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スマホガジェット
LAZO

携帯性抜群でキーチェーン
としても携帯できるスマホ
用充電ケーブルです。POP
な 4 色展開。
3,500 円（税別）

LIFELINK / ライフリンク

Symlis

究極の携帯性！長辺がクレジットカードと同じ長さ、
厚みもクレジットカード 2 枚分と非常にコンパクトで
財布にも入るスマホ充電ケーブルです。iPhone 用、
Android 用をそれぞれ用意しており、普通の USB ポー
トがあれば充電可能です。

PC、Android 用のフラッ
シュメモリとしても使える
便利な USB 充電ケーブル
です。

2,944 円（税別）

4,148 円（税別）

HaloCable

Nipper

ケブラー素材を使用した耐
久性抜群の断線しにくい
Lightning ケーブルです。

単 3 電池 2 本あればどこ
でもスマホに給電すること
ができる充電機能付きキー
アクセサリーです。

3,200 円（税別）

2,296 円（税別）

AirSpeaker2

本体が宙に浮く不思議で美
しいインテリア性抜群の
Bluetooth スピーカーで
す。
22,963 円（税別）

VAMP

古いアナログスピーカーを
Bluetooth スピーカーに生
まれ変わらせることができ
ます。
14,800 円（税別）

LIFESTAR / ライフスター

丈夫さとデザインを兼ね備えた iPhone 充電用の
Lightning ケーブルです。端子部分にアルミ素材を使用
し、高級感と堅牢性を兼ね備えました。ケーブル本体
は PU レザーやデニムでコーティングし、汚れに強く耐
久性にも優れます。2.4A 急速充電にも対応が可能です。
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3,980 円（税別）

スマホガジェット
PowerCube

海外デザイン賞も受賞した
世界中で大人気のキューブ
型のオシャレなマルチ電源
タップです。
1,150 円（税別）～

NICO

コンセント 2 個と USB ポー
ト 2 個を搭載した使いやす
いサイズの電源タップで
す。
1,741 円（税別

DONUT / ドーナツ

電源タップに見えない電源タップを目指した結果、お
菓子みたいでかわいい雑貨のようなな電源タップがで
きました。仕様はスマホ充電に重点を置き、USB ポー
トを 2 口と Type-C のポートを 1 口、コンセント口は 2
口搭載。カラーバリエーションも豊富です。

Qu

コロコロの赤いボディがカ
ワイイ！携帯にも便利な
USB 電源アダプタです。
259 円（税別）

4,611 円（税別）

トイレトレイ

トイレットペーパーホル
ダーの上にセットするとス
マホトレイに変身する国産
ガジェットです。
980 円（税別）

First Runner

薄型の持ち運び便利なモバ
イルバッテリーです。オリ
ジナルプリント応相談で
す。
2,296 円（税別）

TRIX / トリックス

ただシンプルに「カッコいい電源タップを作りたい」
という想いで開発された OA タップです。本体の独特な
形状は、電子機器を接続し使用する際にもカッコよく
ある事を考えデザインされました。3 口のコンセント、
2 口の 2.1A の USB ポートを有しています。

4,611 円（税別）
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LPB25

薄くて軽いモバイルバッテ
リーです。両面印刷を施し
たノベルティ利用も可能で
す。
1,500 円（税別）

スマホガジェット
LIFE2GO

世界初のモバイルバッテ
リー 1,000mAh を内蔵した
USB カーチャージャーで
す。
3,037 円（税別）

LIFECARD / ライフカード

クレジットカード 3 枚分の厚さ（3.95mm）の世界最薄
クラスのモバイルバッテリーです。ステンレススチー
ルの高級感あふれる仕上がりはプレゼントやノベル
ティにも最適。そのまま財布に入れることもできます。
一歩先行くオトナのモバイルガジェットです。

4,611 円（税別）

am cleaner

掃除用クロスと洗浄液ボト
ルが一体型になった持ち運
びに便利なスマホ用クリー
ナーです。

Q29

MYNUS

「引き算の美学」から生ま
れた、世界でもっともシン
プルで美しい iPhone ケー
スです。
2,340 円（税別）

Unplugged

思わず自慢したくなるよう
なかわいいデザインのケー
ブルオーガナイザーや画面
クリーナーです。

1,500 円（税別）

850 円（税別）～

必要な機能以外をそぎ落と
した究極にシンプルで操作
も快適な完全ワイヤレスイ
ヤホンです。
7,380 円（税別）～
iina Bluetooth イヤホン

HaloBack / ヘイローバック

スポーツ用に特化した防水 iPhone ユーザにとっては当たり前の日常動作である
「iPhone の片手操作」を実に簡単に、そして劇的に変
で軽量 16g の Bluetooth
ワイヤレスイヤホンです。 えてしまう液晶保護フィルムです。iPhone にもう一つ
の見えないボタンを追加し日常の片手操作をより便利
にすることができます。
5,260 円（税別）
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1,833 円（税別）～

