モノショップ ギフトカタログ

革蛸コンパス × mono

キーフック & キーキャップ 5 色セット

A08

ARLEQUIN

キーフック&キーキャップ5色セット。5色のブッテーロレ
ザーのキーキャップを合わせることで、キーホルダーのア
クセントになり、鍵のぶつかる音も軽減されます。

Business Card Holder 2 Pockets
シゴトもアソビも全力で楽しむ“2面性”の
ある大人に捧げるブランド、ARLEQUIN
(アルルカン)。素材は革を切断した後にで
きる革クズ30%にゴム70%を加えたハイ
ブリッドレザー。しっとり・すべすべの質
感、革の匂いやゴムの弾性を活かしたアイ
テムにリ・バースさせています。

■キャップ部素材 : 牛革 ( ブッテーロレザー )

A10

A13

【地方創生ブランド・岐阜】ヤマ亮

冷やす冷酒器「ゆらり」
(2合) &
おちょこ4個セット

A01

グレー

A02

ナチュラル

ピンク ( 陽桜 )

A05

イエロー ( 黄金 )

A06

岐阜県の陶磁器・美濃焼。その中でユニークな陶磁
器を作りだしているヤマ亮の冷酒器「ゆらり」
。
■材質：陶磁器
■本体サイズ (360ml)
117×90×H120mm
■おちょこ：直径 59× 高さ 37mm

■カラー : ブラック、ブルー、ピンク、イエロー、ナチュラル
■材質 : 牛革 ( ブッテーロレザー )
■サイズ : 約 W7.5×H15.3×D0.3

A04

白伊賀風

A09

手帳カバー、書類ケース、ペンケースなど日本の文具
シーンに早い時期からレザーを取り入れたレザーファ
クトリー「バイステップ」が、人気レザーブランド革
蛸とタッグを組んだステーショナリーライン「革蛸コ
ンパス」の牛革製ペンケース。

A03

A12

白 ( 艶あり )

革蛸コンパス
ペンケース

ブルー ( 月光 )

赤 ( 艶あり )

A11

■カラー：グレー、ナチュラル
■素材：ハイブリッドレザー ( ゴム 70%、革 30%)
■サイズ：W11×H6.5×D1.8cm

ブラック

黒 ( 艶あり )

黒備前風

ナチュラル

A07

A14

裏面には革蛸と
コンパスの烙印

丸い容器に氷を入
れ、本体に酒を線
まで注ぎセットす
れば、2〜3分で
飲み頃の冷酒がで
きあがります。

ゆらりとセットのおちょこは
同色4個をお届けします。

SKROSS
ワールドアダプター USB2 ポート
変換アダプタのみのモデル

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

スマートにペンを挿入できる3
本差しのペンケース。マチな
しで薄くコンパクトなので、
そのままジャケットの胸ポ
ケットに収納できます。

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。
※海外使用アイテムのため、日本国内では使用できません。

SOLID DESIGN
milagro シリーズ ペンダント
フィギュア原形師の長村敏充さんが代表を務める「SOLID
DESIGN(ソリッドデザイン)」。milagro(ミラグロ)とはスペ
イン語で「奇跡」を意味しており、健康や開運を祈願すると
きに奉納する、人体の一部を象った金属製のチャーム。

CARL MERTENS BALANCE
バランスカップ

A15

ミックス

造形美と機能美を兼ね備えた、ドイツのデザインプ
ロダクト「カール・メルテンス」。傾き方で中の残
量がわかる「バランスカップ」は、カール・メルテ
ンスの代名詞ともいえるデザインプロダクトです。

■カラー : プレーン
■素材 : 真鍮

■素材 :18-10 ステン レス
■サイズ : 直径 80×H55 ㎜

A25

A19 Baby / 赤ちゃん

A17 Heart / 心臓

A20 Tooth / 歯

A18 Hand / 手

A21 Ear / 耳

SOLID DESIGN タイクリップ

A26

KISSO italate カフス

■カラー：ブルー、ミックス
■サイズ：H11×W15×D8 mm
■材料：セルロースアセテート
( 綿花由来樹脂 イタリア産 )
■重量：1.3 g

貼り合わせ
たアセテー
トシートを
カフスの形
に切り出す
技 術 は、熟
練の職人だ
からこそ。

空の状態では斜めに傾き、
満たせば垂直になるよう、
ステンレスの厚みが調整
された二重構造となって
います。

こちらのタイクリップはネクタイの結び目に差し込ん
だり、襟もとや袖口に着けたり、帽子のポイントにし
たりと、アイデア次第で自由に楽しめます。
■カラー : プレーン
■素材 : 真鍮製
■サイズ : 約 3.5cm×1.3cm

