モノショップ ギフトカタログ

SHAKE HANDS
SHSW-tre

シルバーとゴールドのゴー
ジャスな2色使いで、ボ
ディにSV925を贅沢に使
用し、真鍮ヘッドをロウ付
けしている。ヘッド部分に
は、手掘り彫金を施すとい
うこだわりの逸品です。

ブライドルレザーとサドルアップレザーを贅沢
に使用した、上品な質感とボリューム感を楽し
むことができるショートウォレット。
■カラー : ブラック × ネイビー
■素材 : ブライドルレザー、サドルアップレザー、
ブッテーロレザー
■サイズ : 約 W120×H95mm
■その他仕様
札入れ ×2( 仕切りあり )、カードポケット ×3、
小銭入れ ( ボタン留め )×1

C05

C01

mono×Enter the EXIT
クロコダイルコインケース
最高級のクロコダイルを一枚革で表
面に、金運向上を祈ったオレンジの
牛革を内装に使用。全てハンドソー
イングで、大人の男性が持つにふさ
わしい逸品。
■サイズ :W8×H8×D1.5 ㎝
■素材 : クロコダイル、牛革
■仕様 : コインケース ×1
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mono×Enter the EXIT
クロコダイルカードケース
貴重なクロコダイルレザーを全面に使用し
た、ダンディズム溢れるカードケース。
■カラー：ブラック
■サイズ：W7.5×H11×D1.5cm
■素材：クロコダイルレザー
■スペック：名刺20枚程度
収納可能、ポケット×1
フ ラ ッ プ 裏 に は EXIT、
グリーディキャット、モ
ノのロゴの刻印入り。

ウォレットの表面にはしなやかで真綿のように
ソフトな鹿革、裏面には牛革を採用。鹿革は牛
革よりも水に強く、伸びに強いのが特徴。
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使い込むことで表情豊かにな
り、経年変化が楽しむことが
できるウォレット。

必要最低限のもの
スタイリッシュに
収納できます。

真田丸
スリムロングウォレットと
キーホルダーセット

Enter the EXIT
スペルマ・テール
ネックレス
■カラー : 黒 ( ブラック )
■素材 : 鹿革 ( 表 )、牛革 ( 裏 )
■サイズ : 約 W18.5×H9.5×D1.5cm
■重量 : 約 100g
■仕様 : 札入れ ×1、カードスロット ×5、
ファスナー付きコインケース ×1、
ポケット ×4

シルバーとゴールドのゴージャス
な2色使いでスペルマ「精子」をデ
ザインした遊び心いっぱいのジュ
エリー。
■素材：SV925( ボディ )、真鍮 ( ヘッド )、
：レザー ( ロープ )

真田家の家紋であるオリジナ
ルの六文銭を真田紐で結んだ
存在感抜群のキーホルダー。

革蛸コンパス×mono
ロディアカバー＆マウスパッド
ステーショナリーセット

スナップを外せば大きく開き、
中が見やすいので、コインの
取り出しもスムーズ。
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C10

ブルー

色鮮やかなブッテーロレザーを使ったきっち
りとした仕上がりのロディアカバーとマウス
バッドのセット。
■材質 : 牛革 ( ブッテーロレザー )
■サイズ：W17×H22.5×D1.8cm( 2 つ折り時 )
■仕様：メモホルダー × 1 、ペンホルダー × 1 、
ジョッター × 1 、ポケット × 2 、ロディアのメモ × 1
※ロディアカバーとマウスパッドは同色の
カラーセットになります。

ブッテーロの香り、手にしっとり馴染む肌
触り。大人の文房具ならではの品格を感じ
ていただけます。
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C07

C08

C09

ブラック

イエロー

ナチュラル

ピンク

マウスパッド
■素材 : ブッテーロレザー、ウレタン ( 裏面 )
■サイズ : 約 W15×H0.6×D15cm

ショルダーの革の部分は、柔らかく、
しなやかなシュリンクレザーを使用し
ています。

KT Company
ハーフムーンショルダー

DEGNER
ONE SHOULDERBAG[B-002]

異素材をバランスよくコンビネーション
して作り上げた昭和元年創業京染呉服屋
「こんけい」の逸品。

必要最低限のモノを持ってツーリングに
出かけたい! というサイズ感のワンショ
ルダーバッグ。左右のどちらの肩掛けに
もジャストフィットするよう、ストラッ
プの位置が変更可能。ストラップの長さ
もバックルで調整できます。

■L サイズ : 約 W45×H21×D10 ㎝
■素材 : 綿 100%、牛革

刺し子の手芸加工を
用いた表面地。
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C13

ブラック

Cramp ヒッコリー×オイルステア
シュリンクレザートートバッグ
ざっくりとしたヒッコリー生地
に、ハンドル、縁、底まで厚手の
オイルステアシュリンクレザーを
使用した「Cramp(クランプ)」の
ストライプ柄トートバッグ。
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■カラー : キャメル
■素材 : イタリアトスカーナ植物タンニンなめし牛革、
イタリアコット (CO98%、PU2%)
■サイズ : W20×H32×D7cm
■容量 : 3.5L
■重量 : 約 602g

