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 MAGNETIC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g

 MAGNETIC POCKET
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g

 SOFT POCKET
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g

 UTILITY POCKET
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g

 DUST COLLECTION CUP
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　85g

Fizz-1059/4975144552585
Fizz-1060/4975144552592

Fizz-1061/4975144552608
Fizz-1062/4975144552615

Fizz-1042/4975144551014
Fizz-1065/4975144552646

Fizz-1043/4975144551021
Fizz-1066/4975144552653

Fizz-1045/4975144551823
Fizz-1068/4975144552677

JANコード

JANコード

JANコード

JANコード

JANコード

強力ネオジムマグネット内蔵のホルダーに iQOS
ホルダーを近づけるだけで簡単にホールドできます。
コンパクトサイズなので色々な場所に取付可能。

強力ネオジムマグネット内蔵のホルダー付きポケット。
マグネットホルダー部に iQOSホルダーを近づける
だけで簡単にホールドできます。
収納状態でも iQOSチャージャー本体のインジケー
タを確認できる窓付き。
ソフト素材で便利に使えるコンパクトなポケット。
ダッシュボードやドアサイド等に。
ポケット底面には充電用コネクターの差込用穴が開
いています。

iQOSに最適なファブリック調の便利でシンプルな
ポケットです。
取付フックで吊り下げ、またはAC取付金具でAC
吹き出し口に取り付けることも可能です。
底面には充電用USBケーブルの穴が開けられてい
ます。

iQOSに最適なファブリック調の便利でシンプルな
大型ポケットです。
取付フックで吊り下げ、またはAC取付金具でAC
吹き出し口に取り付けることも可能です。
底面には充電用USBケーブルの穴が開けられてい
ます。

iQOSの使用済みヒートスティック捨てに最適です。
また、ベースと本体が脱着できるので、捨てやすく、
水洗いなどで掃除も簡単です。
太缶ドリンクサイズのカップダストです。取り付けは
純正ドリンクホルダーやエアコンドリンクホルダーに
置くだけでOK。
この製品はタバコの灰皿としてはご使用できません。
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Fizz-1059 ブラック

Fizz-1061 ブラック

Fizz-1042 ブラック

Fizz-1043 ブラック

Fizz-1045 ブラック

Fizz-1060 ホワイト

Fizz-1062 ホワイト

Fizz-1065 ホワイト

Fizz-1066 ホワイト

Fizz-1068 ホワイト

Fizz-1042 / 1065　ソフトポケット

Fizz-1043 / 1066　ユーティリティーポケット

Fizz-1045 / 1068　カップダスト

Fizz-1059 / 1060　iQOS マグネットホルダー

Fizz-1061 / 1062　iQOS マグネットポケット
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 PLOOM TECH MAGNETIC HOLDER&CLIP
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード　4975144554213

プルーム・テックに付属のクリップをセットすれば、
簡単でしっかりホールドできるマグネットホルダーと
して使用できます。
クリップにより、胸ポケットに差し込むことができる
ので、屋外への携帯に便利です。
マグネットホルダーは、粘着シートにより、使いや
すい場所に簡単に取り付けられます。

違うフレーバーを楽しむ二本使いユーザーに対応し
た設計となっています。
ダブルポケットなので、プルーム・テックとカートリッ
ジを同時に収納が可能です。
タバコカプセルも2種類10個まで収納が可能です。
タバコカプセルの使用状況が分かる確認用の窓付き。
左右対象なので、どちらの面でも取り付けできます。
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Fizz-1071　Ploom TECH ソフトポケット Fizz-1072　Ploom TECH ポケット

（ホルダー）

Fizz-1069　Ploom TECH ストラップ Fizz-1070　Ploom TECH マグネットホルダー & クリップ

プルーム・テックのスティック部分に取り付けるス
トラップです。
携帯性に優れ、プルーム･テックの機能、特性を存分
に楽しむことができます。
車内以外でも、レジャー、作業等、さまざまなシーン
で使用できる便利なグッズです。
軟質素材なので、本体を傷付けることがありません。

プルーム・テック本体、 タバコカプセル及びキャリ
ングケースなどの付属品を使いやすく収納できるポ
ケットです。
違うフレーバーを楽しむ二本使いのユーザーに対応し
た４つの収納スペースを備えています。
ハードとソフト両タイプのキャリングケースがご使用
になれます。 　
付属の取付フックで、 簡単に取り付けられます。

 PLOOM TECH STRAP
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　30g
JANコード　4975144554206

 PLOOM TECH SOFT POCKET
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード　4975144554220

 PLOOM TECH POCKET
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード　4975144554237

ヒモの長さ：55cm

 DUST COLLECTION CUP L
パッケージサイズ　180（高）×75（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード　4975144554381

IQOSヒートスティックが約80本入るタップリサイ
ズ大型のカップダスト。
IQOSヒートスティックを片手で捨てられる機構と
臭い漏れキャップ付き。
IQOSホルダーを２個設置できます。
差し込みスタンドには iQOSとプルームテックをス
タンドできます。
glo のネオスティックにも対応する十分な深さ。
この製品はタバコの灰皿としてはご使用できません。
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Fizz-1087　カップダスト L
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透明ポケットを装備したACホルダーです。透明
なので、中身がハッキリ分かります。
コンビニコーヒーの安定したホールドもOK。
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Fizz-989　スライドスマホ AC ホルダー  SMARTPHONE AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×95（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　220g
JANコード　4975144109895

収納する小物の厚みに合わせてポケットのスラ
イド調整ができます。
スマートフォンを収納したまま、お手持ちの充
電器で充電できます。※充電ポートの位置によ
ってはできない機種があります。
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Fizz-1047/4975144552462
Fizz-1048/4975144552479
Fizz-1049/4975144552486
Fizz-1050/4975144552493

Fizz-1051/4975144552509
Fizz-1052/4975144552516

JANコード

JANコード

 CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g(Fizz-1047)

 MAGNETIC SMARTPHONE CUP HOLDER 
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　190g

Fizz-1047 / 1048 / 1049 / 1050　カップホルダー

Fizz-1051 / 1052　マグネットスマホカップホルダー

160g

Fizz-869　サイド AC ホルダー  SIDE AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード　4975144108690

運転席・助手席のエアコン吹き出し口に最適な
ドリンクホルダーです。
スライド幅が細かく調整できるので、しっかりと
ドリンクをホールドできます。
使用しない時はスライドさせてコンパクトに収
納できます。

Fizz-1005/4975144549905
Fizz-1023/4975144550697

Fizz-1023 ブラック

Fizz-1005 ブラック /メタル

Fizz-859　AC ホルダー
 AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g
JANコード　4975144108591

細缶から500ml紙パックまでホールドできます。
ワンタッチでホルダーが開きます。
使用しない時はたたんでコンパクトに収納できます。
インテリアにマッチしたデザインです。

※ IQOSは PhilipMorrisProductsS.A. の商標です。
※PloomTECHは日本たばこ産業株式会社の商標です。
※glo はブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンの商標です。

OPEN 時
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新機構ハイブリッドフラップを採用！
正面に強力ネオジムマグネット使用のスマートフォン
ホルダー付き。画面を隠さずに簡単にスマートフォン
を固定できます。
スマートフォン許容重量：200g以下※後付カバー
も含みます。
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Fizz-1048 カーボン調 /メタル

Fizz-1052カーボン調 /メタル

Fizz-1049 カーボン調 /レッド Fizz-1050 カーボン調/ブルーFizz-1047 ブラック

Fizz-1051 ブラック

iQOSホルダー、iQOSポケットチャージャー、カッ
プ型ゴミ箱などの収納に最適です。
iQOS用のポケット類は左右に移動できます。
本体ホルダーはカップ型ゴミ箱の他に250ml缶か
ら500ml紙パックまで対応します。

Fizz-1040　DC チャージャー

Fizz-1044　スリムポケット

Fizz-1041　ポケット AC ホルダー

インテリアの雰囲気をくずさない純正調のシンプルデ
ザイン。
iQOSのキット一式をスッキリと収納できます。
収納物にやさしい柔らか素材を使用。
左右の向きを入替えることができる iQOS専用スペー
サー付き。
左右側面にコードを留められるフック付き。
底面には充電用USBケーブル用の穴が開けられてい
ます。

 SLIM POCKET
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　165g
JANコード　4975144551038
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●新機構ハイブリッドフラップを採用！
柔らかいフラップがあらゆるサイズのドリンクを
入れた時のフィット感を実現し、硬いフラップが
柔らかいフラップと連動して常時カップ等の側面
を4面で追従。ホールド性の高さを実現しました。

お車のシガー（電源）ソケットに差込み、iQOSポケッ
トチャージャーにつなげるだけで簡単に充電。
余裕の２mロングコード仕様で、運転席の右側
や後部座席（2列目）での使用に最適です。
2.1A出力仕様です。2.1A出力に対応した大径
コードを採用。
配線に便利なコードクリップ付属です。

 DC CHARGER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　85g
JANコード　4975144550994

 AC POCKET HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×120（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　240g
JANコード　4975144551007
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コード長：約 2m
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Fizz-1010　スマホポケット AC ホルダー  SMARTPHONE AC HOLDER
 パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×160（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　255g
JANコード　4975144549950

●スマートフォン用ポケット部適合範囲
・許容重量：200g以内 /・収納寸法：収納物の幅
82mm以内、収納物の厚み12mm以内　　　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

●スライドポケット部適合範囲
・許容重量：200g 以下/・収納寸法 : 収納物の幅
40mm以上、76mm以下、収納物の厚み25mm
以下※重量および寸法は後付カバーも含みます。

Fizz-1014 　ジャストフィットカップホルダー
 JUST FIT CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×76（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144549998

スライド幅が細かく調整できるので、しっかりとドリ
ンクをホールドできます。
使用しない時はスライドさせてコンパクトに収納できます。
狭いコーナーに最適サイズ。7070

86

Fizz-1005/1023　スマートフォン AC ホルダー 3DFizz-1018　スマートフォン AC ホルダー  SMARTPHONE AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×115（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　275g
JANコード

 SMARTPHONE AC HOLDER
 パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×120（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　204g
JANコード　4975144550529

見やすくて、使いやすいスマートフォンホルダー3D
を装備したACホルダーです。
ベース自体が左右に回転（首振り）する機構。
ゴムヒゲによりスマートフォンをしっかりホールド。
リリースボタンでホールドが解除する機構です。

左右のポケットをガイドレール上で移動することでス
マートフォンの画面操作と左右の回転（首振り）を可
能にしたACホルダーです。
ポケットが左右セパレートタイプですので、機種ご
との幅調整も可能です。
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●スマートフォン用ホルダー部適合範囲
・許容重量：200g以下
・収納寸法：収納物の幅48mm以上、80mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

Fizz-1019　スマートフォン AC ホルダーコンパクト  SMARTPHONE AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×110（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　198g
JANコード 4975144550536

折りたたみ式でコンパクトサイズを実現。
本体が回転（首振り）し、画面が見やすくタッチし
やすい方向に回転（首振り）調整が可能です。
幅のせまい機種に対応したホールドフラップ付き。
充電コネクター用切欠き付き。
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●スマートフォン用ポケット部適合範囲
・許容重量：200g以下
・収納寸法：収納物の幅55mm以上、72mm以下
収納物の厚み15mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

●スマートフォン用ポケット部適合範囲
・許容重量：200g以下 /・収納寸法：収納物の幅
50mm以上、110mm以下、収納物の厚み16mm
以下（幅80mm以上の場合は厚み10mm以下）
※重量および寸法は後付カバーも含みます。
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Fizz-975 / 977　センサーイルミアッシュ Fizz- 995 / 996　センサーイルミアッシュ  SENSOR ILLUMINATION ASHTRAY
パッケージサイズ　170（高）×90（幅）×95（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　240g

Fizz-995/4975144109956
Fizz-996/4975144109963

JANコード

Fizz-995ブラック /ブラック
Fizz-996 ホワイト/ メタル

電池交換が不要なソーラーバッテリー。
光センサー内蔵。暗くなると自動点灯。
W消火穴。クリッククリーン機能で詰まった灰を
排除。ワンタッチオープンタイプ。
フタにパッキン付きで臭いをカット。
使いやすい広口設計。タンブラー型デザインで
広い開口面積を確保。

 SENSOR ILLUMINATION ASHTRAY
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　315g

Fizz-975/4975144109758
Fizz-977/4975144109772

JANコード

Fizz-975 ブラック Fizz-977 レッド

電池交換が不要なソーラーバッテリー。
光センサー内蔵。暗くなると自動点灯。
W消火穴。クリッククリーン機能で詰まった灰
を排除。ワンタッチオープンタイプ。
フタにパッキン付きで臭いをカット。
使いやすい広口設計。タンブラー型デザインで
広い開口面積を確保。

Fizz-1021/4975144550642
Fizz-1022/4975144550659

Fizz-1021カーボン

Fizz-1022 ホワイトカーボン

Fizz-1021 / 1022　クリッククリーンアッシュ  CLIC CLEAN ASHTRAY
 パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　255g
JANコード

ドリンクホルダーで使用できるボトルサイズ。
しっかり安定の低重心設計。
電池交換が不要なソーラーバッテリー。光センサー
内蔵。暗くなると自動点灯。
W消火穴。クリッククリーン機能で詰まった灰を
排除。ワンタッチオープンタイプ。
灰皿本体底から吸い殻を捨てるので簡単。
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Fizz-871 / 872　AC ホルダー  AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード Fizz-871/4975144108713

Fizz-872/4975144108720

フロントケースを開けずに細缶、タバコ、携帯
電話等がそのまま置けるACホルダーです。
通常の横ルーバータイプだけでなく、丸型タイ
プのルーバーにも取り付け可能です。

Fizz-872 メタルブラック

Fizz-871 ブラック

Fizz-856　ショート缶アッシュFizz-608　LL アッシュボウル

太缶ドリンクサイズの灰皿。純正ドリンクホルダー
やエアコンドリンクホルダーにそのまま置けます。
たっぷり入る大容量！　フタも大きく掃除も簡単。

太缶ドリンクサイズの灰皿です。取り付けは置く
だけでOK。
たっぷり入る大容量で吸殻がたくさん入り、フタ
が大きく捨てやすく、掃除も簡単です。
差し込むだけで確実に消火できる、ワンタッチ消
火機能付きです。

 ASH CAN
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×76（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144108560

Fizz-818　センサーイルミアッシュ  ILLUMINANT ASH BOTTLE
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×95（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　290g
JANコード　4975144108188

Fizz-882　センサーイルミアッシュ  ILLUMINANT ASH BOTTLE
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　185g
JANコード　4975144108829

Fizz-899　ビッグ缶アッシュ  ASH BOTTLE
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　190g
JANコード　4975144108997

太缶ドリンクサイズの超大容量の灰皿です。
吸殻が約100本入ります。　（吸い殻1本長さを
50mmとした場合）
開口部が前向に傾斜しているので使いやすく、灰捨
ても楽に行えます。

Fizz-883　フレキアッシュ  ILLUMINANT ASH TRAY
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　220g
JANコード　4975144108836

ブルーに光る。
フレキシブルアームで、使いやすいポジションに設
置できます。
カープラグに安心のヒューズを内蔵。
ワンタッチオ－プン。 
ON/OFF スイッチ付き。

Fizz-885　アナログクロック
 ANALOG CLOCK
パッケージサイズ180（高）×80（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　48g
JANコード　4975144108850

●3針アナログ時計（非電波時計）。
電池式（交換電池　LR44）
※本製品はアナログクォーツ時計です。
自動時刻補正機能・照明は備えていません。

Fizz-855　アウトインサーモクロック  OUT IN THERMO CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×31（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　145g
JANコード　4975144108553

 LL  SIZE  ASH  BOWL
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×76（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード　4975144106085

ドリンクホルダーで使用できるボトルサイズ。
しっかり安定の低重心設計。
電池交換が不要なソーラーバッテリー。光センサー
内蔵。暗くなると自動点灯。
W消火穴。クリッククリーン機能で詰まった灰を
排除。ワンタッチオープンタイプ。
灰皿本体底から吸い殻を捨てるので簡単。