CVF
ウルトラ警備隊キャップ
コレさえ被ればアナタも憧れのウルトラ
警備隊!! もしウルトラ警備隊が実在す
るなら、装備品はおそらく航空自衛隊と
同仕様になるだろうということで、実際
の航空自衛隊のキャップを作っている製
造元に発注した、超こだわりの大人の
キャップ。

A22 ワニ

A23 トカゲ

A24 ヘビ

A27

眼鏡フレームの素材から生まれたお洒落
なカフス。イタリアから輸入したセル
ロースアセテートを、鯖江の眼鏡職人が
手作業で形にする。美しい色柄と職人技
に裏打ちされたアイテムです。

Eye / 目

A16 Brain / 脳

ブルー

アクセサリー感覚でシャツの襟
元、胸ポケットなどのワンポイ
ントに。自由に男性ファッショ
ンを楽しむことができるアイテ
ムです。

■L サイズ ( フリーサイズ対応 )
( 調整可能・約 59cm)

A28

ウルトラ警備隊という遊
び心がありつつも、さり
げなくお洒落に楽しめる
キャップです。

悪G堂
山谷プロダクツ/紙袋トート

Camerons ミニスモーカー
A29

山谷を歩く外国人バックパッカーに触発され、誕生した紙袋
トート。素材には山梨県の和紙メーカーが開発した、強度があ
り、水濡れにも強い「ナオロン」を使用。ダンボールコラー
ジュを80%植物由来成分の環境対応型インクでプリント。
■素材：ソフトナオロン ( 木材パルプ、
ポリオレフィン繊維 )、綿
■サイズ：約 W29×H25×D10 ㎝
■重量：約 138g

■内容：本体、トレイ、網、フタ、スモークチップ 155ml ×1
(※スモークチップは選べません )、日本語説明書
■材質：ステンレス
■サイズ：使用時 :17.5×42.5×7cm
収納時 :17.5×30×7cm 網からフタまでの
高さ : 約 4.5cm( スモークチップを敷いてない状態 )
■重量：1265g

6本のペットボトルが
ちょうど入るゆったり
サイズ。素材は紙なの
にとても丈夫です。

A30

ガス・炭火・オーブン・IHとマルチ対応！ アウトドア
はもちろん家庭でも手軽に燻製料理が楽しめるアイテ
ム。肉や魚、チーズなどをスモークすれば、ちょっとし
たおつまみにピッタリ。ハンドルが折りたためるので収
納もコンパクト。

SOL サバイバルポンチョ&
ヘビーデューティ
エマージェンシーブランケット

NOMADIC CH-54
ハンギングポーチ

A33

宿泊先のクローゼットのバーに、ジッパーを開いて吊
るすだけ! 3日分の容量を備えたハンギングポーチ。
アイテム別や日にち別でセットすればより便利。

３分割されているので、日
にちごと、アイテムごとな
ど便利に収納できます。

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 3 食セット
ミリメシ３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。
【セット内容】
海軍カレー [ みそ汁付 ]×1
ミリメシ 牛丼 ×1
缶のミリメシ ×1
( 鶏肉うま煮＆栗五目ごはん )
書籍：世界のミリメシを実食する

A32

ポンチョ
■収納サイズ：W11×H9×D3cm
■重量：90g

■カラー：ブラック
■サイズ：W22×H26×D11 ㎝
■素材：ナイロンリップストップ
( エラスティン ポリウレタン加工 )
クローゼットや洗面のタオル
バーにも簡単に固定できます。

A31
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。

完全防風、防水でオールシー
ズン天候を選ばず使用できる
保温性の高いポンチョと体熱
の90%を反射して保持する非
常用ブランケットのセット。
ブランケットは敷物やタープ
としても使用できます。

続・ミリメシおかわり !
ミリメシ 3 食セット
ミリメシ３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。
【セット内容】
ミリメシカレーライス ×1、ミリメシ牛丼 ×1、ミリメシシチュー＆ライス ×1
書籍：続・ミリメシおかわり！ ( 缶オープナー付き )

A34

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。

ブランケット
■カラー : グリーン
■収納サイズ :17×20×3.5cm
■広げたサイズ :142×213cm
■重量 :210g