お部屋ガジェット
リビング / 書斎 / キッチン /Wiﬁ ルータ / 電
源 / 音響 / 文具 / 時計 / インテリア / 照明 /
生活ガジェット
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お部屋ガジェット
PowerCube

海外デザイン賞も受賞した
世界中で大人気のキューブ
型のオシャレなマルチ電源
タップです。
1,150 円（税別）～

Kisslink / キスリンク

DONUT

最も接続が簡単な Wi-Fi ルーターをめざし、パスワード
の入力をなくし、ルーターに近づけて設定するだけで、
企業レベルで使われる WiFi 信号の強度や安定性、さら
にはセキュリティを保持した接続を可能にしました。

TRIX

お菓子みたいでかわいい！
スマホ充電もばっちりの雑
貨みたいな電源タップで
す。

9,241 円（税別）

4,611 円（税別）

TENGU

ただシンプルに「カッコい
い電源タップを作りたい」
という想いで開発された
OA タップです。

音に反応して表情が変化す
るちょっとかわいい究極の
癒し系ロボットです。

4,611 円（税別）

2,600 円（税別）

Tri-Clock

デジタル数字が浮かび上が
るスタイリッシュな近未来
感あふれる LED クロック
です。
3,500 円 ( 税別 )

Cube Click Clock

音に反応して木製 の
キューブから数字が浮かび
上がる魔法のような LED
クロックです。
3,780 円 ( 税別 )

Analogue Clcik Clock / アナログクリッククロック

シンプルさとアナログ時計の様な見た目を持ちながら、
スタイリッシュで現代的なデザインを兼ね備えていま
す。最先端の美しいデザインは、従来のデジタル時計
やアナログ時計とは一線を画し、どこに置いても人々
の注意を引くことができます。
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21,000 円 ( 税別 )

お部屋ガジェット
Anytime

テーブルライト、懐中電灯、
作業灯としてコードレスで
使える便利な LED 充電ラ
イトです。
9,800 円（税別）

MOGICS

防水加工を施した円型の小
型 LED ライトです。キャ
ンドルのように明滅し、空
間を演出します。
8,700 円（税別）

OctagonOne / オクタゴンワン

極限までシンプルでスタイリッシュなデザインを追求
した LED デスクライトです。印象的な八角形の台座は
設置するの角度を変えることにより間接照明などイン
テリア的な利用方法も実現可能です。バッテリーを内
蔵し完全ワイヤレスで使用できます。

LUMINOODLE

8,300 円（税別）

M Powerd

驚くほどの明るさで広範囲
を照らす完全防水にこだ
わった多目的ロープ型 LED
ライトです。

太陽の光に当て、空気を入
れてスイッチを押すだけ。
だれでも簡単に利用できる
LED ランタンです。

2,980 円（税別）～

2,300 円（税別）～

AirSpeaker2

本体が宙に浮く不思議で美
しいインテリア性抜群の
Bluetooth スピーカーで
す。
22,963 円（税別）

HENG / ヘン

従来の照明とは全く異なる、「2 つの球を空中に浮かせ
ることでライトを付けたり消したりできる」という不
思議なスイッチ機構を持ちながら、温かみのあるナチュ
ラルテイストの木材を利用した LED ライトです。
8,500 円（税別）～
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VAMP

古いアナログスピーカーを
Bluetooth スピーカーに生
まれ変わらせることができ
ます。
14,800 円（税別）

お部屋ガジェット
LightCase

組立簡単で小物写真がワン
ランク上の仕上がりになる
家庭用ミニ撮影スタジオで
す。
5,000 円（税別）～

Bumpy / バンピー

LEVIT8

知育玩具として３次元想像力、集中力、色彩感覚を磨
けるといわれているブロックトイを壁や天井、机の裏
などにも取り付けられるようにする不思議なテープで
す。もちろんお子様だけでなく、ブロックトイのコア
なファンの方にもおすすめです。

