
PICK UP NEWアイテム
スマホ関連グッズスマホ関連グッズ スマホライフがより快適になる、とっても便利なグッズを集めました！

スマートフォン多機種に対応！

接続不要!!
置くだけワイヤレス充電

2台同時に充電も可能！
薄型軽量のスマートフォン
対応充電器

もうスマホは落とさない!
落下防止や動画視聴をサポート

ブルー

ブラック シルバー

ホワイト

～もらってうれしい!センスが光る記念品～

多機種対応ブックレット型スマホケース

G-40
商品番号 税抜価格

●サイズ／15.5×8.4cm（閉じた状態）
●材質／合成皮革・マグネット
●対応機種/iPhone、Android端末多機種対応（サイズが幅8×
　高さ15×厚さ1.2cm以内）
●カラー/ブルー・ブラック

¥2,500

スタンドにもなるワイヤレスチャージャー
33641
商品番号 税抜価格

●サイズ／1.2ｘ9.5ｘ7.6cm　●材質／ABS
※USBケーブル付き

¥1,100

モバイルバッティー
（iPhone用アダプター内蔵）

6358-045
商品番号 税抜価格

●サイズ／6.6×11.5×0.9cm　●材質／ABS樹脂
※iPhone5~X用アダプター内蔵・USBコード付き

¥2,600

乾電池式モバイルバッテリー

33064
商品番号 税抜価格

●サイズ／2×6.5×8.2cm　●材質／ABS樹脂
※単三乾電池4本使用(別売)　ケーブルは付属しません

¥700

¥500
トライポッドモバイルセット
30850
商品番号 税抜価格

●サイズ／三脚スタンド（14cm）　タッチペン&ボールペン
　（14.4cm）　●材質／三脚スタンド（ABS・スチール・PVC） 
　タッチペン&ボールペン（PP）　●カラー／グリーン・ブルー・
　レッド

¥350

スマホリングホルダー
V010319 WT

SV

商品番号 税抜価格

●サイズ／約3.4×4.7×0.6cm　●材質／ABS

ホワイト
シルバー

¥1,000

アニマルクリーナー
I-104
商品番号 税抜価格

●サイズ／約9.5×4×4.2cm
●材質／ポリエステル起毛地+マイクロファイバー

ミックス犬
ラブラドール
ぐれねこちゃん
カメオレンジ
カメグリーン

Lions Clubs International

Lions Clubs Internation
al

●フラップ部分はマグネット付きな
　ので、簡単きれいに閉じられます！

●スマホ本体がスライドするので、
　さまざまな機種でカメラ撮影が可能！

●ポケットにはカード3枚+αが収
　納できて機能性もバツグン！

スタンドとボールペン付き
タッチペンのモバイルセット

容量
5000
mAh

乾電池式で充電不要の
モバイルバッテリー

携帯電話の
画面クリーナーに

マイクロファイバーは
取り外して洗濯可能マイクロファイバー使用

お腹はマイクロファイバーだから、
携帯電話の画面のクリーナーとして
使えます。

メガネ拭きクロスはマイクロファイ
バーだから、メガネの汚れもよく取
れます。

メガネ拭きクロスは汚れたら取り
外して、洗濯できます。

スマートフォンなど3.5mmのイヤ
ホンジャックへ装着できるアダプタ
ーも付いています。
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ミックス犬

ラブラドール

ぐれねこちゃん

カメオレンジ

カメグリーン

しっぽを引くとメガネ拭きクロスが
口の中にスッポリ収まるクリーナー！

キーホルダーとしても！

LEDライト付き！

スマホスタンドにも！

※色は選べません



お気に入りのアクセサリーをお預かり！

飼い主募集中！
かわいいワンちゃんが
ご主人様の大切なものを守ります。

PICK UP NEWアイテム
～もらってうれしい!センスが光る記念品～

¥1,200

アニマルスタンド
E-5
商品番号 税抜価格

●サイズ／約15×16×13.5cm
●材質／ポリエステル起毛地+マイクロファイバー

ラブラドール
ラブラドールクロ
チワワ

¥1,000

アニマル
アクセサリースタンド
I-30
商品番号 税抜価格

●サイズ／約10×9×6cm
　※形状により多少異なります
●材質／ポリエステル起毛地+マイクロファイバー

ラブラドール
フレンチブルドッグ

使う時は開いて掛けるだけ！
小物を使いやすく収納して携帯
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よく使う小物を入れたい
メッシュポケット