ドリンクホルダーで使用できるボトルサイズ。
しっかり安定の低重心設計。
電池交換が不要なソーラーバッテリー。光センサー
内蔵。暗くなると自動点灯。
W消火穴。クリッククリーン機能で詰まった灰を
排除。ワンタッチオープンタイプ。
灰皿本体底から吸い殻を捨てるので簡単。

LR44

電波時計と車内温度・車外温度を同時に表示する
温度計が1つになりました。
配線不要の電池式。
アラームで路面凍結を警告します。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け
場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
バックライト付き。(点灯時間約5秒間）

Fizz-1026
カーボンタイプ

Fizz-1025
ブラック

Fizz-1025    VT メータークロック Fizz-1026    VT メータークロック OUT IN THERMO & VOLTAGE METER WITH CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　215g
JANコード　4975144550710

 OUT IN THERMO & VOLTAGE METER WITH CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　215g
JANコード　4975144550727

アイドリングストップ車の再始動時に低電圧に
なる場合でも警報を発生させない誤警報カット
機能搭載。
表示をブルー又はホワイトに切り替えできるの
で暗い所でもはっきり見えます。
時刻合せのいらない電波時計と内外温度計と
電圧計がひとつになりました。

アイドリングストップ車の再始動時に低電圧に
なる場合でも警報を発生させない誤警報カット
機能搭載。
表示をブルー又はホワイトに切り替えできるの
で暗い所でもはっきり見えます。
時刻合せのいらない電波時計と内外温度計と
電圧計がひとつになりました。

34 34

144 144

19 19

カープラグ
コード長：約 2m

カープラグ
コード長：約 2m

外気温センサー
コード長：約 3m

外気温センサー
コード長：約 3m

CR2032 CR2032

Fizz-1027　ボルテージメータークロック  VOLTAGE METER RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　200g
JANコード　4975144550864

アイドリングストップ車の再始動時に低電圧に
なる場合でも警報を発生させない誤警報カット
機能搭載。
表示をブルー又はホワイトに切り替えできるの
で暗い所でもはっきり見えます。
時刻合せのいらない電波時計と電圧計がひとつ
になって見やすくなりました。

34

116

19 

カープラグ
コード長：約 2m

CR2032

74

85

83

86

140

80 73
73

79

110

68 73 68

102

73

95
110

142

103 100

100

52

52
17

31

134

18
コード長：約 3m

※点灯写真はイメージです。 ※点灯写真はイメージです。

CR2032

135
120

82 76
87 85



6

Fizz-1013　車用電波時計

ジャマにならないちょうどいい大きさ。
正確な時間を1日４回自動受信。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け
場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
青色LEDバックライト付き。(点灯時間約5秒間）

 RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　75g
JANコード　4975144549981

31

80
16

CR2032

Fizz-870　LED 電波時計

Fizz-860　ソーラーシースルーＲＣクロック

 LED RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード　4975144108706

手帳型カバーに対応。
取り付け後の角度調整が可能で、見やすい角度が自在に選べます。
左右のホルダーを入れ替えることで、 画面の縦、
横表示に対応。
セパレート構造なので、様々な種類のスマートフォ
ンのサイズに対応できます。
許容重量：300g以下
収納寸法A: 収納物の高さ105mm以上170mm以下（ヨコ置きの場
合） B:収納物の幅65mm以上100mm以下（タテ置きの場合）　C:収
納物の厚み20mm以下※重量および寸法は後付カバーも含みます。

Fizz-1056   マグネットスマホホルダー  MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード4975144552554

片手で簡単に着脱できる強力ネオジムマグネットを
用いたホルダーです。
画面や側面のスイッチを隠さずスマートフォンが
ホールドできます。
エアコンルーバーにクリップで簡単に装着できます。
ボールジョイントで角度調整が可能です。
付属品：両面テープ貼付け済み金属プレート、保護
フィルム。
許容重量：200g以下※後付カバーも含みます。

38

38

55

昼間 /夜間でも優れた視認性を持つ、LEDを採用
した電波時計です。
カレンダー表示、秒をボタン切り替えにて表示します。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。

電池交換の必要がない、ソーラー発電＆駆動の
電波時計です。太陽光の届かない暗所や夜間で
も動作が可能です。
カレンダー表示付きです。
大型シースルー液晶採用。
表示部分の角度調整が可能です。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。

 SOLAR SEE THROUGH RADIO CONTROLLED CLOCK
 パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード　497514410860773

28

85

76

73

25

Fizz-1079   マグネットスマホホルダー 3D L  MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER 3D L
パッケージサイズ170（高）×160（幅）×70（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　200g
JANコード　4975144554305

120

93

55

手帳型カバーに対応。
自在に曲げられる取付ステー付き。今まで取り付り
けできなかった場所で使用できます。
左右のホルダーを入れ替えることで、 画面の縦、
横表示に対応。
セパレート構造なので、様々な種類のスマートフォ
ンのサイズに対応できます。
許容重量：300g以下
収納寸法A: 収納物の高さ105mm以上170mm以下（ヨコ置きの場
合） B:収納物の幅65mm以上100mm以下（タテ置きの場合）　C:収
納物の厚み20mm以下※重量および寸法は後付カバーも含みます。

Fizz-1078　マグネットスマホホルダー 3D 吸盤  MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP
パッケージサイズ170（高）×90（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード　4975144554299

65

100

+

80

Fizz-1082　アジャストスマホポケット  ADJASTABLE SMARTPHONE POCKET
パッケージサイズ180（高）×110（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－／外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144554336

iPhone、Androidなど小型から大型のスマートフォ
ンまで収納できる、幅調整が可能なポケットです。
自在に曲げられる取付ステー付き。今まで取り付
りけできなかった場所で使用できます。
画面の操作がしやすい前面形状、底面にコネクター
差し込み用切り欠き、側面にコードフック付き。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅59mm以上、85mm以下
収納物の厚み13mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

98（最大に広げた場合）

31

88

Fizz-1081　アジャストスマホスタンド  ADJASTABLE SMARTPHONE STAND
パッケージサイズ180（高）×140（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード　4975144554329

36
183（最大に広げた場合）

57

Fizz-1080   マグネットスマホホルダー 3D 吸盤 L  MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP L
パッケージサイズ170（高）×160（幅）×70（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　210g
JANコード　4975144554312

+

140

93

51

Fizz-1077　マグネットスマホホルダー 3D  MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ170（高）×90（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード　4975144554282

強力ネオジムマグネット6個使用。
片手で簡単にスマートフォンをホールドできる
ホルダーです。
3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見
やすい角度が自在に選べます。
許容重量：300g以下（後付カバー含む）

強力ネオジムマグネット6個使用。
片手で簡単にスマートフォンをホールドできる
ホルダーです。
ロングアームにより、 ダッシュボードより低い
位置にスマートフォンがホールドできます。
3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見
やすい角度が自在に選べます。
許容重量：300g以下（後付カバー含む）

強力ネオジムマグネット6個使用。
片手で簡単にスマートフォンをホールドできるホ
ルダーです。
3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見や
すい角度が自在に選べます。
取り付け簡単なゲルパッド吸盤貼り付けタイプ。
製品の脱落を防ぐベースプレート付き。
許容重量：300g以下（後付カバー含む）

強力ネオジムマグネット6個使用。
片手で簡単にスマートフォンをホールドできる。
ロングアームにより、 ダッシュボードより低い
位置にスマートフォンがホールドできます。
3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見や
すい角度が自在に選べます。
取り付け簡単なゲルパッド吸盤貼り付けタイプ。
製品の脱落を防ぐベースプレート付き。
許容重量：300g以下（後付カバー含む）

57

97

51

コード長：約 1.5m

Fizz-842　車用電波時計

標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。
日本全域対応。
センサー式バックライトで暗くなったら自動点灯。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け
場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。

 RADIO CONTROLLED CLOCK
 パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×34（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　135g
JANコード　4975144108423

CR2032

50

105

20

コード長：約 1m

CR2032

Fizz-940　車用電波時計

ジャマにならないちょうどいい大きさ。
正確な時間を1日４回自動受信。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り
付け場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
バックライト付き。(点灯時間約5秒間）

 RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　75g
JANコード　4975144109406

31

80 16

CR2032

角度調整が自由にできる3D取付ベースで表示画
面が見やすく、スマートな取り付けが可能。
時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を
表示します。
大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。
青色 LEDバックライト付で暗い所でもはっきり
見えます。(約5秒間点灯）
12時間表示、24時間表示の切替付きです。

Fizz-960　薄型電波時計  RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　105g
JANコード　4975144109604

65

94 46

CR2032

Fizz-1001　アジャストスマホポケット  ADJASTABLE SMARTPHONE POCKET
パッケージサイズ180（高）×110（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－／外箱40　●単品重量　85g
JANコード　4975144549868

iPhone、Androidなど小型から大型のスマートフォ
ンまで収納できる、幅調整が可能なポケットです。
画面の操作がしやすい前面形状、底面にコネクター
差し込み用切り欠き、側面にコードフック付き。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅59mm以上、85mm以下
収納物の厚み13mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

71

31

88

Fizz-1002　アジャストスマホスタンド

Fizz-1039　アジャストスマートフォンスタンド

 ADJASTABLE SMARTPHONE STAND
パッケージサイズ180（高）×130（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　95g
JANコード　4975144549875

 ADJASTABLE SMARTPHONE STAND
パッケージサイズ180（高）×140（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　115g
JANコード　4975144550987

取り付け後の角度調整が可能で、見やすい角度が自在に選べます。
左右のホルダーを入れ替えることで、画面の縦、横
表示に対応。
セパレート構造なので、様々な種類のスマートフォ
ンのサイズに対応できます。
許容重量：200g以下
収納寸法A: 収納物の高さ100mm以上160mm以下
（ヨコ置きの場合） B:収納物の幅55mm以上90mm以
下（タテ置きの場合）　C: 収納物の厚み16mm以下　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。51

52

170（最大に広げた場合）

183（最大に広げた場合）

42

45
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Fizz-1006　ノンスリップバスケット  NON SLIP BASKET
パッケージサイズ180（高）×200（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　170g
JANコード　4975144549912

フチの高さが変えられ、 バスケット形状にでき
るすべり止めトレイです。
ダッシュボードに置くだけですぐ使用でき、 車
内の小物等のすべりを防ぎます。
シリコーン製ですので、ダッシュボード等にも
フィットし、スマートフォンや小物などを走行時
の振動等から守ります。
ホコリなどで吸着が弱くなっても水洗いすれば
くりかえしご使用になれます。

172
112

43

17

Fizz-998   スマートフォンホルダー 3D 吸盤 L  SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP L
パッケージサイズ180（高）×160（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　210g
JANコード　4975144109987

ロングアームにより、ダッシュボードより低い位置
にスマートフォンが固定できます。
取り付け後でも見やすい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホールド幅
90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

+

18075

70

Fizz-987 ホワイト

Fizz-935　イルミソケット D2USB 2.4A  ILLUMINANT SOCKET D2 USB2.4A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144109352

合計2.4A 出力 USB 充電ソケットを2口搭載。
　（5Ｖ /2口合計2.4Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

36

86 106

適合ご確認ください
Fizz-1011/1012
Fizz-935/936

Fizz-1011　イルミソケット D2USB 2.4A  ILLUMINANT SOCKET D2 USB2.4A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144549967

合計2.4A出力USB充電ソケットを2口搭載。
　（5Ｖ /2口合計2.4Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

36

86 106

Fizz-985/4975144109857
Fizz-1004/4975144549899

Fizz-1004 カーボン

Fizz-985 ホワイト

Fizz-876　テレフォンホルダー 3D  MOBILE PHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　75g
JANコード　4975144108768

取り付け後でも見やすい角度が自在に選べます。
画面を隠さず電話機がホールドできます。
画面の縦、横表示に対応。取り付け後も本体が
360°回転できます。
ワンセグ携帯電話や iPhone、 iPod、 スマート
フォン、リモコン等もホールド可能です。
許容重量：150g以下
収納寸法：収納物の幅36mm以上、70mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

66

84

63

Fizz-886　スマートフォンポケット  SMARTPHONE POCKET
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×26（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード　4975144108867

取り付け簡単！貼るだけです。
よりフィット感が出せる、ガタつき防止のスペー
サー付き。
画面の操作がしやすい前面形状、底面にコネクター
差し込み用切り欠き付き。
許容重量：150g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、65mm以下、
厚み14mm以下

※重量および寸法は後付カバーも含みます。

75

75

23

Fizz-972　スマートフォンポケットワイド  SMARTPHONE POCKET WIDE
パッケージサイズ180（高）×120（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード　4975144109727

画面が大きなスマートフォンにジャストフィット
する便利でシンプルなポケットです。
取り付け簡単！粘着シートで貼るだけです。
画面の操作がしやすい前面形状、 底面にコネク
ター差し込み用切り欠き、 コードフック付き。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅65mm以上、85mm以下　
収納物の厚み15mm以下※重量および寸法は後
付カバーも含みます。

93

75

22

Fizz-973　スマートフォンホルダー 3D  SMARTPHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　135g
JANコード　4975144109734

3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見や
すい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホール
ド幅90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法： 収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。81

102

70

Fizz-974　スマートフォンホルダー 3D 吸盤  SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP
パッケージサイズ180（高）×140（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　155g
JANコード　4975144109741

取り付け後でも見やすい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホール
ド幅90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

70

106

+

110

Fizz-985/1004   スマートフォンホルダー 3D 吸盤  SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP
パッケージサイズ180（高）×140（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　155g
JANコード　

+
取り付け後でも見やすい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホール
ド幅90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

70

106

110

Fizz-983   スマートフォンホルダー 3D 吸盤 L  SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP L
パッケージサイズ180（高）×160（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　210g
JANコード　4975144109833

ロングアームにより、ダッシュボードより低い位置
にスマートフォンが固定できます。
取り付け後でも見やすい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホールド幅
90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

+

18075

70

Fizz-986 / 987　スマートフォンホルダー

ケータイ、iPhone、ノートタイプスマホ等に幅
広く対応します。
ゴムヒゲによりスマートフォン等の収納物をや
さしくホールドします。
許容重量：200g以下　
収納寸法：収納物の幅46mm以上、82mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

 SMARTPHONE HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×38（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード　Fizz-986/4975144109864
　　　　　　Fizz-987/4975144109871

42

61
32

Fizz-986ブラック

Fizz-1003　ワイドポケット  WIDE POCKET
パッケージサイズ180（高）×120（幅）×42（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　85g
JANコード　4975144549882

スマートフォンの収納に最適！貼るだけの簡単取
り付けです。
収納物のキズがつきにくいソフト素材で、さりげ
なく便利に使えるポケットです。
ケーブル等を引っ掛けるフック付き。充電コネク
ター用に底面に穴があいています。
許容重量：200g以下　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

98

32

72

 IQOS ILLUMINUNT SOCKET
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　190g
JANコード　4975144554374

Fizz-1086　IQOS 充電ソケット S

40

60103

コード長：約 1m

Fizz-1085　IQOS 充電ソケット S  IQOS ILLUMINUNT SOCKET
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　190g
JANコード　4975144554367

IQOSホルダーがダイレクトに充電可能。
2.4A 出力の USB 充電ポートを2口搭載。 
（5Ｖ/1口最大2.4Ａ　2口合計4.8A）
iPhone、iPad、スマートフォン、デジタルオーディ
オ、ポータブルゲーム機等USBで充電できる機器
であれば給電・充電が可能です。
高輝度白色LEDのイルミネーションソケットです。

IQOSホルダーがダイレクトに充電可能。
2.4A 出 力 の USB 充 電 ポ ートを2口 搭 載。 
（5Ｖ/1口最大2.4Ａ　2口合計4.8A）
iPhone、iPad、スマートフォン、デジタルオーディ
オ、ポータブルゲーム機等USBで充電できる機器
であれば給電・充電が可能です。
高輝度白色LEDのイルミネーションソケットです。

40

60

コード長：約 1m

103

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
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Fizz-992　イルミソケット S3USB 4.8A Fizz-939　イルミソケット S3USB 4.8A

Fizz-938　イルミソケット D2USB 4.8A

適合ご確認ください
Fizz-966/934

適合ご確認ください
Fizz-990/937
Fizz-991/938
Fizz-992/939

47 47

Fizz-990　イルミソケット D1USB 4.8A Fizz-937　イルミソケット D1USB 4.8A ILLUMINANT SOCKET D1 USB 4.8A
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　115g
JANコード　4975144109901

