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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