ファスナーポケット
はメモ帳などの保
管に最適

口の中はメガネ拭きと同素材のマイクロファイバーを使用。
大きな口を開けた愛くるしいワンちゃんがメガネや携帯電話、大切な小物類などしっかりと
守ってくれます。犬好きの方にとても好評です！

ガジェットの収
納に便利な3つ
のポケット

いろいろ詰め込める
大型メッシュポケット

そのまま持ち出せる
ハンドル付き

グリーン

オレンジ

グレー

ネイビー

車内の収納や
仕事用・バッグinバッグ
トラベルにもオススメ！

デスクに置くととっても癒されます♪

¥1,500
マルチ壁掛けポーチ
MT-31717
商品番号 税抜価格

●サイズ／使用時（60×22×4cm）　収納時（17×22×8cm）
●材質／ポリエステル　●カラー／全4色

ラブラドール

ラブラドール

フレンチ
ブルドッグ

ラブラドールクロ

チワワ

かわいいワンちゃんがお気に入りのアクセサリーを大切に守ってくれます。
使い方次第で、いろいろなアクセサリーが取り付けられます。
ワンちゃんの健気で愛くるしい表情にトリコになること間違いなし！

●ピアスホルダー（左耳）
なくしやすい小さなピアスも取り
付けられるから安心！

●収納ポケット（右耳）
傷が付きやすい繊細なアクセサリーも
大切に収納できます。

●リングホルダー（口）
口の中はマイクロファイバーで出来ているので
大事なリングをやさしく守ってくれます。

●ブレスレットホルダー（首）
ブレスレットを首輪として付けてあげ
ても可愛いですね♪

飼い主
　募集中！

※色は選べません※色は選べません
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セルフケア用品セルフケア用品 日々の暮らしを健康的に彩る、お役立ちグッズを集めました！

PICK UP NEWアイテム
～もらってうれしい！センスが光る記念品～

ノズルに手をかざすだけ!
全自動ソープディスペンサー

体をほぐしてくれるストレッチピローと
トレーニングにもなるグリップチューブのセット

インナーマッスルを鍛えて疲れにくい体つくり
椅子に敷いて座るだけで体幹トレーニング

季節・空調による乾燥対策！
イルミネーションが幻想的でコンパクトなUSB加湿器

これさえあれば忘れ物なし！
持ち出しに便利な通院ポーチ

¥750

グリップチューブ&
ストレッチピロー
31750
商品番号 税抜価格

●サイズ／グリップチューブ(約3×38×15cm)
　ストレッチピロー（φ10×38cm）
●材質／グリップチューブ(TPR・EVA)
　ストレッチピロー（PVC）

¥2,500
バランスクッション
235-02
商品番号 税抜価格

●サイズ／33×33×6cm　●材質／PVC

¥1,500

触れずに使える
ディスペンサー
31032
商品番号 税抜価格

●サイズ／約19.7×8.2×13.4cm
●材質／ABS
●タンク容量／325ml
●単四乾電池4本使用(別売)

¥700

携帯便利!
ヘルスケアポーチ
31748
商品番号 税抜価格

●サイズ／使用時(30×21cm)　収
　納時(15×21×2cm)　1週間お薬
　ケース(13×3×2.1cm)
●材質／ポリエステル･PP
●付属品／1週間お薬ケース(耐熱
　温度100℃・耐冷温度-20℃)