 ILLUMINANT SOCKET D2 USB 4.8A
パッケージサイズ180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144109918

 ILLUMINANT SOCKET S3 USB 4.8A
パッケージサイズ180（高）×150（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　165g
JANコード　4975144109925

 ILLUMINANT SOCKET S3 USB 4.8A
パッケージサイズ180（高）×150（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　165g
JANコード　4975144109390

 ILLUMINANT SOCKET D2 USB 4.8A
パッケージサイズ180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144109383

 ILLUMINANT SOCKET D1 USB 4.8A
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　115g
JANコード　4975144109376

2.4A出力USBポートを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
スマートフォン、ゲーム機等USBで充電できる機器
であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

2.4A出力USBポートを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
スマートフォン、ゲーム機等USBで充電できる機器
であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を接
続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

2.4A出力USBポートを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
スマートフォン、ゲーム機等USBで充電できる機
器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

2.4A出力USBポートを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
スマートフォン、ゲーム機等USBで充電できる機
器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

2.4A出力USBポートを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
スマートフォン、ゲーム機等USBで充電できる機器
であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。

2.4A出力USBポートを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
スマートフォン、ゲーム機等USBで充電できる機
器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。

63

86

116 116

86

63

36

36

36 36

36

36

106

106 106

106

Fizz-991　イルミソケット D2USB 4.8A

Fizz-966　イルミソケット D2USB 1.2A Fizz-934　イルミソケット D2USB 1.2A ILLUMINANT SOCKET D2 USB1.2A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード　4975144109666

 ILLUMINANT SOCKET D2 USB1.2A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード　4975144109345

1.2A出力USBソケットを1口搭載。（5Ｖ/1.2Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

1.2A出力USBソケットを1口搭載。（5Ｖ/1.2Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

36 36

86 86106 106

コード長：約 1m コード長：約 1m

 ILLUMINANT SOCKET S2USB 2.4A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード　4975144109369

合計2.4A 出力USB充電ソケットを2口搭載。 
（5Ｖ /2口合計2.4Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。

Fizz-936　イルミソケット S2USB 2.4A

36

4786

コード長：約 1m

Fizz-1012　イルミソケット S2USB 2.4A  ILLUMINANT SOCKET S2 USB2.4A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード　4975144549974

合計2.4A出力USB充電ソケットを2口搭載。
　（5Ｖ /2口合計2.4Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。

36
36

4786

コード長：約 1m

Fizz-799　イルミソケット D2  ILLUMINANT SOCKET D2
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード　4975144107990

クロームメッキとクリアブラックボディの上質
感あふれる直結タイプの2電源ソケットです。
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で
4段階）
安心のヒューズ付き。

Fizz-828　イルミソケット D3
 ILLUMINANT SOCKET D3
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード　4975144108287

クロームメッキとクリアブラックボディで上質感あ
ふれる直結タイプの3電源ソケットです。
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で
4段階）
安心のヒューズ付き。

Fizz-798　イルミソケット S3  ILLUMINANT SOCKET S3
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード　4975144107983

クロームメッキとクリアブラックボディの上質感
あふれる3電源ソケットです。
ソケットのリングとケースがブルーに光ります。
内装と樹脂パネルのすき間などに簡単に取り付け
られる新提案クリップ付き。
安心のヒューズ付き。

Fizz-893　マルチソケット S3  MULTI SOCKET S3
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144108935

コンパクトで便利な3電源ソケット。
モニターランプで通電が確認できます。
安心のヒューズ付き。

Fizz-894　マルチソケット S4Fizz-891　マルチソケット S2

コンパクトで便利な4電源ソケット。
モニターランプで通電が確認できます。
安心のヒューズ付き。

コンパクトで便利な2電源ソケット。
モニターランプで通電が確認できます。
安心のヒューズ付き。

 MULTI SOCKET S4
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　145g
JANコード　4975144108942

 MULTI SOCKET S2
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　105g
JANコード　4975144108911

96

36

106

36

96

106

36

4396

コード長：約 1m

34

90 40

コード長：約 1m

3437

12075 40
40

コード長：約 1m コード長：約 1m
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Fizz-1029 　トレイ
 TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　150g
JANコード　4975144550888

車内の質感を高めるカーボン調生地のトレイです。
ダッシュボードの上面に粘着シートで取り付けます。
トレイの内側はクッション性のあるメッシュ生地
を使用。スマートフォンやサングラス等、収納物
のショックをやわらげます。
緩やかな曲面にも対応する車内専用設計です。

220
140

45

車内の質感を高めるカーボン調生地のトレイです。
ダッシュボード上に取り付けます。
トレイを２段にすることで、より多くの小物をスマー
トに置くことができます。
トレイの内側底面はクッション性のあるメッシュ生地
を使用。収納物のショックをやわらげます
粘着ゲルパッド取付で、取り付け位置を変えられます。

Fizz-1030 　2 段トレイ
 DOUBLE TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×65（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　270g
JANコード　4975144550895

140

65

220

上トレイは着脱可能

Fizz-1017　ティッシュカバー  TISSUE PAPER BOX COVER
 パッケージサイズ　320（高）×150（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　4975144550512　

車内の質感を高めるカーボン調生地のティッ
シュカバーです。
取り付け4通り！レジ袋も吊り下げられます。
（※横に吊り下げる場合のみ）
1. そのまま置いて
2. 縦に吊り下げ
3. バイザーやアームレストに
4. 横に吊り下げ（面ファスナーを引き出してレジ袋
　 取付可能）

75

125
250

Fizz-766　プラグキャップランプ

超簡単！シガー（電源）ソケットに差し込むだけ
取り付けです。
超小型！出っ張りの少ない小型設計。ブルーに光
ります。
ペットボトルのキャップを取り付ければ自分だけ
のカスタム化されたイルミネーションにすること
ができます。

Fizz-892　マルチソケット D2
 MULTI SOCKET D2
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×33（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード　4975144108928

コンパクトで便利な直結タイプの2電源ソケット。
モニターランプで通電が確認できます。
安心のヒューズ付き。

Fizz-756　スリムランプ
 SLIM LAMP
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×27（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　50g
JANコード　4975144107563

ブルーとホワイトの LEDが切り替えられるスリ
ムなスティックタイプのランプです。
過電流保護回路としてカープラグにヒューズを
内蔵しました。

Fizz-747　スペアキーケース
 SPARE KEY CASE
パッケージサイズ180（高）×80（幅）×28（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　4975144107471

Fizz-668　リバースコインホルダー

Fizz-785　バイザー CD ケース

Fizz-754　バイザーポケット Fizz-743　DVD ＆ CD BAG

Fizz-1035　スノーブラシホルダー

40

Fizz-1046　サングラス & カードホルダー  
 SUNGLASSES ＆ CARDS HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144551830

幅広のホルダー部とソフトな素材でサングラス
をしっかりやさしく固定できます。
クリップでお車のサンバイザーに簡単取り付け。
カードを収納できる便利なポケット付き。

85

150

Fizz-944　傘ホルダー

 PLUG CAP LAMP
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×40（厚）　
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　35g
JANコード　4975144107662

 REVERSE COIN HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×40（厚）
梱包数　内箱20/ 外箱 40　●単品重量　58g
JANコード　4975144106689

傾斜部分や幅のせまい所への取り付けに便利。
回転してコインがかくれるので盗難防止にも有効。
500円硬貨5枚+100円硬貨20枚+50円硬貨6枚
を収納できます。

 CD VISOR
パッケージサイズ　360（高）×180（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　230g
JANコード　4975144107853

CD・DVDが12枚入るサンバイザーポケットです。
チケットやカードも入ります。
CD・DVDがキズ付きにくい特殊素材を採用しま
した。

 VISOR POCKET
パッケージサイズ360（高）×200（幅）×30（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　270g
JANコード　4975144107549

サンバイザーに取り付ける便利な収納ポケットです。
サングラス・カード・手帳・ペン・チケット等、8つ
の収納スペースがあります。
サングラスポケットの内側には、レンズに安心なソフ
ト素材を使用しています。

 DVD & CD  BAG
パッケージサイズ170（高）×240（幅）×150（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　400g
JANコード　4975144107433

DVDやCDの整理や収納、持ち運びに便利な取っ
手付きバッグです。
DVDがケースごと約9枚、CDなら約20枚収納
できます。

キーを付けたままのドアロックや外出先でのキー
の紛失等に大変便利です。
強力マグネット付きです。
大型キーも収納OKの大きめサイズです。
最大収納キーサイズ：長82×幅40×厚12㎜

※注意：電池内蔵キー・スマートキーは収納できません。

 SNOW BRUSH HOLDER
パッケージサイズ180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　50g
JANコード　4975144550949

冬の必需品、 スノーブラシを簡単ホールド。
Ｃ型リングでは押し込む、引っ張るだけで簡単
に取り付け・取りはずしができます。O型リング
では吊るす、はずすだけの簡単取り付け・取りは
ずしができます。
Ｃ型リングは傘の他にステッキのホールドにも便
利です。
O型リングはジュニア傘、 日傘等の全長の短い
傘でも取り付け可能です。

 UMBRELLA HOLDER
パッケージサイズ180（高）×130（幅）×12（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144109444

ヘッドレストステーに取り付ける傘ホルダーです。
Ｃ型リングでは押し込む、引っ張るだけで簡単に
取り付け・取りはずしができます。O型リングでは
吊るす、はずすだけの簡単取り付け・取りはずしが
できます。
Ｃ型リングは傘の他にステッキのホールドにも便利
です。
O型リングはジュニア傘、 日傘等の全長の短い傘
でも取り付け可能です。

28

45 28

66

33

95

フレキ長：125mm

14 70

90

55

28

4287

38

330

240

10

325

160

25
240 150

170

16

180

68

10

180

68

10

Fizz-969　タブレットホルダー  TABLET HOLDER
パッケージサイズ　360（高）×230（幅）×32（厚）
梱包数　内箱－／外箱20　●単品重量　430g
JANコード　4975144109697

透明フィルムで固定するので画面を隠すことがなく
画面操作が可能です。
カバーが付いたままのタブレットもそのまま収納可能。
左右の開口部は充電コードが差込みやすい形状です。
中央下部にも充電コードが通せるコネクターホール
が付いています。
適合範囲：・許容重量：950g以下・収納寸法：
収納物の長手270mm以下、短手190mm以下、
厚み20mm以下※10インチクラスは長手を左右
にした状態での取り付けです。

215

285
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適合ご確認ください
FCL-175/176

FCL-175　イルミソケット D2USB 2.4A FCL-176　イルミソケット D2USB 2.4A ILLUMINANT SOCKET D2 USB2.4A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144151757

 ILLUMINANT SOCKET D2 USB2.4A
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×56（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード　4975144151764

合計2.4A 出力 USB充電ソケットを2口搭載。
　（5Ｖ /2口合計2.4Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

合計2.4A出力USB充電ソケットを2口搭載。
　（5Ｖ /2口合計2.4Ａ）
USBで充電できる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。 ※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
様々な機器に対応できる充電切り替えスイッチ付き。
ソケット部分の角度調整付き。（0〜90°の間で4段階）

36 36

86 86106 106

FCL-164 / 165　車用電波時計

ジャマにならないちょうどいい大きさ。
正確な時間を1日４回自動受信。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け
場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
青色LEDバックライト付き。(点灯時間約5秒間）

 RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　75g
JANコード　FCL-164/4975144151641　

31

80
16

VM-18 　ソフトリアトレイワイド　  SOFT REAR TRAY WIDE
パッケージサイズ　250（高）×360（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　530g
JANコード　4975144550604

ベージュ、ブラウン系の内装にマッチする、高級
感あるレザー調キルティング素材を使用したトレイ
です。小物等がたっぷりと置けるワイドサイズ。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトでト
レイの角度調整も可能です。
レジ袋等が掛けられるフック付きです。350

200

200

SDF-1 　ハンドルフードトレイ

SDF-3 　スナックポケット

SDF-2 　ドアサイドフードトレイ

SDF-4 　ドアサイドポケット

 STEERING TRAY
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　290g
JANコード　4975144543538

 DOOR TRAY
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　270g
JANコード　4975144543545

 SNACK POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×230（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード　4975144543552

 DOOR SIDE POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード　4975144543569

簡単にハンドルに吊り下げられる食事用のトレイ
です。
停車中の食べ物の仮置き等、車内での食事に超便
利！
ベルトをはずせば、トレイとしても使用できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。

ドアサイドに取り付ける食事用のトレイです。
食べ物の仮置き等、車内での食事に超便利！
使用しない時はスッキリと折りたためます。
ゴムバンドで箱菓子やガム等を立てて収納できます。

フックやヒモで吊り下げるスナック、お菓子等の収納ポケット。
袋のスナック類の収納に超便利！袋が開いた食べや
すい状態で収納可能です。
レジ袋を入れれば簡易ゴミ箱としても使用可能です。
付属のフックを貼り付け、空いたスペースに吊り下
げられます。
また、ヒモでヘッドレストに吊り下げ、後席用とし
ても使用できます。
小物を入れられるメッシュポケット付き。

ドアサイドに取り付けるドリンク、お菓子等の収
納ポケットです。
ドリンクの他にもカップ菓子やボトルガムの収納
にも超便利！
使用しない時はスッキリと折りたためます。
ヘッドレストに吊り下げ、後席用としても使用でき
ます。

140

220

190

180

150

60

110

85

240

250

240

85

Fizz-997　ポールフック  HOOK
パッケージサイズ　180（高）×180（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード　4975144109970

ヘッドレストステーに通すだけで、簡単に取り付け
できます。
ズレ落ちすべり止め素材を使用したポールキャッ
プ部分にジャケット等の衣類も掛けられる、簡易ハ
ンガーとしても使用できます。
ポールはご使用状況により、左右に回転させてご
使用いただけます。※ポール部分は曲がりません。
適合ヘッドレストステー径：12mm以上14mm以下

50

160

120

Fizz-1032/1033　ナンバーボルトキャップ
 BOLT CAP
パッケージサイズ　180（高）×55（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　28g
JANコード

カーボン柄とメッキがスポーティーに演出。
貼るだけの簡単取り付け。
インテリアのドレスアップオーナメントとしても
使えます。　　　　　　　　　　　　　　　　
※軽自動車以外のお車は、後部ナンバープレートに
封印が行われています。この封印部には貼らないで
ください。

28
9

28

Fizz-1024　コーナーポールアンテナ　  CORNER POLE  ANTENNA
パッケージサイズ　340（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード　4975144550703

長さが595mm〜約290mmまで調整できる
車幅感が得やすいコーナーポールです。
先端部は車内からも見やすいクリア素材。
取り付けは水平面から垂直面まで対応。角度調
整も可能です。

21

55

290

595

〜

CR2032

 SEAT HOOK
パッケージサイズ180（高）×140（幅）×60（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　75g
JANコード　4975144109635

ヘッドレストステーに引っ掛けるだけで簡単に取
り付けできるフックです。
フック部分とループ部分に荷物が掛けられて便利です。
買い物袋の荷崩れ防止に最適です。
ループ部分には、ラタンのバスケット等のフック
に掛けづらい持ち手のバッグも掛けられます。
耐荷重：合計5kg

50

最大約 27cm
〜最小約 6cm

最大約 22cm
〜最小約 7cm

78

Fizz-963　シートフック

FCL-164 茶木目

FCL-165 黒木目

FCL-165/4975144151658

Fizz-1032/4975144550918
Fizz-1032/4975144550925

Fizz-1032　
メタルレッド/カーボン調ブラック

Fizz-1033
メタル /カーボン調ホワイト

FCL-162 / 163 　AC ホルダー  AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード FCL-162/4975144151627

FCL-163/4975144151634

フロントケースを開けずに細缶、タバコ、携帯電
話等がそのまま置けるACホルダーです。
通常の横ルーバータイプだけでなく、丸型タイプ
のルーバーにも取り付け可能です。

FCL-162 木目

FCL-163 黒木目

74 83

85

Fizz-993　サングラスホルダー  SUNGLASSES HOLDER
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×75（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　110g
JANコード　4975144109932