開閉の煩わ
しさを解消
したフック
型のオリジ
ナル金具。
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チョコ

タリアトスカーナ植物タ
ンニンなめし牛革、イタ
リアコットン。革は風合
い豊かで温かみのある
キャメル色。

■カラー : ブラック、ブラウン、チョコ
■サイズ : W50×H30×D15cm
■素材 : ヒッコリー生地、
オイルステアシュリンクレザー
■仕様 : ポケット ×2、
カードスロット ×1 を装備。

B4サイズがすっぽりと収納できる大サ
イズ。サイドにタバコやスマホを収納
できる“隠しポケット”がついている。

maware
レザー サイクルトートバッグ
自転車通勤に最適で、降りた後はビジ
ネスバッグとして使える本革の自転車
バッグ。A4の書類やノートPC、タブ
レットを持っての自転車通勤、さらに
は電車通勤、カジュアル使いにも最適
なサイズと形になっています。
■サイズ : 約 W340×H270×D70mm
■素材 : 牛革

C14
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ブラウン

【地方創生ブランド・島根】

■サイズ : 径 8.5× 高さ 13cm
■ペア２個セット

山本漆器店
八雲白壇カップペアセット
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中塗した器に色漆や銀粉で絵を描いた上に、半透明の飴色をした「透
漆(すきうるし)」を塗り重ね、研ぎだして、磨きをかける松江市の伝
統的な漆器「八雲塗」。その八雲塗に金箔を用いた八雲白壇(やくも
びゃくだん)「琥珀」というもの。生漆を用いて金箔を器の全面に
貼った後、透漆を重ね、八雲塗の技法を用いて仕上げたカップ２個の
セット。

最初は濃いワイン色をしている
が、使い込むうちに透漆の特徴で
透明になり、金箔の色が浮かび上
がってきます。

C19
ブラック

MARATHON ナビゲーター
ノーデイトウォッチ ステライル

LOGOS アウトドアで
竈＆ダッチオーブンの本格調理セット

1939年にカナダに設立され、世界各国の政府/
軍機関にフィールドウォッチを提供し続けてき
たメーカーMARATHON社のミリタリーウォッ
チ。湾岸戦争においてパイロット向けに3万本納
めたことや、NASAのパイロットにも使用され
るなどの実績のある腕時計です。

鍋料理とオーブン料理が一度にできる
「KAMADO構造」の多機能万能調理グリ
ルとダッチオーブン、成型炭のセットで本
格調理をお楽しみいただけます。

■文字盤 : 12 時間と 24 時間両表示
■防水 : 6 気圧
■ムーブメント : スイス製クォーツ ( ハック付 )
■ケース : ファイバーグラス混合樹脂、
■風防 : ヘサライト樹脂クリスタル
■ベルト : TypeII スペック ナイロンベルト
■重さ : 45g( 本体及びベルト )
■色 : セージグリーン、ブラック
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■セット内容
the KAMADO × 1
SL ダッチオーブン 10inch・ディープ ×1
ミニラウンドストーブ 4×1

成型炭

専用インク付

裏面に刻印された
モデルナンバー

US STENCILS STAMP
4サイズ+インク セット

トリチウムによる自
発光カプセルにより
昼夜を問わず明るく
発光します。

C18
セージグリーン

HAZARD4 スリングパック
フォトリーコン エヴァック
コンバットカメラマン仕様
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ブラック

ステンシルマシンやステンシルプレート無し
で、さまざまなモノに実に簡単にステンシル
文字が入れられるスタンプのフルセット。
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■スタンプサイズ：
・0.4 インチ ( 約 1cm)
・0.6 インチ ( 約 1.5cm)
・１インチ ( 約 2.5cm)
・２インチ ( 約 5cm)

コヨーテ

世界中の報道カメラマンに愛用されているカメラバッ
グ。内部はベルクロ固定による仕切りが4つ付属。好
きな場所に仕切りを配置できるのでレンズ・カメラ本
体に付属品と仕分けることが可能です。

世界のミリメシを実食する
〜兵士の給食・レーション〜
ミリメシ 25 食セット
C24

■カラー : ブラック、コヨーテ
■サイズ :W18×H52×D21cm
■容量 :19.7L
■素材 : コーデュラ 1000

ミリメシ25食とミリメシ関連書籍の特別セット。
いつでもどこでも食べられる軍隊食を意味するミリ
メシ。いざという時の非常食には勿論、アウトドア
で手軽に食事という時にも重宝します。

バッグ内部は自由にレイ
アウトが可能。上面フ
ラップを開けると素早く
カメラが取り出せる。

持ち運びに
便利な収納
バッグ付
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■補充インク (5ml)
■スタンプ台 ×１
■スタンプ台 ×２

【セット内容】
カレーライス (180g)×5
シチュー (180g)×5
牛丼 (180g)×5
中華丼 (180g)×5
ハンバーグ (180g)×5
書籍：
世界のミリメシを実食する

これさえあ
れば、水や
火がなくて
も温かい食
事がとれま
す。

