ｍｍ
＜ JAN コード＞ BK：4560210684620
RD：4560210684637
WH：4560210684613

TS-1119-044(WH)

※使用イメージ

折りたたみイメージ

Gowell カート 900

"gowell" carry cart of 900 grams
重い荷物も
スイスイ運べます
GW-0601-048(GRY)
使用イメージ

＜ JAN コード＞ 4905414010972

除菌ウェットティッシュ
Bactericidal Wet Tissue

Portable Garbage

200+税

260+税

￥

￥

サイズ :φ40×103ｍｍ 重さ:45ｇ 材質 :PP､ PE､ 他
パッケージサイズ :W75×H160×D45ｍｍ 備考 :20枚入り

TS-1081-009(BK)

サ イ ズ : 収 納 時 ／ W250×H430×D85mm 使 用 時 ／ 約
W250×H900×D300ｍｍ 重さ: 約 900ｇ 材質 : アルミ合
金､ ABS パッケージサイズ：W1350×H540×D90mm

GW-1600-264

ポータブルゴミ袋
TS-1081-044(WH)

2,900+税

￥

＜ JAN コード＞ BK：4580298431510
WH：4560210680264

サイズ : 約 W150×H200ｍ 重さ:10枚入／約 46ｇ 材質 :
コットン不織布､ 精製水､ エタノール､ 塩化ベンザルコニウム､
パラベン､ PG パッケージサイズ :W75×H176×D15ｍｍ
アルコールの量を抑え、しかも即効性のある除菌ウエット
ティッシュです。
＜ JAN コード＞ 4905414002649

GW-1603-003(LL)
GW-1603-006(LL)
GW-1603-009(LL)

GW-1603-004(M)
GW-1603-002(L)

ペーパーショーツ

GW-1603-001(M)

Disposable Women’s Briefs

ペーパーブリーフ

GW-1603-007(M)
GW-1603-005(L)

Disposable Men’s Briefs

530+税

￥

GW-1603-008(L)

折りたたみイメージ

ペーパートランクス

Disposable Men’s Trunks

530+税

￥

530+税

サイズ :M ／ L ／ LL 重さ: 約 34ｇ 材質 :コットン､ レーヨン不織
布 パッケージサイズ :W115×H135×D30ｍｍ 備考 :3枚入り

サイズ :M ／ L ／ LL 重さ: 約 44ｇ 材質 :コットン､ レーヨン不織
布 パッケージサイズ :W125×H140×D40ｍｍ 備考 :2枚入り

適応ヒップサイズ：
〈M〉約 85 ～ 93cm〈L〉約 90 ～ 98㎝〈LL〉約 95 ～ 103㎝

適応ヒップサイズ：
〈M〉約 72 ～ 80cm〈L〉約 78 ～ 88㎝〈LL〉約 86 ～ 96㎝

適応ヒップサイズ：
〈M〉約 72 ～ 80cm〈L〉約 78 ～ 88㎝〈LL〉約 86 ～ 96㎝

＜ JAN コード＞ M ：4969641710036
L ：4969641710098
LL ：4969641710333

スマートカート B

￥

サイズ :M ／ L ／ LL 重さ: 約 30ｇ 材質 :コットン､ レーヨン不織
布 パッケージサイズ :W105×H120×D30ｍｍ 備考 :3枚入り

＜ JAN コード＞ M ：4969641712030
L ：4969641712092
LL ：4969641712139

最大
96.5cm

＜ JAN コード＞ M ：4969641710128
L ：4969641710180
LL ：4969641710364

Smart Cart B

5,800+税

オープン参考価格 ￥

GW-0601-080(BL)

サ イ ズ : 収 納 時 ／ W175×H315×D65mm 使 用 時 ／ 約 W310×
H965×D205ｍｍ ベースサイズ : 約 W255×H155ｍｍ 荷台の高さ :
約 25ｍｍ 車輪 :φ約 60ｍｍ 重さ : 約 970ｇ 材質 :ABS 樹脂 支柱荷
台／アルミニウム ストラップ／ナイロン パッケージサイズ :W1190×
H350×D80ｍｍ 備考 : 耐荷重 :18ｋｇ( 平坦路走行時 )
＜ JAN コード＞ 4905414010804
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用途に合わせて選べる2サイズ！

スーツケースに装着できるトラベルバッグ

安心サイズ

安心サイズ
機内に持ち運べる

サイズ

M
サイズ

L

ハンディ

サイズ

2

パッケージイメージ

GW-0502-025(KH)

長さ調整アジャスター付ベルト

ラゲッジキャリー

ラゲッジキャリー

M

週末国内旅行や普段でも様々な用途に使えます!

WAY

くるくるキャリーオンバッグ（M)
On Travel
TravelBag
Bag (M)
(M)
Carry On

+税
1,900+税

￥
￥

サイズ::約
約W400×H300×D150ｍｍ
W400×H300×D150ｍｍ 材質 : ポリエステル パッケージ
サイズ
パッケージサイズ
:W200×H295×D40ｍｍ(
チャ
サイズ
:W200×H295×D40ｍｍ(
チャック式袋
) ック式袋 )

L

サイズ

ショルダー

持ち手の長さは調節可能
持ち手の長さは調節可能！
！ゴムでまとめてコンパク
ゴムでまとめてコンパクトに収納できます。
トに収納できます。

GW-0502-009(BK)

＜JAN
JANコード＞
コード＞ BK
BK：4589591531231
：4589591531231
＜
KH：4589591531248
：4589591531248
KH

旅行以外にもキャンプ・イベント用や
お買いものバッグとしても使える大容量サイズ!

通しポケット付で

ハンドルに装着!

くるくる畳んで

コンパクトに!

軽くて丈夫な裏地 付!

ポイント！

パッケージイメージ

GW-0503-025(KH)

くるくるキャリーオンバッグ（L)
くるくるキャリーオンバッグ（L)
Carry
CarryOn
OnTravel
TravelBag
Bag(L)
(L)

+税
2,400
2,400+税

￥￥

サイズ
:約
W450×H350×D200ｍｍ
: ポリエステル
サイズ
:約
W450×H350×D200ｍｍ 材質
材質
: ポリエステル パッケージ
パッケージサイズ
:W200×H295×D45ｍｍ(
チャ)ック式袋 )
サイズ :W200×H295×D45ｍｍ(
チャック式袋
持ち手の長さは調節可能
ゴムでまとめてコンパク
トに収納できます。
持ち手の長さは調節可能
！！
ゴムでまとめてコンパク
トに収納できます。
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GW-0503-009(BK)

＜＜
JAN
コード＞
：4589591531286
JAN
コード＞BK
BK
：4589591531286
KH
：4589591531293
KH
：4589591531293
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スーツケース・鞄類

Tr u n k & Ba g s

スーツケース・鞄類

取扱商品

TR-0812-009(BK)

TR-0812-006(NV)

TR-0812-034(LB)

TR-0812-030(PK)

お土産用不織布トート

Nonwoven fabric tote for gifts

560+税

￥

サイズ : 約 W530×H450×D150ｍｍ 材質 : 不織布（ＰＰ） 他
パッケージ：無し
サイズイメージ
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Travel Bags

トラベルバッグ

Casual Bags

カジュアルバッグ

＜ JAN コード＞ NV:4560210697477
BK:4580298420088

Business Bags

LB:4560210698528
PK:4560210699174

ビジネスバッグ