テンプル保持タイプでは、ズレや垂れ下がりが発生
することがありましたが、本製品はテンプルとブ
リッジ部をホールドするので、サングラスのズレな
どの動きを抑え、サングラスに優しい設計です。
スポーティーなデザイン系のサングラスや、フレー
ムが細いタイプもしっかり固定できます。
サングラスに触れるクッションは抗菌仕様になっ
ています。35 60

105

Fizz-1076　ダブルフック

ヘッドレストステーに通すだけで、 簡単に取り付け
できます。
手軽に買い物袋やバッグなどが掛けられます。
フックはご使用状況により、 左右に回転させてご使
用いただけます。
耐荷重：合計8kg

 DOUBLE HOOK
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×42（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード　4975144554275

100

94

40



11

SD-6　ネックピロー＆クッション

SD-8　マルチトレイプラス

SD-7　フードピロー

100

150

302

320320

320

380

280

280

40

100
 NECK PILLOW AND CUSHION
パッケージサイズ　345（高）×320（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　200g
JANコード4975144552028

 MULTI-PURPOSE TRAY
パッケージサイズ　37（高）×378（幅）×298（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　375g
JANコード4975144552042

 HOODED NECK PILLOW
パッケージサイズ　345（高）×320（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　220g
JANコード4975144552035

シーンに合わせて形を変えられる便利なネック
ピロー＆クッションです。
マイクロビーズが入って使い心地抜群です。
伸縮性のある生地を採用。
車内やご家庭でも使用できます。

マルチに使える便利トレイ。
便利な手荷物の置き場所！ !車中の軽食やサー
ビスエリアなどの軽食を運ぶのに便利！
小物入れにも便利！

仮眠に最適なフードが付いたネックピローです。
マイクロビーズが入って使い心地抜群です。
肌触りが良い生地を採用。
車内やご家庭でも使用できます。

SDK-1　バイザーバインダー

SDK-3　水筒ポケット

SDK-5　2 段トレイワイド SDK-8　マグネットライト

SDK-9　スペーサークッション

SDK-4　ティッシュ＆水筒ポケット

SDK-2　助手席便利フック VISOR BINDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード4975144552059

 BOTTLE POCKET
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144552073

 DOUBLE TRAY
パッケージサイズ　180（高）×290（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　260g
JANコード4975144552097

 MAGNETIC LIGHT
パッケージサイズ　180（高）×160（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144552127

 SPACER CUSHION
パッケージサイズ　390（高）×320（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　480g
JANコード4975144552134

 TISSUE & BOTTLE POCKET
パッケージサイズ　180（高）×250（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144552080

 PASSENGER SEAT HOOK
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード4975144552066

サンバイザーを小物の収納場所として有効活用
できるバンドです。
3本のストレッチバンドで自由に簡単に小物を
固定できます。ペン等を差し込めるペンホルダー
付き。
取り付け簡単、サンバイザーに面ファスナーで
巻きつけるだけ。

通常のカップホルダーに入らない水筒を収納で
きるポケットです。ヘッドレストに掛けるだけ。
ヘッドレストが一体型のシートにも対応。
ベルトの長さが調整できます。
シート背面でも使用できます。
ポケット下のバックルループにもランチボック
スやツールバッグ等が固定できます。
ポケット側面のゴムループにはタオル等も掛け
られます。

奥行きがなく、斜めのダッシュボードに最適な
トレイです。
トレイを2段にすることで、手元に必要な小物
を省スペースでスマートに収納できます。
トレイの内側は収納物にやさしい生地を使用。
幅広サイズだからA4サイズ２つ折りの書類等
（幅210mm）も収納できます。

お車のシガー（電源）ソケットで充電できる高輝
度 LEDライトです。
1A出力USB充電ソケット付き。スマートフォン、
デジタルオーディオプレーヤー、ゲーム機など
USB充電対応機器の充電が可能です。※全ての
USB機器に適合するものではございません。
マグネットベースで車内外の金属部分に取り付
けできます。ライトの角度調整が可能です。
LEDライト連続点灯時間 : 約1時間
充電時間 : 約7.5時間

軽商用車等のシートの快適な座り心地を補助する
クッションです。
低反発クッション採用。
特に軽トラック等のリクライニングしない車種に最
適です。
カバーは丸洗いでき、清潔にご使用いただけます。

通常のカップホルダーに入らない水筒、かさばる
ボックスティッシュをスッキリ収納できるポケット。
ベルトタイプだからヘッドレストが一体型の
シートにも対応。
ポケット下のバックルループにもランチボック
スやツールバッグ等が固定できます。
ゴムループにはタオル等も掛けられます。

ヘッドレストに掛けるだけで荷物の収納・整理が
できるフックです。
ベルトタイプだからヘッドレストが一体型のシート
にも対応。
ベルトの長さが調整できます。
フック部分と下ループ部分に荷物が掛けられ、
ツールバッグや水筒、コンビニ袋等を吊り下げ
るのに便利です。
上ループにはタオル等も掛けられます。
耐荷重５Kgまで。

34

320

170

37

300

100

SD-5　シートグリップ L  SEAT GRIP L
パッケージサイズ　180（高）×250（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　145g
JANコード　4975144541879

車の乗り降り、立ち、座りの時や、走行中の体を　
支える安心グリップです。
両手でもつかめる大型サイズです。
握りやすく安全なソフトグリップを採用しまし
た。
ヘッドレストステーに差し込むだけの簡単取り付け。
適合ヘッドレストステー径：13mm以下

φ約 30

約 310

表 裏

70

140
240

80

90 90

40

430

130

170

5

250 250

250

50
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LF-145 　フラットダスト  FLAT DUST BAG 
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード　4975144111454

車内でジャマにならない、超薄型デニム生地のゴミ箱。
開口部を引っぱると大きく口が開き、手を離すとピタッ
と戻る新感覚のフタです。
付属のフックでドアポケットやドアの内張り、センター
コンソール等への取り付けが可能です。
ティッシュやお菓子のゴミ等、ちょっとしたゴミを捨て
るのに便利です。
マチ部分は収納物の量に応じて、広げることができます。

230

16070

LF-146 　シートバックポケット

スリムなのに大容量。 デニム生地の収納ポケット。
ドライブシーンに合わせてフルサイズポケットと
してもハーフサイズポケットとしても使えます。
ボックスティッシュを収納しない場合でも面ファ
スナーの脱着によりポケットとしてもご使用いた
だけます。
ボックスティッシュ収納部分を折りたためば、さら
にスッキリ、コンパクトにご使用いただけます。

 SEAT BACK POCKET
パッケージサイズ　360（高）×210（幅）×35（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　540g
JANコード　4975144111461

400

320 70

LF-147 　ティッシュカバー
 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×150（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144111478

おしゃれなデニム生地のティッシュカバーです。
レジ袋も吊り下げられます。（※横に吊り下げる
場合のみ

LF-148　バイザーポケット

LF-151　シートバックボックス

LF-149　AC マルチポケット VISOR POCKET
パッケージサイズ360（高）×170（幅）×15（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　250g
JANコード　4975144111485

 AC MULTI-PURPOSE POCKET
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×85（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　110g
JANコード　4975144111492

エアコン吹き出し口に取り付ける、デニム生地のポ
ケットです。
小物入れとして便利に使用できます。
取付フックで吊り下げ、またはAC取付金具でAC
吹き出し口に取り付けることも可能です。
ヘッドレストにも取り付けできます。

325

300

150

150

15

70

車のサンバイザーに取り付ける、デニム生地の収納
ポケットです。
スマ―トフォン、メガネ、カードやチケット、手帳、
観光ガイドなどをスッキリ収納できます。
取り付けは、サンバイザーのサイズに合わせて調
整できる面ファスナー取付です。

LF-153　シートバックミニポケット

後部席に最適！デニム生地のベストサイズポケット。
邪魔にならないコンパクトサイズ。
携帯電話、タバコ、お菓子等の小物や500ml ペッ
トボトルも収納できます。
ポータブルゲーム機やデジタルカメラの収納にも
最適。充電器や電池等の周辺機器等を収納できる
ファスナーポケットも付いています。
適合ヘッドレストステー径：14mm以下

シートの背面に取り付けて車内で映えるデニム生地
のシートバックボックスです。
全面に芯材が入り、しっかりとした箱形状の仕様。
スリムなのに大容量。DVDケース（6枚）、ペット
ボトル（4本）、地図や旅行ガイド等を収納可能。
ポータブルゲーム機や携帯電話、タバコ等を収納で
きるフロントポケット付き。

 SEAT BACK MINI POCKET
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード　4975144111539

 SEAT BACK BOX
 パッケージサイズ　360（高）×180（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　355g
JANコード　4975144111515

260

230 50

LF-142 / 143 　ティッシュカバー LF-140 　ティッシュカバー TISSUE PAPER BOX COVER
 パッケージサイズ　320（高）×150（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　

高級感のある本革調。手触りもやわらかなティッ
シュカバーです。
取り付け4通り！レジ袋も吊り下げられます。

（※横に吊り下げる場合のみ )

 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×150（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144111409

ふわふわで気持ちいい肌ざわりのティッシュカバー
です。
付属品のヒモにより、ヘッドレストのステー等に
取り付けられます。

LF-1424975144111423
LF-1434975144111430

LF-143 ベージュ

LF-142 ブラック
90

75

150

125
270

250

LF-152 　トレイ  TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード　4975144111522

車内の質感を高めるデニム生地のトレイです。
ダッシュボードの上面に粘着シートで取り付け。
緩やかな曲面にも対応する車内専用設計です。

220

140

50

LF-144　ダストバケット  DUST BUCKET
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×170（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　230g
JANコード　4975144111447

車のインテリアに映える新感覚デニム生地のダス
トバケットです。
倒れにくい底形状とクリップ取り付けで安定した設
置ができます。
大きすぎないジャストサイズ設計なのでセダンから
ミニバンまでピッタリフィットします。

170

110

φ165

φ80

75

125

250
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JK-85 　シートポケットフラットワイド  SEAT POCKET WIDE
 パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード　4975144460859

軽自動車・コンパクトカーの前席ベンチシートのす
き間へ差し込むタイプのポケットです。スリムで、シー
トの間に埋め込まれるので見た目もスッキリ。
収納物へのショックをやわらげるスポンジクッショ
ン付き。
インナーポケットをはずして並べて差し込む事も可能です。
助手席の方と共用で使用も可能なワイドサイズ。
ノートタイプスマートフォン、スマートキー、ガム、
カード等、小物を収納できます。

JK-88 　フリーポケット  FREE POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×210（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　145g
JANコード　4975144460880

通常のポケットでは使いにくい傾斜面を有効利用で
きるポケットです。メーターフードの傾斜面などに取
り付ければ、トレイのような使用方法も可能。
サングラスやタバコ等の小物類や、スマホのちょっ
と置きに最適です。
スマホなど、デリケートな収納物も安心のキズつき
にくい素材採用。
耐荷重のめやす：200gまで　※取り付ける場所
や状況によって異なります。

54

185
100

JK-51 　カードケース  CARD CASE
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g
JANコード　4975144460514

カードが8枚まで収納できます。
カードがキズ付きにくいソフト素材を使用。

JK-72 　ミニポケットワイド  MINI WIDE POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　4975144460729

スマートフォンの収納にも最適！貼るだけの簡
単取り付けです。
収納物にキズが付きにくいソフト素材で、さり
げなく便利に使えるポケットです。
イヤホン等を引っ掛けるフック付き。充電コネ
クター用に底面に穴があいています。
許容重量：200g以下　　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

JK-53 　ミニポケット  MINI POCKET
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード　4975144460538

前面のスリットにより、開口部がチョットのびて、
タバコだけではなくライター等も一緒に収納でき
ます。
イヤホン等を引っ掛けるフック付き。充電コネク
ター用に底面に穴があいています。
キズ付きにくいソフト素材を使用。
許容重量：150g以下　　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

72

3298

92

1669

73

3583

65

3270

JK-86 　スマートキーポケット
 SMART KEY POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード　4975144460866

電子キー収納専用ポケットです。専用ポケット
に収めることで、運転者交代時のキーの置忘れ
や車内で電子キーを探す手間を軽減します。
取付ステーによりいろいろな場所へ取り付けが
できます。
駐車券の仮置きに便利なクリップ付き。32

60

58

JK-87 　スリムポケット　  SLIM POCKET
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g
JANコード　4975144460873

3次曲面にジャストフィットする素材を使用。
スマートフォン、小物等を気軽に入れられる横長タイプ。
お好みの位置に調整できる仕切り付き。
側面にコネクター差し込み用切り欠き、コードフック付き。
デリケートな収納物も安心のキズつきにくい素材採用。
許容重量：400g以内
収納寸法（横置きの場合）：収納物の幅145mm以
内、厚み14mm以内　　　　　　　　　　　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

160

176

70

100

34

45

 WIDE POCKET
パッケージサイズ180（高）×120（幅）×42（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　85g
JANコード　4975144460903

スマートフォンの収納に最適！貼るだけの簡単取
り付けです。
収納物のキズがつきにくいソフト素材で、さりげ
なく便利に使えるポケットです。
ケーブル等を引っ掛けるフック付き。充電コネク
ター用に底面に穴があいています。
許容重量：200g以下　　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

シートの背面に取り付けて車内で映えるシート
バックボックスです。
全面に芯材が入り、しっかりとした箱形状の仕様です。
スリムなのに大容量。DVDケース（6枚）、ペットボ
トル（4本）、地図や旅行ガイド等を収納できます。
ポータブルゲーム機や携帯電話、タバコ等を収納
できるフロントポケット付き。

高級感あるレザー調のティッシュカバー。
厚みあるクッションと柔らかい素材を
採用。
リング付きでしっかり取り付けられます。
しっかりした形状なので、ボックスタイ
プ以外のリフィルタイプのティッシュに
も対応します。
適合ヘッドレストステー径：14mm以下

 SEAT BACK BOX
パッケージサイズ　360（高）×180（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　350g
JANコード　4975144460958

 HEADREST TISSUE PAPER BOX COVER
 パッケージサイズ　360（高）×200（幅）×70（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　200g
JANコード　4975144460965

JK-95 　シートバックボックス JK-96 　ヘッドレストティッシュカバー
320

65

300

300

150

70

JK-90 　ワイドポケット

JK-100 　ハングオンポケット

JK-102 　ハングオンカップJK-101 　ハングオンポケット L

 HANG ON POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×115（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード　4975144461009

JK-99 　スキマポケット  SLIM POCKET 
 パッケージサイズ　320（高）×150（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　260g
JANコード　4975144460996

シートとコンソールの隙間を収納スペースにで
きる便利なポケットです。差し込むだけで簡単
に取り付けできます。
芯材にMDF板を使用。変形やつぶれに強い仕様。
自由に位置を変えられる便利な仕切り板入り。
スマホ等の倒れを防止します。
タブレットも入る幅290mmサイズ。

吊り下げタイプなので、ポケットを貼り付けられ
ない場所や凹凸がある場所、あまり使用しない操
作ボタンの前などが収納スペースになります。
フレキシブルベルトの採用で色々な取付場所に対応。
取付後も面ファスナーで長さ調整可能。
充電コネクター用に底面に穴があいています。
収納物対応重量：300g以内
収納物サイズの目安：幅85mm×厚み15mm

スマートフォンや小物などの収納に最適な吊り下
げて使用する便利なポケットです。
吊り下げタイプなので、ポケットを貼り付けられ
ない場所や凹凸がある場所、あまり使用しない操
作ボタンの前などが収納スペースになります。
フレキシブルベルトの採用で色々な取付場所に対応。
取付後も面ファスナーで長さ調整可能。
収納物対応重量：300g以内
収納物サイズの目安：幅165mm×厚み20mm　　
※幅によって収納できる厚みが変わります。

スマートフォンや小物などの収納に最適な吊り下げて
使用する便利なポケットです。
吊り下げタイプなので、ポケットを貼り付けられない
場所や凹凸がある場所、あまり使用しない操作ボタ
ンの前などが収納スペースになります。
フレキシブルベルトの採用で色々な取付場所に対応。
取付後も面ファスナーで長さ調整可能。
収納物対応重量：300g以内

290

110

40

 HANG ON POCKET L
 パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　90g
JANコード　4975144461016

10

100

195

 HANG ON CUP
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×95（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　85g
JANコード　4975144461023

