モノショップ ギフトカタログ

GREDEER

アドバン 小銭入れ

【地方創生ブランド・岐阜】

大橋量器 ヒノキの加湿器

B01

ワイン

革をなめす過程で一旦塗装した上に、さらにそれ
よりも濃い色の塗装を重ね、パフ掛けを施して上
層の濃い色を部分的に落とし色ムラを出す「アド
バンティック仕上げ」という製法を用いた高級小
銭入れ。

「MAST」交換用セイル3個付き

全国シェア80%の升の産地である岐阜県大垣
市。その升づくりの技術を活かしながら開発さ
れたオリジナル商品電力を一切使わない100%
ヒノキ製の加湿機。やさしく香るヒノキと自然
な潤いも楽しむことができます。

■カラー：ブルー、ブラウン、ワイン
■素材：牛革
■サイズ：W80×W74 ㎜
■仕様：小銭入 ×1

■M サイズ：W200 x D50 x H155mm
■素材：国産ヒノキ

B02

ブルー

B03

ブラウン

経年変化で下の色が
浮き出て独自の風合
いが楽しめます。

B14

1 回のフル充電につき約 300 回使用
可能だ。底部に microUSB ケーブル
を挿せば約 3 時間でフル充電できる。

B05

B06

レッド

ブラック

元林 バッテリーライター
spira アーマー革巻き

交換用ヒーターユニット3個付き
「spira(スパイラ)」は、充電式で何度で
も繰り返し使えるエコライター。

ブラウン

ライトブラウン

B07

B04

BLTOM JEANS
オリジナルオイルベンズレザーベルト
シンプルなバックルを合わせ、アメリカンヴィンテー
ジを彷彿させる存在感に仕上げたレザーベルト。オリ
ジナルの国産姫路レザーを使用。

B08

■サイズ：6×4×1.5cm
■本体重量：66g
■素材・材質：真鍮、牛革
■付属品：spira 本体、ケース、
microUSB 接続ケーブル

B09
B10

▼ブラウン
▼ヌメ

B11

レッド
■カラー：ブラック、ブラウン、
ヌメ、レッド、ブルー、キャメル
■素材：オリジナル姫路レザー ( 牛革 )
■サイズ：30/31/32/33/34/36/38 インチ
■ベルト幅：38mm
■厚み：4mm

▼ブラック

▼レッド
▼ブルー

B12
B13

▼キャメル

【地方創生ブランド・島根】

石州亀山焼 ビアカップ(ペア)
自家の山で陶土を採り、成形から焼きまで一貫生
産する窯元の石州亀山焼によるビアカップ。ビー
ルを注ぐと泡がキメ細かく長持ちします。
■サイズ：約 直径 7.8× 高さ 12.4cm
※実測のため、大きさに多少の前後がございます。
■ペア２個セット

B15

WANCHER Gurkha
B16
ミリタリーウオッチ
PVDマットブラック＆
アルミ製削り出し高級キズミセット
ハンドルを握っていても最小限の動きで時間を視認しやす
いよう、文字盤を“右斜め30度”に回転させた実用的なデザ
インのミリタリーウォッチと純アルミニウム100%のアル
ミ・ブロックを職人の手作業で平均厚0.5mmにまで削り出
し、鏡面仕上げが施された時計用高級ルーペのセット。
■ウォッチモデル：VD マットブラック
■サイズ：ケース幅 33mm、厚さ 9mm、重さ 30g、ラグ幅 16mm
■仕様：高精度日本製クォーツムーブメント、三針タイプ、
5 気圧防水、PVD マットブラック加工ケース (PDV モデル )、
特殊強化ナイロン引き通しベルト (240)
■キズミケース素材：アルミニウム 100%
■レンズ直径：2.7cm
■倍率：4 倍

mono 限定ウインドブレーカー

Moraknife
タクティカル

B20

薄くて軽い。1年を通じて役立つからこそ行動派はウインド
ブレーカーの有用性を熟知している。ウインドブレーカーの
ポケットは大きく、ジッパーで開閉が可能。また、裏地には
アルミコーティングもされているので保温性も高い。mono
オリジナルのミリタリーパッチがポイントです。

最新のテクノロジーを加えた幅
広いラインナップのナイフを製
造し続け、スウェーデン国王か
らも高い評価を受けているMora
of Sweden社製ナイフ。

B17

STERLING
マルチパワーステーション 2

■柄素材：ラバー
■刃素材：カーボンスチール ( ブラックコーティング )
■全長：約 232 ㎜
■重量：約 122g( ナイフのみ )
■付属品：モールシース
■生産国：スウェーデン

ソーラー充電と手巻きダイナモ充電ができる、使えるラジオ
ラ イ ト 。 基本 機 能 は LEDライト(白色3灯)、ラジオ
(AM/FM)、サイレン、ランタン(白色4灯)、
プラグイン携帯電話充電機能(スマホ
や携帯電話への充電をハンドル
回転式、アルカリ乾電池、お
よび蓄電された内部電源から
も直接ケーブルをつなぐだけ
で充電が可能)の5つ。
■サイズ：直径 69×H343mm
■重量：445g
■材質：ABS 樹脂
■付属品：接続ケーブル ×1、コネクター ×4、
ショルダーストラップ