少しひねるだけで組立完
了。持ち運びに便利で簡単
にどこでも使えるスタン
ディングデスクです。

900 円（税別）

2,640 円（税別）～

名刀ペーパーナイフ

Key-Quest

織田信長、坂本竜馬の名刀
が現代の関の刃物職人の手
でペーパーナイフとしてよ
みがえりました。

缶開け・栓抜き・ドライ
バー・ナット・段ボール開
封・糸切の 6 通りに使える
鍵型マルチツールです。

3,200 円（税別）

2,593 円（税別）

Cinnamon Kick

より強力なキック感を実現
した電子タバコの互換バッ
テリーです。

CAKE

1,556 円（税別）

花粉症、受動喫煙、PM2.5
などをマイナスイオンでブ
ロックするポータブル空気
清浄器です。
9,074 円（税別）

Del Berry / デルベリー

人感センサーを搭載し、手をかざせば適量の石鹸が出
てくる全自動ディスペンサーです。手指用の石鹸のみ
ならず、台所洗剤などにも利用可能です。これがあれ
ばポンプの押し口のばい菌などを気にする必要もなく
ご家庭をいつでも清潔に保てます。
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2,500 円（税別）

ビジネス・オフィスガジェット
通勤 / オフィス / 出張 / 仕事 / ウォレット /
イヤフォン / 充電ケーブル / モバイルバッテ
リー / 工具オフィス / デスク周辺 / 電源タッ
プ / 照明 / 時計
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ビジネス・オフィスガジェット
LIFELINK

究極の携帯性を実現したク
レジットカード 2 枚分の厚
さのスマホ充電用ケーブル
です。
2,944 円（税別）

LAZO / ラゾ

HaloCable

キーリングに microUSB 充電ケーブルと Lightning 変換
アダプタを格納した、持ち運びに特化した iPhone、
Android 対応の充電ケーブルです。シンプルなデザイン
で年齢性別を問わずにお使いいただけます。

PC、Android 用のフラッ
シュメモリとしても使える
便利な USB 充電ケーブル
です。

3,500 円（税別）

4,148 円（税別）

First Runner

LIFECARD

薄型の持ち運び便利なモバ
イルバッテリー！オリジナ
ルプリント応相談。

クレジットカード 3 枚分の
厚さ（3.95mm）の世界最
薄クラスのモバイルバッテ
リーです。

2,296 円（税別）

4,611 円（税別）

LIFE2GO

世界初のモバイルバッテ
リー 1,000mAh を内蔵した
USB カーチャージャーで
す。
3,037 円（税別）

Nipper

単 3 電池 2 本あればスマ
ホに給電することができる
ようになるキーアクセサ
リーです。
2,296 円（税別）

Symlis / シムリス

フラッシュメモリになる USB ケーブルであり、USB ケー
ブルになるフラッシュメモリです。USB ポートを使う
2 つのプロダクトを一体化させるというシンプルなアイ
デアから産まれた製品です。Android 用の USB メモリ
としても使用できます。
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4,148 円（税別）

ビジネス・オフィスガジェット
マグウォレット

マグネットヒンジで自分好
みに自由にカスタマイズで
きるモジュール式ウォレッ
トです。

Q29

2,550 円（税別）

必要な機能以外をそぎ落と
した究極にシンプルで操作
も快適な完全ワイヤレスイ
ヤホンです。
7,380 円（税別）

DAX / ダックス

DAX は階層プルタブ式のユニークなカードケースです。
中に入っているカードを簡単に引き出せ、最大で 5 枚
のカードを収納することができます。汚れへの耐性が
強く、水をはじく性質のある繊維で作られていますの
で薄いのに丈夫で長くご愛用いただけます。

Key-Quest

鍵型のボディに缶開け・栓
抜き・ドライバー・ナット・
段ボール開封・糸切の 6 つ
の機能を搭載。
2,593 円（税別）

1,320 円（税別）

名刀ペーパーナイフ

織田信長、坂本竜馬の名刀
が現代の関の刃物職人の手
でペーパーナイフとしてよ
みがえりました。

Nico

3,200 円（税別）

コンセント 2 個と USB ポー
ト 2 個を搭載した使いやす
いサイズの電源タップで
す。

Unplugged / アンプラグド

実用性とデザイン性を両立させた生活をちょっと便利
にするアイテムを提案するデザインブランドが
「unplugged」です。ケーブルオーガナイザーやスマホ
画面クリーナーなど、現代の生活に役立つアイテムを
取り揃えています。

850 円（税別）～
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TRIX

1,741 円（税別）

ただシンプルに「カッコい
い電源タップを作りたい」
という想いで開発された
OA タップです。
4,611 円（税別）

ビジネス・オフィスガジェット
OctagonOne

シンプルでスタイリッシュ
なデザインを追求した八角
形の台座が印象的な LED
デスクライトです。
8,300 円（税別）

LEVIT8 / レビテイト

HENG

少しひねるだけで組立完了。簡単にどこでもスタンディ
ングデスクにしてしまうのがこの「LEVIT8」です。ノー
ト PC よりもスリム、軽量で、バッグに入れてどこへで
も持ち運ぶことができます。身長に合わせ、S,M サイズ
をご用意しております。