85

120

105

120

90

10

質感にこだわった高級感のある本革調ダストバ
ケットです。
フロアに置くだけの簡単設置。底面のおもりにより
安定し、転倒を防止します。
500mlのペットボトルが3本収納できます。
小物収納ボックスとしても便利に使用できます。

質感にこだわった高級感のある
本革調ティッシュカバーです。
シンプルで使いやすいサンバイ
ザー専用ティッシュカバー。
面ファスナーで簡単取り付け。

 DUST BUCKET
 パッケージサイズ　165（高）×255（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　300g
JANコード　4975144460972

 VISOR TISSUE PAPER BOX HOLDER
 パッケージサイズ　320（高）×120（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード　4975144460989

JK-97 　ダストバケットハーフ JK-98 　バイザーティッシュカバー

330

5
255

260
165

105
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JK-56 　メッシュポケット　 JK-57 　メッシュポケット S NET POCKET
パッケージサイズ　180（高）×250（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード　4975144460569

 NET POCKET S
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　4975144460576

ダッシュボード、ドア、コンソール等空いたスペー
スがポケットスペースになります。
ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し
収納物へのショックをやわらげます。
ゆるやかな曲面にも対応します。

ダッシュボード、ドア、コンソール等空いたスペー
スがポケットスペースになります。
ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し収
納物へのショックをやわらげます。
ゆるやかな曲面にも対応します。

JK-61 　ティッシュホルダー　 JK-63 　バイザーティッシュカバー　 TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　320（高）×120（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード　4975144460613

 VISOR TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　320（高）×120（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　170g
JANコード　4975144460637

ゴムバンドと面ファスナーによる取り付けなの
で、サンバイザーやヘッドレスト等のサイズに合
わせてしっかり固定できます。
取り付け場所によって、本体の縦、横にゴムバン
ドの移動が可能です。

サンバイザーにティッシュを取り付けるシンプルで
使いやすいティッシュカバーです。
面ファスナーで簡単取り付け。ティッシュの垂れ
下がりを隠せるフタ付き。
カードやサングラス等を収納できるメッシュポケッ
ト付き。

JK-59 　ソフトリアトレイワイド　
 SOFT REAR TRAY WIDE
パッケージサイズ　250（高）×360（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　550g
JANコード　4975144460590

ヘッドレストステーに取り付けて使用する、　　
お車の内装にピッタリなリアトレイです。
小物等がたっぷりと置けるワイドサイズです。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトで
トレイの角度調整も可能です。
レジ袋等が掛けられるフック付きです。

JK-43 　シートバックポケット

シートの裏側に取り付けるスリムでたっぷり入る
便利なポケット。
ボックスティッシュも収納可能です。収納しない場
合は、ポケットとしても使えます。
本体の下半分を折りたたみできるので、さらにスッ
キリとコンパクトに使えます。

JK-58 　シートバックミニポケット

邪魔にならないコンパクトサイズのポケットです。
携帯電話、タバコ、お菓子等の小物や500mlペッ
トボトルも収納できます。
ポータブルゲーム機やデジタルカメラの収納にも最適。
適合ヘッドレストステー径：14mm以下

JK-42 　ダストポケット  DUST POCKET
パッケージサイズ　180（高）×230（幅）×30（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　220g
JANコード　4975144460422

手の届きやすい場所に取り付けられるスリムでシン
プルなゴミ箱です。 小物入れとしても便利です。
シートのすき間や収納ボックスのフタなどにベルト
を差し込む新取り付け方式。
付属のリングと取付フックでフロアシフトまわりなど
に取り付けられるので便利です。

JK-50 　ペンポケット  PEN POCKET
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード　4975144460507

ソフト素材なので、走行中の振動によるガタガタ
音がありません。
ボールペンから太めのペン等（直径8mm〜11mm
位）がご使用いただけます。

JK-93 　すべり止めマットＳ  NON SLIP MAT S
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×7（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　45g
JANコード　4975144460934

ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、スマー
トフォンや小物などのすべりを防ぎます。
置いた物が取りやすいドットパターン採用。
小物が取りやすく、こぼれにくいフチ一体構造。
接着剤不要。貼り跡が付きにくく、べたつきません。
ソフト素材で、曲面対応。

JK-94 　すべり止めマット M

ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、スマー
トフォンや小物などのすべりを防ぎます。
置いた物が取りやすいドットパターン採用。
小物が取りやすく、こぼれにくいフチ一体構造。
接着剤不要。貼り跡が付きにくく、べたつきません。
ソフト素材で、曲面対応。

 NON SLIP MAT M
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×7（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　80g
JANコード　4975144460941

 SEAT BACK POCKET
パッケージサイズ　360（高）×210（幅）×35（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　550g
JANコード　4975144460439

 SEAT BACK MINI POCKET
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード　4975144460583

4
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JK-66 　アンブレラケース

抗菌・防臭加工された生地を採用。
運転席側・助手席側どちらでも使いやすいセンター
インの傘入れです。
たまった水捨て簡単。脱着式フロントポケットだか
ら本体をはずす事なく水捨てが可能です。
大容量5本収納！（標準サイズ４本 +折りたたみ傘
orジュニア傘1本）

 UMBRELLA CASE
パッケージサイズ　330（高）×180（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　210g
JANコード　4975144460668

670

180

5

JK-69 　ラゲッジルームバッグ
 LUGGAGE ROOM BAG
パッケージサイズ　360（高）×230（幅）×50（厚）
梱包数　内箱ー /外箱10　●単品重量　770g
JANコード　4975144460699

車内でかさばるクッション、ブランケット、レジャー
用品、上着等が収納できる大容量バッグです。
本体の下のスペースも荷物置場として有効利用で
きます。
ヘッドレストのステーにベルトとフックで簡単取
り付け。

900

120

250

２段トレイ仕様なので、省スペースで、納得の収納
力。ドリンクホルダーとしても使用できます。
軽・コンパクトカーに最適サイズ。
２つのトレイは使用状況により使い分けることができます。
いろいろなサイズのドリンクをホールドできるマルチ
バンド付き。バンドはスッキリと折りたたみ可能です。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトでト
レイの角度調整も可能です。

JK-80 　2 段リアトレイ　  DOUBLE REAR TRAY
パッケージサイズ　280（高）×280（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　460g
JANコード　4975144460804

280

250

150

JK-89 　 リアポケット＆トレイ  REAR POCKET & TRAY
パッケージサイズ　250（高）×340（幅）×40（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　620g
JANコード　4975144460897

ワイドなリアトレイに大容量のポケット機能付き。
トレイは小物がいろいろと置けるワイドサイズ。
マルチバンドで細缶から500ml ペットボトル、
500ml 紙パックまでホールドできます。
ポケットはボックスティッシュもすっぽり入る大
容量。トレイを閉じた時もドリンクや小物類を収
納できます。
小物類を収納できる便利なフロントポケット付き。

400

330 70
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JK-91 　フラットダスト 抗菌・防臭  FLAT DUST BAG 
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード　4975144460910

抗菌・防臭加工された生地を採用。
開口部を引っぱると大きく口が開き、手を離すとピ
タッと戻る新感覚のフタです。
付属のフックでドアポケットやドアの内張り、セン
ターコンソール等への取り付けが可能です。
マチ部分は収納物の量に応じて広げることができ
ます。

230

160

70

約 700

BY-23　ダブルカーテン S  DOUBLE CURTEIN S
パッケージサイズ　230（高）×104（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　170g
JANコード4975144360234

UV98％カット！紫外線からお肌を守ります。
メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。別々に
開け閉めが可能。また、ループゴムで別々に束ねる
ことができます。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退屈
せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっか
り日差しをカットするなど、状況によって使い方が選
べます。
車内の目隠しにもなり、プライバシーを守ります。

UV98％カット！紫外線からお肌を守ります。
メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。別々に
開け閉めが可能。また、ループゴムで別々に束ねる
ことができます。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退屈
せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっか
り日差しをカットするなど、状況によって使い方が選
べます。
車内の目隠しにもなり、プライバシーを守ります。

枚入2

枚入2 枚入2

※メッシュカーテンの高さ：505mm ※メッシュカーテンの高さ：505mm

約 520

約 800

BY-24　ダブルカーテン L  DOUBLE CURTEIN L
パッケージサイズ　230（高）×104（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　190g
JANコード4975144360241

枚入2

約 700 約 800

BY-21 　カーテン S BY-22 　カーテン L
 CURTAIN S
パッケージサイズ　230（高）×104（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　120g
JANコード4975144360210

 CURTAIN L
パッケージサイズ　230（高）×104（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　130g
JANコード4975144360227

シンプルな黒無地のカーテンです。
UV98％カット！紫外線からお肌を守ります。
カーテンは開け閉めが可能。ループゴムで束ねるこ
とができます。
車内の目隠しにもなり、プライバシーを守ります。
簡単に吸盤でお車の窓に取り付けできます。

UV99％カット！生地にはUV加工を施してあるの
で、紫外線からお肌を守ります。
2枚合わせの透けにくいしっかりした作りで、まぶし
い日差しをカットします。
簡単に吸盤でお車の窓に取り付けできます。

約 520

約 520

約 520

JK-28 　レザートレイ

JK-25 　ギャザーポケットＭ JK-26 　ギャザーポケット S

JK-32 　シートポケットＭ

手の届きやすい場所にリモコン、タバコなどを収納で
きる高級感のある本革調のポケットです。
シートのすき間や収納ボックスのフタなどにベルト
を差し込む新取り付け方式。
付属のリングと取付フックでフロアシフトまわりなど
に取り付けられるので便利です。
仕切り板は移動、取りはずしが可能です。

 SEAT POCKET M
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×85（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　210g
JANコード　4975144460323

JK-55 　ティッシュカバー
 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　300（高）×160（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　230g
JANコード　4975144460552

しっかり感ある厚みで、デザイン性・弾力感・触感
にもこだわった新コンセプトのティッシュカバー
です。
付属のヒモでヘッドレストのステー等に取り付け
られます。

JK-34 　ダストボックス
 DUST BOX
パッケージサイズ　160（高）×220（幅）×160（厚）
梱包数　内箱ー /外箱10　●単品重量　400g
JANコード　4975144460347

500mlペットボトルが6本入る大容量角型タイプ。
底面のおもりにより転倒を防止して安定した設置
ができます。
CD、DVD等の小物収納ボックスとしても便利に
使えます。

JK-71 　スリムポケット
 SLIM POCKET
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×85（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　213g
JANコード　4975144460712

ベンチシートの間やコンソールとシートのすき間
にはさむ、スタンドタイプのポケットです。
付属の面ファスナーテープでダッシュボード等に
も取り付け可能。
スマートフォン、スマートキー置場として最適。

 LEATHER TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード　4975144460286

ダッシュボードの上面に取り付ける便利なトレイです。
トレイの中側はボア素材を使用、収納物のショック
を柔らげます。
ゆるやかな曲面にも対応する車内専用設計です。

 GATHER POCKET M
パッケージサイズ　180（高）×250（幅）×20（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　110g
JANコード　4975144460255

ダッシュボード・ドア・コンソール等空いたスペース
がポケットスペースになります。
ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し収
納物へのショックを柔らげます。
ゆるやかな曲面にも対応する車内専用設計です。

ダッシュボード・ドア・コンソール等空いたスペース
がポケットスペースになります。
ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し収
納物へのショックを柔らげます。
ゆるやかな曲面にも対応する車内専用設計です。

 GATHER POCKET S
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　4975144460262

軽・コンパクトカーに最適なサイズの2段収納。
トレイを２段にすることで、より多くの小物を　
スマートに置くことができます。
上トレイは脱着可能。
トレイの内側底面は起毛生地を使用。収納物を　
やさしく保護します。
粘着ゲルパッド取付で、取り付け位置を変えられます。

220 140

45

135

20220 20140

120

110
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160
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220

160

160

55200

45

JK-79 　2 段トレイ  DOUBLE TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×65（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　270g
JANコード　4975144460798

140

65

220
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AT-104 / 105　イオン発生器・アロマ  IONIZER / AROMA DIFFUSER
パッケージサイズ　180（高）×95（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　85g
JANコード

お手持ちのアロマオイル、別売のアロマフレグランス
を含浸パッドに垂らすことでアロマが楽しめるマイナス
イオン発生器です。取り付け簡単、お車のシガー（電
源）ソケットに差し込むだけです。
スイッチ付き。
含浸パッド５枚付き。

AT-104/4975144430197
AT-105/4975144430203

AT-104
ブラック

AT-105
ブルー

35

78

59

SF-44　ドライブレコーダーステッカー
 DRIVE RECORDER STICKER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×2（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　20g
JANコード4975144300445

95

85

カーフィルム用に開発された、粘着剤を使わずきれ
いに貼れる素材「コーワシェルシート」を使用。
新素材フィルムなのでのり残りしません。
リアウインドウの外側や車のボディに貼り付け、
後続車に安全運転へのメッセージを伝えます。
スモークガラス車に最適です。
お車のリアのパネルが樹脂製やアルミ・ガラス素材
でマグネットステッカーが使用できない車に最適。

※コーワシェルシートは株式会社光和インターナショナルの商標です。

外貼り　ステッカータイプ

AT-150 / 151 / 152 　アロマフレグランス

AT-153 　パッドセット

 AROMA OIL
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード

ラベンダーをベースとしたフローラル系甘い香りのア
ロマ調フレグランスです。
含浸パッド５枚付き。

オレンジをベースとしたスッキリ爽やかな柑橘系の香
りのアロマ調フレグランスです。
含浸パッド５枚付き。

イランイラン（花の香り）をベースとした甘く重みのあ
る香りのアロマ調フレグランスです。
含浸パッド５枚付き。

AT-150/4975144430227
AT-151/4975144430234
AT-152/4975144430241

AT-150　リラックスフレグランス

AT-151　リフレッシュフレグランス

AT-152　ムードアップフレグランス

 PAD SET
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×２８（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　15g
JANコード4975144430258

イオン発生器・アロマ専用のスペア用含浸パッド
セットです。 20枚セット。
香りを変えたい場合等の交換用としてご使用くだ
さい。

内容量：各5ml

AT-150
リラックスフレグランス

AT-151
リフレッシュフレグランス

AT-152
ムードアップフレグランス

SF-1 / 3 / 4 / 28　セーフティーサイン

SF-17 / 19 / 20　セーフティーサインウインドウステッカー

SF-39 / 40 / 43　セーフティーサインきれいにはがせる外貼りステッカー

SF-35　セーフティーサインウインドウステッカー SF-26 / 27　セーフティーサインアウトサイドステッカー

SF-32 / 33　セーフティーサインマグネットステッカー

内貼り　吸盤タイプ

内貼り　特殊吸盤タイプ

外貼り　ステッカータイプ

内貼り　特殊吸盤タイプ 外貼り　ステッカータイプ

外貼り　マグネットタイプ

 SAFETY SIGN
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×11（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60●単品重量　35g

リアウインドウに取り付け後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしが行えます。

SF-27/4975144300278

SF-33/4975144300339

外貼りタイプのマグネットステッカー、取り付け
取りはずしが簡単です。
夜間でもはっきり見える反射シートを採用。

 SAFETY SIGN MAGNETIC STICKER
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×3（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　55g
JANコードSF-32/4975144300322

SF-1/4975144300018
SF-3/4975144300032
SF-4/4975144300049
SF-28/4975144300285

SF-17/4975144300179
SF-19/4975144300193
SF-20/4975144300209

SF-39/4975144300391
SF-40/4975144300407
SF-43/4975144300438

JANコード

JANコード

JANコード

ガラス内側から貼り付けるので雨や汚れの心配がほ
とんどありません。
表面の特殊吸盤加工（PAT.P）により貼ったりは
がしたりが自由に行えます。
粘着剤を使用していないのではがした後、ガラスを
汚しません。

カーフィルム用に開発された、粘着剤を使わずきれ
いに貼れる素材「コーワシェルシート」を使用。
新素材フィルムなのでのり残りしません。
リアウインドウの外側や車のボディに貼り付け、
後続車に安全運転へのメッセージを伝えます。
スモークガラス車に最適です。
お車のリアのパネルが樹脂製やアルミ・ガラス素材
でマグネットステッカーが使用できない車に最適。

ガラス内側にピッタリ貼れる。
表面の特殊吸盤加工（PAT.P）により、手軽に
何回でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していないので、貼った場所にのり
を残しません。