■素材 : ナイロン 100%( 裏地にアルミコーティング )
■サイズ：S、M、L、XL
サイズ

S

M

L

XL

着丈

67

70

73

76

身巾

52

56

59

63

裄丈

83

86

89

92

※単位は cm になります。

裏地は保湿性
が高いメッ
シュコーティ
ング。

■U.S.NAVY COOK
1ST CLASS 仕様

B21

アメリカ海軍にルーツをもつオ
リジナルパッチをあしらったデ
ザイン。

レッドオレンジ

B23

B18

B22

■NASA 仕様

PCなどのUSBからの充電
や、携帯電話への充電可能。

STERLING
stay alive oﬃce for 3days 防災用品
災害時にオフィスや学校で帰宅困難になった際を想定し、3日間を
目安とした必要最低限の防災グッズをセレクトした防災セット。

ROYAL BREEZE EREBUS::SPIDER

■セット内容
ラジオライトチャージャー「モナフル」
、プレ
ミ ア ム G 乾 電 池 ( 単 4×9)、マ イ レ ッ ト
MINI10(10 回分 )、ペーパー歯磨き (5 回分 )、
エイドクルー 46、防災ウエットタオル、け
むりフード、カイロ 3 枚

災害時やアウトドア、サ
イクリングなどで役立つ
多機能ブレスレット「エ
レバス・スパイダー」。
パラコードの長さは約2m
が2本(計4m)。他にも
ケーブル結束バンドや緊
急用ホイッスル、暗闇で
光る蓄光糸など、いざと
いう時に使えるギミック
が盛り込まれています。

B19

グリーンゴールド
ピンク

B24

B25

■コンバット・カメラマン仕様
U.S WAR PHOTOGRAPHERのタグ
パッチに、8Ballsパッチ、フィルム付
きのインディアンカメラマンのパッチ
がついています。

B26
B27

グレーオレンジ

ブラックグレー

NOMADIC CUBOID CU-01
オンにもオフにもしっくり使えるキューブ型の機能的デイ
パック。両サイドに折り畳み傘やペットボトルがすぽっと入
るサイドポケット(最大直径16×深さ16.5㎝)を装備。
■素材 : ターポリン x600D
ポリエステルオックス
■サイズ : 約 W29×H45×D19cm
■重量 : 約 800g

B28 ネイビー

B29

ネイビーはブラック&
グレー、ブラックはオ
レンジ＆ブラックの
ツートンカラー。ジッ
パーポケットの大(開口
20×深さ15㎝)と小
(開口6.5×深さ8㎝)が
付いています。

ブラック

横濱帆布鞄 M12A8
Yacht Carry Bag

LOGOS コンパクトBBQ セット
ハイキングや休日のベランダBBQ
用に開発された、なんとも物欲をそ
そる小さなグリル、樹木を伐採せず
に不要なヤシガラを再利用したエコ
な成型炭、遠赤効果で焼き具合もを
最適にしてくる焼く岩塩プレートの
オリジナルセット。

B31

■セット内容
ピラミッドグリル・コンパクト ×1
エコココロゴス・ミニラウンドストーブ 4×1
岩塩プレート ×1

成型炭

Kelly Kettle
スカウト1.2L ステンレス

B29

防水素材で、口元を折ることに
よって、雨がバッグの中には入
り込まない仕組みになってい
る。A4がすっぽり入るサイズ。
内 側 に は ス マ ー ト フ ォ ン、
手帳などが収納可能なポ
ケットを装備。

古くから英国のフィッシャーマンたちに愛用
されてきたケリーケトル。一度にカップ5〜6
杯分のお湯を沸かすことができます。
■本体 : ステンレススチール
キャップ : シリコン ( 付け替え用コルク付き )
■サイズ： 高さ : 31cm 幅 :18.5cm
■重量 : 約 985g
■付属品：説明書 ( 日本語 )、収納袋

■カラー : グレー × ブラック
■素材 : 森野艦船帆布 4 号ビニロン繊維
キャンバス ( 本体 )、
ナイロン四綾織テープ ( ショルダーベルト )
■本体 : 約 W400×H440×D100mm
■ショルダーベルト : 約 W38×L550 〜 1000mm
■重量 : 約 590g

SKROSS
ワールドアダプター充電器付き

NOMADIC BESIDER BS-72
A4サイズが曲げずに入るメイン収納をはじ
め、ふたつの天蓋ポケット、前面にはクッ
ション性の高いデジタルツールポケット、底
部には折り畳み傘を入れておける傘ポケッ
ト、側面にはペットボトルを入れられるボト
ルポケット、そして背面には文庫や封筒が入
るフラットポケットを配している。

B30

■カラー : ブラック
■素材 : ターポリン
■サイズ : 約 W34×H37×D17cm
■重量 : 約 800g
本体素材に撥水性の高い
ターポリンを使用。

岩塩プレート

B32

B33

世界150以上の国で電気製品を使いながらUSB接続で
最大2つの機器の充電が可能なワールドアダプター。
■本体サイズ : W49×H67.6×D52.4mm
■本体重量 : 131g
■充電器サイズ : W37.5×H52×D24mm
■充電器重量 : 42g

3つの機器を同時
に使用可能。USB
ポートからタブ
レットとスマート
フォンを充電しな
がら、電気製品を
使用することがで
きます。

スライドすると電源プラグが出てくるシステムにより、国ご
との形状に合わせて世界150カ国以上の国で使用できます。