2 つの球を空中に浮かせる
ことでライトを付けたり消
したりできるスタイリッ
シュな LED ライトです。

2,640 円（税別）～

8,500 円（税別）

Tri-Clock

Cube Click Clock

デジタル数字が浮かび上が
るスタイリッシュな近未来
感あふれる LED クロック
です。

音に反応して木製のキュー
ブから数字が浮かび上がる
魔法のような LED クロッ
クです。

3,500 円（税別）

3,780 円（税別）

Kisslink

タッチするだけで Wi-Fi 接
続完了。来客時にも便利な
誰でも使える Wi-FI ルー
ターです。
9,241 円（税別）

トイレトレイ

トイレットペーパーホル
ダーの上にセットすれば、
あっという間にホルダーが
スマホ置場に大変身！
980 円（税別）

LightCase / ライトケース

フリマアプリや SNS に掲載する小物等の写真をワンラ
ンク上の撮影ができるようになるミニスタジオです。
組立はとっても簡単。慣れてくると 30 秒程度で組立で
きます。また収納する際も折りたためば非常にコンパ
クトに撮影が可能です。
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5,000 円（税別）

アウトドア・レジャーガジェット
アウトドア / グラス / クッション / 音響 / 照
明 / お出掛け / 旅行 / ドライブ / カーチャー
ジャー / モバイルバッテリー / イヤフォン /
海外用電源アダプタ
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アウトドア・レジャーガジェット

GOVINO / ゴビーノ

Travel Cube / トラベルキューブ

どこでも美味しくお酒を楽しみたい。そんな願いを叶
えるため、落としても割れないワイングラスが生まれ
ました。この樹脂製ワイングラスはフォルムの美しさ
と耐久性を兼ね備えていながら、食洗機の利用も可能
です。リサイクル可能で環境にも配慮されています。

海外旅行用の世界中どこでも使える電源アダプターで
す。コンパクトなキューブ型のボディに世界の各基準
に対応したコンセント 1 口と USB を 2 口備えているの
で使い勝手も抜群です。

1,300 円（税別）

2,850 円（税別）

M Powerd

LUMINOODLE

太陽の光に当て、空気を入
れてスイッチを押すだけ。
だれでも簡単に利用できる
LED ランタンです。

驚くほどの明るさで広範囲
を照らす完全防水にこだ
わった多目的ロープ型 LED
ライトです。

2,300 円（税別）～

2,980 円（税別）～

Key-Quest

鍵型のボディに缶開け・栓
抜き・ドライバー・ナット・
段ボール開封・糸切の 6 つ
の機能を搭載。
2,593 円（税別）

エアクッション

空気をさっと入れるだけで
ソファが完成！たためばコ
ンパクトに色々なところに
持ち運びできます。
5,074 円（税別）

Mogics / モジックス

防水加工をした小型の LED ライトです。グラスに水を
入れ MOGICS を浮かべてみてください。バスタブにた
くさんの MOGICS を浮かべてみてください。風や水で
消えない、驚くほど優しい光のフローティングキャン
ドルとなります。
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8,700 円（税別）

アウトドア・レジャーガジェット

Yashica LENS / ヤシカレンズ

YASHICA の精神を現代に受け継いだ新しい YASHICA の
スマホ用レンズです。1 台でマクロレンズ、対角画角
110°ワイドレンズの両方に対応しております。周辺光
量落ちやボリューム歪像も最低限にブロックした高品
質なスマホレンズの決定版です。

PIC

8,500 円（税別）

VAMP / バンプ

良い音を出すスピーカーを救い、再び輝かせるため、
「Save a Speaker」のコンセプトの下、本製品は生まれ
ました。専用アプリケーション不要でアナログスピー
カーを高音質の Bluetooth スピーカーに生まれ変わら
せるレシーバーです。

軽量、防水、どこにでも巻
きつけることができ、そし
てかわいいアクションカメ
ラ。
20,000 円（税別）

14,800 円（税別）

First Runner

薄型の持ち運び便利なモバ
イルバッテリー！オリジナ
ルプリント応相談。
2,296 円（税別）

LIFECARD

クレジットカード 3 枚分の
厚さ（3.95mm）の世界最
薄クラスのモバイルバッテ
リーです。
4,611 円（税別）

LIFE2GO / ライフ 2 ゴー

世界初のバッテリー内蔵 USB カーチャージャーです。
車内のシガーソケットを USB ポートに変換するだけで
なく、本体に 1,000mAh のバッテリーを内蔵している
ため車の外でモバイルバッテリーとしても利用可能で
す。