 SAFETY SIGN INSIDE STICKER
パッケージサイズ　180（高）×155（幅）×2（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　35g

 SAFETY SIGN OUTER STICKER
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×2（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　30g

 SAFETY SIGN INSIDE STICKER
パッケージサイズ　180（高）×155（幅）×2（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　35g
JANコード4975144300353

 SAFETY SIGN OUTSIDE STICKER
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×2（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　30g
JANコードSF-26/4975144300261

外側に貼るステッカーなので、ガラスの色など
の影響を受けず、後続車にはっきりと見えます。

SF-33

116

130

110

130

116

130

130

116

125

150

130

150

SF-1

SF-17

SF-39

SF-32

SF-19

SF-40

SF-26

SF-27

SF-20

SF-43

SF-3 SF-4 SF-28

※コーワシェルシートは株式会社光和インターナショナルの商標です。
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HT-417 / 418 / 419 / 420 / 421    ツイントーン TWIN TONE
パッケージサイズ　100（高）×110（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　380g

HT-417/4975144254175
HT-418/4975144254182
HT-419/4975144254199
HT-420/4975144254205
HT-421/4975144254212

JANコード

HT-417　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

HT-418　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

HT-420　スカイブルー
香水調のクールな香り

HT-419　シャワー
清潔感あるさわやかな香り

HT-421　シトラススカッシュ
柑橘系の甘い香り

40

90

93

見た目もオシャレなツインカラーの芳香剤。
良い香りとカラフルなバリエーションで車内の雰囲
気を楽しく演出。
消臭剤入り。
リキッドタイプ
容量：95ml

BW-186 / 187　ワイドミラー

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

300mm × 70mm 平面
曲面

BW-186
BW-187

曲面曲率：1500mmR

BW-186  ワイドミラー300F
 WIDE MIRROR 300F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　330g
JANコード4975144121866

BW-187  ワイドミラー300R
 WIDE MIRROR 300R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　330g
JANコード4975144121873

飛散防止加工。
死角をカバーするワイドな視界。

取り付け新提案のワイドミラー。
純正鏡の形状に沿ってグリップ。バンドでとめます。
超薄型フレームでスタイリッシュな装着感。

バンドでとめる→

本製品

24mm 106mm 24mm

    以下の車種には取り付けできません。
・純正ミラーが極端に薄い、または厚いもの。
・天井から純正ミラー上部までの距離が 10mm 以下のもの。
・自動防眩ミラーを装着したもの。
・純正ルームミラーの裏側が
下図の位置に（バンド取付
位置）　に障害物があるもの。

ブルーで
スッキリきまる

クリアブルー
フレーム

ブルーで
スッキリきまる

クリアブルー
フレーム

BW-28　ミニミラー 140R BW-29　チョットミラー

BW-30　モニターミラー BW-31　レーンチェンジミラー

BW-32　パーキングミラー

 MINI MIRROR 140R
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144120289

ルームミラーの補助として、 助手席用のミラーと
して便利なミニミラーです。
取り付けは2WAY、 吸盤で窓ガラスに、粘着シート
でAピラーやダッシュボードにも取り付けできます。
高反射率の明るいミラーを採用。 ワイドな曲面鏡
です。
曲率：1500mmR

 CHOTTO MIRROR
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144120296

助手席用のバックミラーとして、 死角防止のた
めのルームミラーの補助として便利です。
吸盤で簡単に取り付けできます。
曲率：1000mmR

 MONITOR MIRROR
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144120302

荷室の広い1BOXやワゴン車でも同乗者の様子や
荷室の状態が確認できます。
超広角ミラー（120㎜ R）採用。
曲率：120mmR

 SUPPORT MIRROR
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×42（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144120319

ドアミラー内側のダッシュボード上部に取り付けれ
ば、わずかな視線移動で斜め後方の視界を確認で
き、安全に車線変更ができます。
曲率：120mmR

 PARKING MIRROR
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144120326

ドアミラーに取り付けるタイプの補助ミラーです。
バックで駐車時に白線が見えるので初心者の方で
も楽に駐車できます。
曲面鏡（800㎜ R）を使用しています。
取付後も上下左右に角度調節できます。
曲率：800mmR

147

38

90

57

75

110

55

63

66

65

42
109

φ88
38

BW-35　バイザーサブミラー BW-36　マルチサブミラー

BW-37　スリムサブミラー BW-38　サイドサブミラー

 VISOR SUB MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×70（幅）×23（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144120357

サンバイザーに取り付けるタイプ。
純正ミラーや一般的なワイドミラーの視界の死角
をカバーできる300ｍｍRの広角ミラーを使用。
フレームレスの樹脂製ミラー。 軽量で取り付けも
簡単。スリムで邪魔になりません。
取付後も角度調整が可能です。
R300mm曲面鏡

 MULTI SUB MIRROR
パッケージサイズ　150（高）×100（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　55g
JANコード4975144120364

ダッシュボードやピラーなどに取り付けるタイプ。
純正ミラーや一般的なワイドミラーの視界の死角
をカバーできる300ｍｍRの広角ミラーを使用。
車線変更や駐車時の白線確認ができるので安心。
フレームレスの樹脂製ミラー。軽量で取り付けも
簡単。コンパクトで邪魔になりません。
粘着シートにより、 簡単に取り付けできます。
取付後も角度調整が可能です。
R300mm曲面鏡

 SLIM SUB MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×70（幅）×23（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード4975144120371

純正ミラーやワイドミラーの上側または下側に取
り付けできます。
純正ミラーや一般的なワイドミラーの視界の死角
をカバーできる300ｍｍRの広角ミラーを使用。
後方視界だけではなく、車内の確認用としても使
用できます。
フレームレスの樹脂製ミラー。 軽量で取り付け
も簡単。スリムで邪魔になりません。
取付後も角度調整が可能です。
R300mm曲面鏡

 SIDE SUB MIRROR
パッケージサイズ　150（高）×100（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　60g
JANコード4975144120388

純正ミラーやワイドミラーの左右の側面に簡単に取
り付けるタイプのサポートミラーです。
純正ミラーや一般的なワイドミラーの視界の死角を
カバーできる300ｍｍRの広角ミラーを使用してい
ます。車線変更が安心です。
フレームレスの樹脂製ミラー。 軽量で取り付け
も簡単。 コンパクトで邪魔になりません。
取付後も角度調整が可能です。
R300mm曲面鏡

180
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70
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40

180
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BW- 331　ワイドミラー

BW-424 / 425 　ワイドミラー

BW-544 / 545 　ワイドミラー

BW-331ワイドミラー400R
 WIDE MIRROR 400R
パッケージサイズ　450（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　455g
JANコード4975144123310

BW-424ワイドミラー270F/BW-425ワイドミラー270R
 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコードBW-424/4975144124249

BW-544ワイドミラー270F/BW-545ワイドミラー270R
 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコードBW-544/4975144125444

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

400mm × 80mm 曲面  BW-331

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

270mm × 65mm 平面
曲面

 BW-424
 BW-425

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

270mm × 65mm 平面
曲面

 BW-544
 BW-545

BW-425/4975144124256

BW-545/4975144125451

高級感ある木目調フレーム

高級感ある黒木目調フレーム

裏側までメタルコーティング仕上げ！

夜でも明るい鏡　超高反射アルミ裏面鏡※当社比
明るさ2倍、反射率80%の夜でも明るい高反射
ミラーを採用。
スモークガラス車に最適です。
ひずみの少ない高精度鏡を使用。

〈一般のクローム鏡は40%(当社比 )〉明るい

一般のクローム鏡  ※写真はイメージです。ブロードウェイ アルミ鏡

眩しくない鏡　高精度クローム表面鏡※当社比
ひずみが少ない高精度クローム鏡を使用。
クローム鏡は一般のアルミ鏡に比べ約半分の反射
率。まぶしさをおさえた鏡です。
二重写りがなく見やすい表面鏡を採用しています。

眩しくない鏡　高精度クローム表面鏡※当社比
ひずみが少ない高精度クローム鏡を使用。
クローム鏡は一般のアルミ鏡に比べ約半分の反射
率。まぶしさをおさえた鏡です。
二重写りがなく見やすい表面鏡を採用しています。

ブロードウェイ クローム鏡 一般のアルミ鏡     ※写真はイメージです。

ブロードウェイ クローム鏡 一般のアルミ鏡     ※写真はイメージです。

曲面曲率：1500mmR

曲面曲率：1500mmR

曲面曲率：1500mmR

まぶしくない

まぶしくない

BW-904 / 905　ワイドミラー BW-904  ワイドミラー270F
 OPTICS WIDE MIRROR 270F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコード4975144129046

BW-905  ワイドミラー270R
 OPTICS WIDE MIRROR 270R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコード4975144129053

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

270mm × 65mm 平面
曲面

BW-904
BW-905

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

オプティクスの鏡面は眩しさを感じる光の反射の
みをカットする波長感応型防眩ミラー。
夜間の走行でもシャープで鮮明な明るい視界を実
感できます。眩しい光をカットする鏡を作り出し
たのは、日本の精緻な蒸着技術。
オプティクスは洗練された光学技術から生まれた
日本製高品質ミラーです。

曲面曲率：1500mmR

BW-152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157　ワイドミラー

BW-163　ワイドミラー

BW-152ワイドミラー240F/BW-153ワイドミラー240R
 BLUE WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　230g
JANコードBW-152/4975144121521

BW-154ワイドミラー270F/BW-155ワイドミラー270R
 BLUE WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコードBW-154/4975144121545

BW-163ワイドミラー260R
 BLUE WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　320g
JANコードBW-163/4975144121637

BW-156ワイドミラー300F/BW-157ワイドミラー300R
 BLUE WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　270g
JANコードBW-156/4975144121569

眩しさをおさえ、紫外線もカットするドイツ：
FLABEG社のブルー鏡を採用。太陽光線に含まれ
る有害な紫外線だけでなく、夜間走行時における
後続車のヘッドライトの眩しさもおさえます。

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

※写真はイメージです。

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

240mm × 65mm 平面
曲面

 BW-152  
 BW-153

270mm × 65mm 平面
曲面

 BW-154  
 BW-155 

300mm × 65mm 平面
曲面

 BW-156
 BW-157

260mm × 90mm 曲面  BW-163

BW-153/4975144121538

BW-155/4975144121552

BW-157/4975144121576

曲面曲率：1500mmR

一般のクローム鏡 ブロードウェイ  ブルー鏡 一般のアルミ鏡

一般のクローム鏡 ブロードウェイ  オプティクス 一般のアルミ鏡

※写真はイメージです。

純正ルームミラーとこんなに違う！

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

※第三者機関測定による
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BW-742 〜 747　ワイドミラー

BW-842 〜 851　ワイドミラー A

BW-742  ワイドミラー240F
 WIDE MIRROR 240F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　230g
JANコード4975144127424

BW-842  ワイドミラーA240F
 WIDE MIRROR A 240F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　230g
JANコード4975144128421

BW-744  ワイドミラー270F 
 WIDE MIRROR 270F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコード4975144127448

BW-844  ワイドミラーA270F 
 WIDE MIRROR A 270F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコード4975144128445

BW-746  ワイドミラー300F
 WIDE MIRROR 300F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　260g
JANコード4975144127462

BW-846  ワイドミラーA300F
 WIDE MIRROR A 300F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　260g
JANコード4975144128469

BW-848  ワイドミラーA360F
 WIDE MIRROR A 360F
パッケージサイズ　450（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　340g
JANコード4975144128483

BW-850  ワイドミラーA400F
 WIDE MIRROR A 400F
パッケージサイズ　450（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　455g
JANコード4975144128506

BW-743  ワイドミラー240R
 WIDE MIRROR 240R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　230g
JANコード4975144127431

BW-843  ワイドミラーA240R
 WIDE MIRROR A 240R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　230g
JANコード4975144128438

BW-745  ワイドミラー270R
 WIDE MIRROR 270R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコード4975144127455

BW-845  ワイドミラーA270R
 WIDE MIRROR A 270R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　250g
JANコード4975144128452

BW-747  ワイドミラー300R 
 WIDE MIRROR 300R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　260g
JANコード4975144127479

BW-847  ワイドミラーA300R 
 WIDE MIRROR A 300R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　260g
JANコード4975144128476

BW-849  ワイドミラーA360R 
 WIDE MIRROR A 360R
パッケージサイズ　450（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　340g
JANコード4975144128490

BW-851  ワイドミラーA400R 
 WIDE MIRROR A 400R
パッケージサイズ　450（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　455g
JANコード4975144128513

眩しくない鏡　高精度クローム表面鏡※当社比
ひずみが少ない高精度クローム鏡を使用。
クローム鏡は一般のアルミ鏡に比べ約半分の反射率。
まぶしさをおさえた鏡です。
二重写りがなく見やすい表面鏡を採用しています。

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

240mm × 65mm 平面
曲面

BW-742
BW-743

270mm × 65mm 平面
曲面

BW-744
BW-745

300mm × 65mm 平面
曲面

BW-746
BW-747

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

ブロードウェイ クローム鏡 一般のアルミ鏡 ※写真はイメージです。

まぶしくない

夜でも明るい鏡　超高反射アルミ裏面鏡※当社比
明るさ2倍、反射率80%の夜でも明るい高反射ミ
ラーを採用。
スモークガラス車に最適です。
ひずみの少ない高精度鏡を使用。

〈一般のクローム鏡は40%(当社比 )〉

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

240mm × 65mm 平面
曲面

BW-842
BW-843

270mm × 65mm 平面
曲面

BW-844
BW-845

300mm × 65mm 平面
曲面

BW-846
BW-847

360mm × 65mm 平面
曲面

BW-848
BW-849

400mm × 80mm 平面
曲面

BW-850
BW-851

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

※写真はイメージです。

明るい

一般のクローム鏡ブロードウェイ アルミ鏡

曲面曲率：1500mmR

曲面曲率：1500mmR

BW-834 / 836 　ワイドミラー

BW-226 / 227　ワイドミラー BW-226  ワイドミラー300F
 WIDE MIRROR 300F
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　330g
JANコード4975144122269

眩しくない鏡　高精度クローム表面鏡※当社比
ひずみが少ない高精度クローム鏡を使用。
クローム鏡は一般のアルミ鏡に比べ約半分の反射率。
まぶしさをおさえた鏡です。
二重写りがなく見やすい表面鏡を採用しています。

取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

飛散防止加工。
死角をカバーするワイドな視界。

飛散防止加工。
純正ルームミラーにピッタリフィット。
死角をカバーするワイドな視界。
ワンタッチで確実に取り付け。

従来寸法より上下に38％ ( 当社比 ) 拡大した
スーパーワイドサイズ。
裏側もきれいな、ブラックフレーム。

夜でも明るい鏡　超高反射アルミ裏面鏡※当社比
明るさ2倍、反射率80%の夜でも明るい高反射
ミラーを採用。
スモークガラス車に最適です。

〈一般のクローム鏡は40%(当社比 )〉

BW-836  ワイドミラー330F
 WIDE MIRROR 330F
パッケージサイズ　380（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　370g
JANコード4975144128360

BW-834  ワイドミラー290F
 WIDE MIRROR 290F
パッケージサイズ　350（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　350g
JANコード4975144128346

後方が広く見えて安心！
後席まで見えて安心！

※写真はイメージです。

取り付け新提案のワイドミラー。
純正鏡の形状に沿ってグリップ。バンドでとめます。
超薄型フレームでスタイリッシュな装着感。

バンドでとめる→

本製品

鏡のサイズ ミラータイプ 品番
290mm × 90mm 平面 BW-834  
330mm × 90mm 平面 BW-836

曲面曲率：1500mmR

曲面曲率：1500mmR

24mm 106mm 24mm

    以下の車種には取り付けできません。
・純正ミラーが極端に薄い、または厚いもの。
・天井から純正ミラー上部までの距離が 10mm 以下のもの。
・自動防眩ミラーを装着したもの。
・純正ルームミラーの裏側が
下図の位置に（バンド取付
位置）　に障害物があるもの。

ブロードウェイ クローム鏡 一般のアルミ鏡     ※写真はイメージです。

まぶしくない

明るい

一般のクローム鏡  ※写真はイメージです。ブロードウェイ アルミ鏡

BW-227  ワイドミラー300R
 WIDE MIRROR 300R
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　330g
JANコード4975144122276

