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)

44
46

＜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

45
47

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＞

46

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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