3,037 円（税別）
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Nipper

単 3 電池 2 本あればスマ
ホに給電することができる
ようになるキーアクセサ
リーです。
2,296 円（税別）

製品一覧
製品名

製品名（ヨミ）

製品概要

定価（税別）

スマホクリーナー

￥1,500

Air Speaker2

エアスピーカー 2

スピーカー

Analogue Clock

アナログクロック

LED 時計

am cleaner
ANYTIME
Bumpy
Cake

CUBE Click Clock
DAX

エイエムクリーナー
エニータイム
バンピー
ケイク

キューブクリッククロック
ダックス

LED ライト

ブロックトイ用テープ

￥22,963

P4,P9

￥21,000

P8

￥9,800

￥900

携帯空気清浄器

￥9,074

カードケース

￥1,320

LED 時計

掲載ページ

￥3,780

P6

P9

P10

P10

P8,P14
P13

Del Berry

デルベリー

ソープディスペンサー

￥2,500

P10

First Runner

ファーストランナー

モバイルバッテリー

￥2,296

P5,P12,P17

DONUT

GOVINO

Halo Cable
Haloback
HENG

iina Bluetooth イヤホン
KeyQuest
Kisslink
LAZO

LEVIT8

LIFECARD
LIFESTAR
LIFE2GO

LIFELINK

LightCase

ドーナツ

ゴビーノ

ヘイローケーブル
ヘイローバック
ヘン

イイナ ブルートゥースイヤホン
キークエスト
キスリンク
ラゾ

レビテイト

ライフカード

ライフスター

ライフ 2 ゴー
ライフリンク

ライトケース

電源タップ
グラス

スマホケーブル

画面保護フィルム
LED ライト

BT イヤホン

マルチツール

Wi-Fi ルーター

スマホケーブル

スタンディングデスク
モバイルバッテリー
スマホケーブル

カーチャージャー
スマホケーブル
撮影器具

￥4,611

￥1,300

￥3,200

￥1,833

￥8,500

￥5,260

￥2,593

￥9,241

￥3,500

￥2,640 ～

￥4,611

￥3,980

￥3,037

￥2,944

￥5,000

P5,P8
P16

P4,P12
P6

P9,P14
P6

P10,P13,P16
P8,P14

P4,P12

P10,P14

P6,P12,P17
P4

P6,P12,P17
P4,P12

P10,P14

製品一覧
LPB25

製品名

製品名（ヨミ）

エルピービー 25

製品概要

モバイルバッテリー

定価（税別）
￥1,500

掲載ページ

P5

LUMINOODLE

ルミヌードル

LED ライト

￥2,980 ～

P9,P16

M powerd

エムパワード

LED ランタン

￥2,300 ～

P9,P16

Mogics

MYNUS
Nico

Nipper

Octagon One
PIC

PowerCube

Cinnamon Kick
Q29
Qu

Symlis

TENGU

TriClock
TRIX

Unplugged
VAMP

Yashica LENS

エアークッション
トイレトレイ

マグウォレット
Travel Cube

名刀ペーパーナイフ

モジックス
マイナス
ニコ

ニッパー

オクタゴンワン
ピック

パワーキューブ

シナモンキック
キュー 29
キュー

シムリス
テング

トリクロック
トリックス

アンプラグド
バンプ

ヤシカレンズ

エアークッション
トイレトレイ

マグウォレット

トラベルキューブ

めいとうペーパーナイフ

LED ライト

スマホケース
電源タップ

スマホケーブル
LED ライト

アクションカメラ
電源タップ

電子タバコ

BT イヤホン
電源タップ

￥2,950 ～

￥3,900

￥1,741

￥2,296

￥8,300

￥20,000

￥1,150 ～

￥1,556

￥7,380

￥259

スマホケーブル

￥4,148

LED 時計

￥3,500

トイ

電源タップ

ケーブルオーガナイザー
スピーカー

カメラレンズ

アウトドアグッズ
トイレ用品

￥2,600

￥4,611

￥850 ～

￥14,800

￥8,500

￥5,074

￥980

財布

￥2,550

文具

￥3,200

電源タップ

￥2,850

P9,P16
P6

P5,P13

P4,P12,P17
P9,P14
P17

P5,P8
P10

P6,P13
P5

P4,P12
P8

P8,P14

P5,P8,P13
P6,P13

P4,P9,P17
P17

P16

P5,P14
P13

P16

P10,P13
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