鏡のサイズ ミラータイプ 品番

300mm × 70mm 平面
曲面

BW-226
BW-227
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A-3 　プロテクタント 300ml

A-74 　ウルトラシャインウォッシュ & ワックス 473ml

A-35 　エクストリームホイール＆タイヤクリーナー

A-5 　プロテクタント 500ml

A-91 　プロテクタント 3.8L

A-33 　エクストリームタイヤシャイン

A-67 　マルチパーパスクリーナー

 ARMOR ALL PROTECTANT 300ml 
パッケージサイズ　235（高）×53（幅）×53（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　346g
JANコード4975144610032

 EXTREAME WHEEL & TIRE CLEANER
パッケージサイズ　270（高）×124（幅）×66（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　790g
JANコード4975144610360

 ARMOR ALL PROTECTANT 500ml 
パッケージサイズ　255（高）×105（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　550g
JANコード4975144610056

 ULTRA SHINE WASH&WAX 473ml 
パッケージサイズ　200（高）×90（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　535g
JANコード4975144610414

 ARMOR ALL PROTECTANT 3.8L 
パッケージサイズ　300（高）×192（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱4　●単品重量　4kg
JANコード4975144610148

 EXTREME TIRE SHINE
パッケージサイズ　275（高）×116（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　630g
JANコード4975144610339

 MULTI PURPOSE CLEANER 
パッケージサイズ　270（高）×110（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　550g
JANコード4975144610391

保護つや出し剤。
輝きが際だつ「レギュラータイプ」。
オゾン・紫外線による日焼けや色あせ、ひび割れ
を防止します。
容量：300ml

自動車用ホイール・タイヤの汚れ落とし。
油汚れ、たまった汚れ、ブレーキダストを溶かすよ
うに洗浄する配合成分です。
強力な泡立ちでホイールにしっかりついて、頑固な
泥も浮き上がらせます。
容量：700ml

保護つや出し剤。
輝きが際だつ「レギュラータイプ」。
オゾン・紫外線による日焼けや色あせ、ひび割れ
を防止します。
容量：500ml

洗浄全塗装色対応・濃縮タイプ・ノーコンパウンド。
洗浄剤とカルナバワックスが最新の技術によりスペ
シャルブレンドされました。優れた洗浄力とワックス
成分で水をはじき、素晴らしい輝きをもたらします。
容量：473ml

保護つや出し剤。
輝きが際だつ「レギュラータイプ」。
オゾン・紫外線による日焼けや色あせ、ひび割れ
を防止します。
容量：3.8L

自動車用タイヤ保護つや出し剤。
亀裂や色あせを引き起こす有害物質から保護しま
す。
美しい鏡のような輝きのため特別なつや出し剤を
強化しました。
容量：650ml

これ１本で自動車のあらゆる部分に対応。頑固な
汚れを強力洗浄。ダッシュボード、ビニール、カー
ペット、布地、透明プラスチック、 コンソール
などに。
容量：473ml

A-14 　プロテクタントマットフィニッシュ

A-68 　ガラスクリーナー

A-82　エクストリームタイヤシャイン ミニ A-83　エクストリームホイール & タイヤ クリーナー ミニ

A-84　マルチパーパスクリーナー ミニ A-85　ガラスクリーナーミニ

A-81 　プロテクタント ミニ

A-37 　クイックシルバーホイール＆タイヤクリーナー

 ARMOR ALL PROTECTANT 118ml 
パッケージサイズ　159（高）×43（幅）×43（厚）
梱包数　内箱－ /外箱24　●単品重量　145g
JANコード4975144610476

 MATTE FINISH PROTECTANT 473ml 
パッケージサイズ　260（高）×109（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　505g
JANコード4975144610421

 AUTO GLASS CLEANER
パッケージサイズ　275（高）×116（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　700g
JANコード4975144610469

 QUICKSILVER WHEEL & TIRE CLEANER
パッケージサイズ　270（高）×124（幅）×66（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　820g
JANコード4975144610438

保護つや出し剤。
輝きが際だつ「レギュラータイプ」。
オゾン・紫外線による日焼けや色あせ、ひび割れ
を防止します。
容量：118ml

汚れを落とし、プラスチック・ビニール・ゴム部
分をUVダメージから保護します。
落ち着いた自然でマットな仕上がり。
たまった汚れやホコリをきれいに落とします。
色あせ、劣化、ヒビ割れ対策ができます。
容量：473ml

ガラスのくすみやこびりついた汚れ、虫や指紋ま
で簡単に除去。
跡やシミが残りにくい、クリアな仕上がり。
アンモニア不使用で、車のガラスに適しています。
容量：650ml

自動車用ホイール・タイヤの汚れ落とし。
全ての塗膜ホイールOK。
乾いたホイールとタイヤにスプレーするだけ。
こすり洗い不要 ! スポンジいらず！スプレー後、
洗い流すだけ。
強力洗浄！オリジナルの配合でブレーキダストを
吸着洗浄します。
容量：709ml

 MULTI PURPOSE CLEANER 118ml
パッケージサイズ　153（高）×63（幅）×31（厚）
梱包数　内箱－ /外箱24　●単品重量　145g
JANコード　4975144610506

 AUTO GLASS CLEANER 118ml
パッケージサイズ　153（高）×63（幅）×31（厚）
梱包数　内箱－ /外箱24　●単品重量　145g
JANコード　4975144610513

 EXTREME TIRE SHINE 118ml
パッケージサイズ　153（高）×63（幅）×31（厚）
梱包数　内箱－ /外箱24　●単品重量　145g
JANコード　4975144610483

 EXTREAME WHEEL & TIRE CLEANER 118ml
パッケージサイズ　153（高）×63（幅）×31（厚）
梱包数　内箱－ /外箱24　●単品重量　145g
JANコード　4975144610490

便利な使いきりミニボトル。
自動車用タイヤ保護つや出し剤。
亀裂や色あせを引き起こす有害物質から保護します。
美しい鏡のような輝きのため特別なつや出し剤を強
化しました。
容量：各118ml

便利な使いきりミニボトル。
自動車用ホイール・タイヤの汚れ落とし。
油汚れ、道にたまった汚れ、ブレーキダストを溶か
すように洗浄する配合成分です。
強力な泡立ちでホイールにしっかり密着し、頑固な
泥も浮き上がらせます。
容量：各118ml

便利な使いきりミニボトル。
ガラスのくすみやこびりついた汚れ、虫や指紋ま
で簡単に除去。
跡やシミが残りにくい、クリアな仕上がり。
アンモニア不使用で、車のガラスに適しています。
容量：各118ml

便利な使いきりミニボトル。
これ１本で自動車のあらゆる部分に対応。頑固な汚
れを強力洗浄。ダッシュボード、ビニール、カーペッ
ト、布地、透明プラスチック、コンソールなどに。
容量：各118ml

使用方法の
動画はこちら
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S-10 　オイルトリートメント

S-12 　スモークトリートメント

S-30 　ガストリートメント＆ウォーターリムーバー

S-32 　スーパーガストリートメント

S-35 　コンプリートフュエルシステムクリーナー

S-37 　スーパーキャブレタートリートメント

S-34 　オクタンブースター

S-31 　ガストリートメント＆ウォーターリムーバー（2 本セット）

S-33 　スーパーガストリートメント（2 本セット）

S-36 　スーパーインジェクタークリーナー

S-50 　ディーゼルフュエルトリートメント

S-11 　エンジンストップリーク
 OIL TREATMENT
パッケージサイズ　123（高）×68（幅）×68（厚）
梱包数　内箱－ /外箱30　●単品重量　314g
JANコード4975144550017

 SMOKE TREATMENT
パッケージサイズ　183（高）×92（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　430g
JANコード4975144550031

 GAS TREATMENT & WATER REMOVER
パッケージサイズ　205（高）×58（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　165g
JANコード4975144550048

 SUPER GAS TREATMENT
パッケージサイズ　205（高）×58（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　165g
JANコード4975144550062

 COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER
パッケージサイズ　205（高）×58（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　195g
JANコード4975144550093

 SUPER CARBURETOR TREATMENT
パッケージサイズ　205（高）×58（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　165g
JANコード4975144550116

 OCTANE BOOSTER
パッケージサイズ　205（高）×58（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　165g
JANコード4975144550086

 GAS TREATMENT & WATER REMOVER
パッケージサイズ　205（高）×116幅）×39（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　340g
JANコード4975144550055

 SUPER GAS TREATMENT
パッケージサイズ　205（高）×116（幅）×39（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　340g
JANコード4975144550079

 SUPER INJECTOR CLEANER
パッケージサイズ　205（高）×58（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　165g
JANコード4975144550109

 DIESEL FUEL TREATMENT
パッケージサイズ　186（高）×88（幅）×39（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　240g
JANコード4975144550123

 ENGINE STOP LEAK
パッケージサイズ　183（高）×92（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　430g
JANコード4975144550024

オイル添加剤。
世界100カ国以上で愛されるオイル強化剤のベ
ストセラー！
エンジンオイルとして必要なさまざまな性能を
トータルにサポート。そのクルマが本来持って
いる走りとパワーを引き出します。
酸化安定性・清浄分散性・磨耗防止性・さび止
め性・粘度温度性の効果を発揮！
容量：300ml

オイル添加剤。
STPスモークトリートメントはハイマイレージ
（6万キロ以上走行）車の排気白煙防止とオイル
性能強化を目的に処方されています。　　　　
・低下したコンプレッションの回復・バルブや
リフターのノイズ低減・オイル減りの改善と排
気白煙の抑止・エンジンパーツの清浄と接触磨
耗防止に効果を発揮します。
容量：428ml

燃料システム用添加剤。
ポリエーテルシステムの採用により、インジェクター、
キャブレター、インテークバルブ、ピストンヘッドな
ど燃料系統のさまざまな汚れを強力に清浄。 エンジ
ンパワーや燃費などの性能を回復させます。
ガソリンタンク内の水抜き・防錆にも効果を発揮。
ガソリンタンク内にたまった水を防錆被膜を形成して、微
粒子化したのち燃焼排除。その強力な防錆効果により、
ガソリンタンク、燃料パイプをしっかりとガードします。
容量：155ml

燃料システム用添加剤。
ポリエーテルシステムの採用により、インジェクター、
キャブレター、インテークバルブ、ピストンヘッドなど
燃料系統のさまざまな汚れを強力に清浄。 エンジンパ
ワーや燃費などの性能を回復させます。
ガソリンタンク内の水抜き・防錆にも効果を発揮。
ガソリンタンク内にたまった水を防錆被膜を形成して、微
粒子化したのち燃焼排除。その強力な防錆効果により、
ガソリンタンク、燃料パイプをしっかりとガードします。
容量：155ml ×2本

燃料システム用添加剤。
パワフルに進化したガストリートメント！
清浄効果は、「ガストリートメント」の約２倍。
通常のガストリートメントに比べて約２倍の高濃度ブ
レンドにより、たった一度の添加で、インジェクター、
キャブレター、インテークバルブ、ピストンヘッドなど、
燃料系統のさまざまな汚れを強力清浄。エンジンパ
ワーや燃費などの性能を見違えるほど回復させます。
ガソリンタンク内の水抜き・防錆にも効果絶大。
容量：155ml

燃料システム用添加剤。
パワフルに進化したガストリートメント！
清浄効果は、「ガストリートメント」の約２倍。
通常のガストリートメントに比べて約２倍の高濃度ブ
レンドにより、たった一度の添加で、インジェクター、
キャブレター、インテークバルブ、ピストンヘッドなど、
燃料系統のさまざまな汚れを強力清浄。エンジンパ
ワーや燃費などの性能を見違えるほど回復させます。
ガソリンタンク内の水抜き・防錆にも効果絶大。
容量：155ml ×2本

燃料システム用添加剤。
高性能ハイテクエンジンのための高性能添加剤。
ガソリンタンク内の水抜き・防錆も、もちろん
完璧。
一度の添加で、エンジン内部の清浄は、まさに
完璧。
容量：155ml

燃料システム用添加剤。
エンジンの燃焼室内に付着した汚れは、空気と
燃料の正常な圧縮・燃焼を妨げ、不完全燃焼及
びエンジン性能の低下につながります。本製品
は、キャブレター内の汚れを強力に清浄、エン
ジンの正しい作動行程を回復させ、効率的で快
適な走りを実現させます。給油満タン時に１本、
ガソリン16ℓ〜80ℓまで有効です。
容量：155ml

燃料システム用添加剤。
パワーとトルクを向上！
ガソリンをハイオクタンにする添加剤MMTを公
道使用で許される最大限の濃度を配合、オクタン
価を増大させさらに、清浄剤によりパワーを復活。
その相乗効果で、パワーアップを確実にします。
パワーアップ、トルクアップ、加速性能向上、ノッ
キング解消。
容量：155ml

燃料システム用添加剤。
最新テクノロジーの超濃縮強力インジェクター
清浄剤。
インジェクターノズルの目づまりを一度の添加で
解消。最新の清浄剤を超濃縮配合、清浄力と速効
性が抜群。エンジンパワーの回復、加速性の向上、
燃費の改善に効果を発揮。
ガソリン満タン時に16ℓから80ℓまで有効。　
次回の添加は5,000km後又はオイル交換毎に。
容量：155ml

燃料システム用添加剤。
ディーゼル車を知り尽くしたディーゼル燃料専用の強化剤！
ディーゼルエンジンの燃料である軽油。その中に含まれる
ワックスや水分などが原因で起こるエンジン各部の腐食・
目づまり・凍結・カーボンの堆積、エンジンオイルの劣化
などを、これ１本でトータルに防止します。
ディーゼルエンジン車が本来持ってるパワー・加速・燃費
などのエンジン性能をすみやかに回復させます。また、排
気ガス中に含まれる黒煙も大幅に減少させます。
容量：236ml

オイル添加剤。
オイルの漏れ止めとオイル性能強化・エンジン保護。
オイルの漏れを止め、劣化したシールやガスケッ
トの回復効果があります。
容量：428ml

S-13 　ハイマイレージ オイルトリートメント S-38 　ウルトラ ５-IN-１ フュエルシステムクリーナー
 HIGH MILEAGE OIL TREATMENT
パッケージサイズ　183（高）×92（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　430g
JANコード4975144554411

 ULTRA 5 IN 1 FUEL SYSTEM CLEANER
パッケージサイズ　202（高）×98（幅）×43（厚）
梱包数　内箱－ /外箱6　●単品重量　390g
JANコード4975144554428

オイル添加剤。
12万キロ以上走行した車のエンジン保護に。
オイルシールやガスケットの機能を回復させま
す。
耐摩耗性分ZDDP（ジアルキルジチオリン酸亜
鉛）配合。
オイル漏れやノイズ、白煙の発生を防ぎます。
容量：443ml

燃料システム用添加剤。
1本で5つの効果！ハイブリッド車もOK!
燃費を改善しエンジン効率を最適に維持。
これ1本で、燃料系統全域を徹底的に洗浄。燃費
を改善し、排出ガスを抑制します。
腐食抑制剤や摩擦軽減剤など、高品質な有効成分
を多種配合。エンジンパーツをさびや摩耗から保
護し、車が本来持つパフォーマンスに近づけます。
高性能清浄剤ポリエーテルアミン配合。
容量：354ml
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S-70 　パワーステアリングフルード＆ストップリーク S-71　パワーステアリングフルード POWER STEERING FLUID & STOP LEAK
パッケージサイズ　210（高）×64（幅）×64（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　345g
JANコード4975144550130

 POWER STEERING FLUID
パッケージサイズ　210（高）×64（幅）×64（厚）
梱包数　内箱－ /外箱12　●単品重量　345g
JANコード4975144550147

パワーステアリングフルード。
パワステフルードの液洩れの原因となるシール
の摩耗や収縮を科学的に復元させるコンディ
ショナーを配合し、一度の添加でほとんどの液
漏れを修復します。特殊な摩耗防止剤が配合さ
れ、ポンプの劣化を防ぎます。当商品はパワス
テフルードの規格に合格しています。補充・交
換用の使用は液漏れの発生を未然に防ぎます。
容量：354ml

パワーステアリングフルード。
氷点下の低温時にも優れた潤滑性能を保持。
最新のパワーステアリングシステムのパーツを高
温から低温までの温度変化に常に安定した保護性
能を発揮します。
異常磨耗、液の酸化や泡立ちを防止し、ポンプの
性能低下を防ぎます。
氷点下での優れた性能を有します。
容量：354ml