¥2,000

USB卓上加湿器

33529
商品番号 税抜価格

●サイズ／φ7.5×14.3cm　●材質／ABS

熱中対策デジタル温湿度計
33242
●サイズ／11.5×9.4×2.2cm 
●材質／ABS・ポリカーボネート
●電源／単四乾電池1本使用（別売）

商品番号 税抜価格

熱中症の予防におすすめ！
設定した温度・湿度をお知らせ

前回の体重を表示！
体重の増減を自動で表示する体重計

¥1,200

ボディスケール
「クラベール」
222-08
●サイズ／19.5×22.5×2.3cm 
●材質／ABS樹脂
●電源／単四乾電池2本使用（付属）

商品番号 税抜価格

¥3,000

上部からミストが出ます！
●USB電源
●静かな超音波式
●タッチセンサースイッチ
●外部用USBポート付き

リビングでおしゃれに加湿 ベッドサイドで手軽に加湿

イルミネーションライト付き

熱中対策レベルを
5段階で表示

壁掛けもできます

手をかざすだけだから衛生的！

省スペースで筋力トレ
ーニングやバランス運
動が行えます。

椅子に敷いて座るだけで
消費カロリーが14%アップ！

1週間分の薬を分けられるピ
ルケース付き。このポーチで
管理すれば、病院関係のもの
を一式持っていけるので、忘
れ物の心配もありません!

ポーチはハンドル付きで、壁
に掛ければ普段使いのお薬の
収納場所にもなります。

前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適です！

●適量が出ると
　チャイムでお知らせ♪

●液体ソープの
　残量が確認しやすい
　クリアボディ

●使用中はLEDが点灯

※色は選べません
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PICK UP NEWアイテム
～もらってうれしい！センスが光る記念品～

キャリーケース&キャリーカートキャリーケース&キャリーカートキャリーケース&キャリーカート 便利で使いやすいキャリーケース&キャリーカートをご紹介！

四輪キャスタータイプで右サイドに取っ手、
左サイドに底鋲を装備した安心のTSAロック付き

お買い物中は店内のショッピングカートに取り付け可能！
押したり、引いたりが楽にできる2WAYキャリーカート

ブラック ゴールド

メインルーム内はファスナー
開閉式の収納スペースと荷
物固定バンド付きです。

アメリカ・北米旅行に便利！厳重
なセキュリティーチェックに鍵を
かけたまま航空会社に預けるこ
とが可能です。

360度回転、自由自在に方向
転換ができる四輪タイプ。改
札口など狭い場所もスムー
ズに移動が可能です。

持ち手の高さを約70.5～89cmと5段階に変更可
能です。

表面に細かなラインが
あり、キズや汚れが目
立ちません。

●サイド取っ手付き
●底鋲付き
●スクラッチ柄ボディー
●四輪キャスター
●TSAロック付き

¥10,000

ウノフク LEGEND
キャリーケース（サイド取っ手付き）
05-5185-10
05-5185-69

商品番号 税抜価格

●サイズ／本体（W30×H45×D20cm） 外寸（W35×H52.5×D21cm）
●材質／ABS樹脂、ポリカーボネート　●容量／約24L
●仕様／100席以上の航空機内持ち込み可

ブラック
ゴールド

※こちらの商品はメーカー直送品となります

●サイズ／組み立てサイズ【押す】（約幅32×行22.5×高さ70.5～89cm）
　　　　  組み立てサイズ【引く】（約幅32×行22.5×高さ81.5～100cm）
              折りたたみサイズ（約幅32×行22.5×高さ70.5cm）
              バッグサイズ（約幅28×行17×高さ44cm）
●材質／本体（ポリエステル、メランジ調）　カート（アルミニウム合金）
●重さ／バッグ（約630g）　カート（約1,940g）
●最大積載荷重／約10kg

¥18,000

押す引くが可能な
2wayステッキカート
05-5192-93
05-5192-10

商品番号 税抜価格
バーガンディー
ブラック

05-5192-80 ネイビーブルー

※こちらの商品はメーカー直送品となります

瞬時に
ハンドルが変化！

「押し」スタイル

安心のTSAロックスクラッチ柄のボディ

四輪キャスター

メインルーム内装

自動ロックキャスター

「引き」スタイル

押す　引く

人混みの中を歩く時 重たい荷物を運ぶ時

背面に付いているフックを店内のショッピングカートに引っ掛けることができるので、邪魔にな
らずスムーズにお買い物が楽しめます。

お買い物中は店内のショッピングカートに取り付けられるので安心！

バーの高さを5段階に変更可能

ブラックバーガンディー ネイビーブルー タイヤは傾けると自動ロック
がかかります。引く時にキャ
スターが固定され引きやす
くなります。

本体は取り外すとトートバッグ
になります。外側も内側も収納
スペースが充実しており、本体
背面と底面になるマジックテー
プで脱着できます。

トートバッグになる！

右サイドに取っ手、左サイドに底鋲を装備