 GATE TYPE AT SHIFT KNOB
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　230g
JANコード

LZ-57/4975144730952
LZ-58/4975144730969

LZ-59/4975144730976
LZ-60/4975144730983

LZ-61/4975144730990
LZ-62/4975144731003

LZ-64
レッド

LZ-63
ブラック

ゲートシフト専用設計により理想的な重量バランス
を実現。
取付位置に合わせて高さ調整できるインサーター付
き。
取り付け可能ネジ径 :8ｍｍ・10ｍｍ。
国産メーカー各社のほとんどのゲート式AT車に適
応しています。

本体寸法：高さ100×幅43×厚み60㎜

LZ-57 / 58 　ノブカバー  トヨタ A

LZ-61 / 62 　ノブカバー  ホンダ A

LZ-63 / 64 　ゲート AT ノブ

LZ-59 / 60 　ノブカバー  トヨタ B

LZ-57
メタルブラック

LZ-59
メタルブラック

LZ-61
メタルブラック

LZ-58
カーボン調

LZ-60
カーボン調

LZ-62
カーボン調

貼るだけで簡単にイメージチェンジできるドレス
アップパーツです。
ハイブリッド車シフトノブ専用のハードカバータ
イプ。
装着は粘着テープで貼り付けるだけで簡単に行え
ます。
適合車種：プリウス（50系）、プリウスPHV(50系）

貼るだけで簡単にイメージチェンジできるドレス
アップパーツです。
ハイブリッド車シフトノブ専用のハードカバータ
イプ。
装着は粘着テープで貼り付けるだけで簡単に行え
ます。
適合車種：プリウス（30系）、ヴォクシー、ノア、
エスクァイア、オーリスなど（ハイブリッド車）

貼るだけで簡単にイメージチェンジできるドレス
アップパーツです。
ハイブリッド車シフトノブ専用のハードカバータ
イプ。
装着は粘着テープで貼り付けるだけで簡単に行え
ます。
適合車種：フィット、シャトル、ヴェゼル、ジェイド、
フリードなど（ハイブリッド車）

 KNOB COVER (TOYOTA A)
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード

 KNOB COVER (TOYOTA B)
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード

 KNOB COVER (HONDA A)
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード

35

52

72

55

36

30

35

23

50

LZ-61/4975144731010
LZ-62/4975144731027

シフトノブ・ペダルの適合情報はこちらから。
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LZ-311 　MT ペダルセット K

LZ-313 　MT ペダルセット K

LZ-302 　MT ペダルセット

LZ-304 　AT ペダルセット

LZ-301 　MT ペダルセット

LZ-303 　 AT ペダルセット

LZ-305 　 AT ペダルセット

LZ-310 　AT ペダルセット Ｋ

LZ-312 　AT ペダルセット Ｋ

軽・コンパクトカーに最適化されたペダルセット。
純正ペダルにスッキリフィット。

サイズと形状を見直すことによりコンパクトカー
＆軽自動車に最適化。
オプションのノンスリップリング取り付けで、更なる
ペダルのドレスアップとノンスリップ効果を実現。

サイズと形状を見直すことによりコンパクトカー
＆軽自動車に最適化。
オプションのノンスリップリング取り付けで、更なる
ペダルのドレスアップとノンスリップ効果を実現。

軽・コンパクトカーに最適化されたペダルセット。
純正ペダルにスッキリフィット。

MT用ペダルセット。繊細なペダルワークを可能
にします。

 MT PEDAL SET K
パッケージサイズ　220（高）×120（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　140g
JANコード4975144730716

 MT PEDAL SET K
パッケージサイズ　220（高）×120（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　140g
JANコード4975144730822

 AT PEDAL SET K
パッケージサイズ　220（高）×120（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　140g
JANコード4975144730709

 AT PEDAL SET K
パッケージサイズ　220（高）×120（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　130g
JANコード4975144730815

 MT PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　250g
JANコード4975144730358

 MT PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　260g
JANコード4975144730365

MT用ペダルセット。繊細なペダルワークを可能
にします。

 AT PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　240g
JANコード4975144730372

AT 用ペダルセット。正確なペダルワークを可能
にします。

 AT PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　250g
JANコード4975144730389

AT用ペダルセット。 正確なペダルワークを可能
にします。

 AT PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　260g
JANコード4975144730396
AT用ペダルセット。正確なペダルワークを可能
にします。

LZ-306 　フットレスト /M
 FOOT REST M
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　100g
JANコード4975144730402

足元をトータルなイメージで仕上げるためのかか
せないアイテム。
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LZ-51 / 52 　アルミノブ（スティック）

LZ-53 　ハイブリッド車専用シフトノブ  トヨタ

LZ-55 　ハイブリッド車専用シフトノブ  ホンダ LZ-56 　ハイブリッド車専用シフトノブ  ホンダ

LZ-54 　ハイブリッド車専用シフトノブ  トヨタ

LZ-51/4975144730662
LZ-52/4975144730679

LZ-51
チタニウムシルバー

LZ-53
シルバー /ブラック

LZ-55
シルバー /ブラック

LZ-56
ブラック

LZ-52
ブラック

LZ-54
ブラック

握り心地のよさにこだわったデザイン。なめら
かなカーブで構成された形状とへアライン加工
を施すことでホールド感と感触のよさを実感。
純正ノブと付け替えるだけ。簡単取り付け。
シャフト径：φ８・１０・１２mm対応
国産ゲート式AT車対応
国産MT車対応

TOYOTAハイブリッド車小型スイッチタイプ専用。
[プリウスなど（シフトレバーが自動でもどるタイプ）]
小型スイッチタイプのハイブリッド車のみ適合。
6mm、8mmシャフト用インサーター付き。
後貼りシフトパターンタイプ。
適合車種：小型スイッチタイプハイブリッド車専用。
シャフトが6ｍｍもしくは8ｍｍの車種。

HONDAハイブリッド車小型スイッチタイプ専用。
[フィットなど（シフトレバーが自動でもどるタイプ） ]
小型スイッチタイプのハイブリッド車のみ適合。
6mm、8mmシャフト用インサーター付き。
適合車種：小型スイッチタイプハイブリッド車専用。
シャフトが6ｍｍもしくは8ｍｍの車種。

HONDAハイブリッド車小型スイッチタイプ専用。
[フィットなど（シフトレバーが自動でもどるタイプ） ]
小型スイッチタイプのハイブリッド車のみ適合。
6mm、8mmシャフト用インサーター付き。
適合車種：小型スイッチタイプハイブリッド車専用。
シャフトが6ｍｍもしくは8ｍｍの車種。

TOYOTAハイブリッド車小型スイッチタイプ専用。
[プリウスなど（シフトレバーが自動でもどるタイプ）]
小型スイッチタイプのハイブリッド車のみ適合。
6mm、8mmシャフト用インサーター付き。
後貼りシフトパターンタイプ。
適合車種：小型スイッチタイプハイブリッド車専用。
シャフトが6ｍｍもしくは8ｍｍの車種。

 ALUMINUM STICK KNOB
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　150g
JANコード

 SHIFT KNOB TOYOTA
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　100g
JANコード4975144730778

 SHIFT KNOB HONDA
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　100g
JANコード4975144730792

 SHIFT KNOB HONDA
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　100g
JANコード4975144730808

 SHIFT KNOB TOYOTA
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　100g
JANコード4975144730785
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ブレーキ

ブレーキ

ブレーキ ブレーキ

クラッチ・ブレーキ

クラッチ・ブレーキ

クラッチ・ブレーキクラッチ・ブレーキ

アクセル

ブレーキ アクセル

アクセル アクセル

アクセル

アクセル

アクセルアクセル

アクセル

クローム クローム
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ブルーアルマイト

ブルー

ブルーアルマイト

レッドアルマイト レッドアルマイト

LV-352 　MT ペダルセット Ｋ

AK-702 　ミニペダルセット  マニュアル

AK-704 　ミニペダルセット  マニュアル

AK-706 　ミニペダルセット  マニュアル

AK-701 　ミニペダルセット  オートマ

AK-703 　ミニペダルセット  オートマ

AK-705 　ミニペダルセット  オートマ

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

軽・コンパクトカーのマニュアル車専用ペダルセットです。
ブレーキペダルに採用したHMP（ハイグリップメタルピボット）
によりヒール＆トゥなどのハイテクニックを容易にしました。

 MT PEDAL SET K
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　140g
JANコード4975144243520

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

軽・コンパクトカー専用ペダルセット。

 A/T PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×110（幅）×18（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　140g
JANコード4975144730259

 A/T PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×110（幅）×18（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　140g
JANコード4975144730730

 A/T PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×110（幅）×18（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　140g
JANコード4975144730754

 M/T PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×110（幅）×18（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　150g
JANコード4975144730266

 M/T PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×110（幅）×18（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　150g
JANコード4975144730747

 M/T PEDAL SET
パッケージサイズ　220（高）×110（幅）×18（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　150g
JANコード4975144730761

LZ-307 　 フットレスト /L

足元をトータルなイメージで仕上げるためのかか
せないアイテム。

 FOOT REST L
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　110g
JANコード4975144730419

LZ-308 　ノンスリップリングLZ-324 　ノンスリップリング
 NON-SLIP RINGS
パッケージサイズ　220（高）×50（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g
JANコード4975144730648

 NON-SLIP RINGS
パッケージサイズ　220（高）×50（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード4975144730938

確実なペダルワークと足元のドレスアップを実現。
質感の高いアルミ製のリング。ロンザペダルに取り
付けることにより安定したペダルワークを実現。

確実なペダルワークと足元のドレスアップを実現。
質感の高いアルミ製のリング。ロンザペダルに取り
付けることにより安定したペダルワークを実現。

ロンザペダル専用設計：対応品番LZ-301/LZ-302/LZ-303/
LZ-304/LZ-305/LZ-306/LZ-307/LZ-310/LZ-311/
LZ-312/LZ-313

ロンザペダル専用設計：対応品番LZ-301/LZ-302/LZ-303/
LZ-304/LZ-305/LZ-306/LZ-307/LZ-310/LZ-311/
LZ-312/LZ-313

ロンザペダル専用設計：対応品番LZ-301/LZ-302/LZ-303/
LZ-304/LZ-305/LZ-306/LZ-307/LZ-310/LZ-311/
LZ-312/LZ-313

LZ-309 　 ノンスリップリング
 NON-SLIP RINGS
パッケージサイズ　220（高）×50（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g
JANコード4975144730655

確実なペダルワークと足元のドレスアップを実現。
質感の高いアルミ製のリング。ロンザペダルに取り
付けることにより安定したペダルワークを実現。
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LV-351 　AT ペダルセット K

軽・コンパクトカーのオートマチック車専用ペダルセットです。
ブレーキペダルに採用したHMP（ハイグリップメタルピボット）
によりヒール＆トゥなどのハイテクニックを容易にしました。

 AT PEDAL SET K
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×30（厚）
梱包数　内箱ー /外箱10　●単品重量　130g
JANコード4975144243513

67

91

49110

68

150

φ18

φ18

LV-891 / 892 / 893 　ゲート AT ノブ  GATE TYPE AT SHIFT KNOB
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×70（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　200g
JANコード LV-891/4975144248914

LV-892/4975144248921
LV-893/4975144248938

LV-893
メタルブラック

LV-892
黒木目

LV-891
木目

シフトノブの高さが3段階調整できるアダプター付き。
握りやすさ、 操作性を追求したフォルム。
レザー調＆木目調、黒木目、メタルブラックのコン
ビネーションがインテリアの高級感を演出します。
シャフト径：φ８・１０・１２mm対応
ゲート式AT車対応
MT車対応

本体寸法：高さ100×幅50×厚み60㎜

LZ-503 　ペダルセット AT-S  A/T PEDAL SET S
パッケージサイズ　220（高）×180（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　260g
JANコード4975144730624

アルミとラバーのコンビネーションが的確な
ペダルワークを生み出します。
靴がキズ付きにくいラバー加工。

75

120

115 55

LZ-01 　シフトパターンバッヂ

車検に対応するためのシフトパターン表示。
5速MT車専用。

 SHIFT PATTERN/5 SPEED-MANUAL
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×7（厚）
梱包数　内箱－ /外箱50　●単品重量　2g
JANコード4975144730273

25

25

レッド

ブレーキ

ブレーキ

ブレーキ

ブレーキ

クラッチ・ブレーキ

クラッチ・ブレーキ

クラッチ・ブレーキ

クラッチ・ブレーキ

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

アクセル

ブレーキ
アクセル
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Car Accessories Collection

 SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144552813

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラー
が付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便
利なゴムベルト付きです。

CC-1　サンシェード L   〈 コカ・コーラ〉

CC-2　カップホルダー   〈 コカ・コーラ〉 CC-6　ナンバーボルトキャップ   〈 コカ・コーラ〉

CC-4　ネックピロー＆クッション   〈 コカ・コーラ〉

※写真はイメージです。

700

1300

 BOLT CAP
パッケージサイズ　180（高）×55（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　28g
JANコード4975144552868

貼るだけの簡単取り付け。
インテリアのドレスアップオーナメントとして
も使えます。28 9

28

表 裏

ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、
スマートフォンや小物などのすべりを防ぎます。
接着剤不要。貼り跡が付きにくく、べたつきません。
ソフト素材で、曲面対応。

 NON SLIP MAT
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×4（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　100g
JANコード　4975144552875

2017 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

●新機構ハイブリッドフラップを採用！
 柔らかいフラップがあらゆるサイズの
 ドリンクを入れた時のフィット感を実現し、
 硬いフラップが柔らかいフラップと連動
 して常時カップ等の側面を4面で追従。
ホールド性の高さを実現しました。

88

100

97

320

1.6

82

280

140

4975144552820

 CUP HOLDER
 パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　160g
JANコード

CC-7　ノンスリップマット   〈 コカ・コーラ〉

 NECK PILLOW AND CUSHION
パッケージサイズ　320（高）×150（幅）×150（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　200g
JANコード4975144552844

シーンに合わせて形を変えられる便利なネッ
クピロー＆クッションです。
マイクロビーズが入って使い心地抜群です。
伸縮性のある生地を採用。
車内やご家庭でも使用できます。

180
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WD-269　スマートフォン AC ホルダー〈 ミッキー〉  SMARTPHONE AC HOLDER
 パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144442695

スマートフォンとドリンクを同時に収納可能。
左右のハンドの付いたポケットをガイドレール上で
移動することでスマートフォンの画面操作と左右の
回転（首振り）を可能にしたACホルダーです。
ポケットが左右セパレートタイプですので、機種ご
との幅調整も可能です。

155

78

113

●スマートフォン用ポケット部適合範囲
・許容重量：200g以下（後付カバー重量も含む）
・収納寸法：収納物の幅50mm以上、110mm以下、収納物の厚み
　16mm以下（幅80mm以上の場合は厚み10mm以下）

WD-309　AC ホルダー〈ミッキー〉

WD-289 　マイクロファイバーボール〈ミッキー〉

 AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×125（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　195g
JANコード4975144443098

 MICRO FIVER BALL
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g
JANコード4975144442893

111
100

110

92

120

WD-290 　マイクロファイバークロス〈ミッキー〉
 MICRO FIVER CLOTH
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード4975144442909

WD-277 　ワイドミラー〈ミッキー〉
 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　400（高）×135（幅）×46（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　280g
JANコード4975144442770

ワイドミラーにサブミラーが付いています。
サブミラーはワイドミラーの右側にも左側にも取り
付けができます。
サブミラーの向きは、 フレキシブルアームなので
自由に調節ができます。
車の外から見てもかわいいハンドが付いています。

25

20

310

80
75

70

キュートなマスコットタイプのクリーナーです。
ホコリをサッとおそうじできるマイクロファイバー
生地を使っています。
平らに広げて、お車のダッシュボードなどの広い
場所のおそうじに最適です。
使用しない時には、付属のフックに吊り下げられます。
カップホルダーに置いたりドアポケットにも入る
コンパクトサイズです。
デスクや、お家でのおそうじにも最適です。

60
60

1001515

3636

3131

Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用

コンビニコーヒー等を安定してホールドすること
ができます。
通常の横ルーバータイプだけでなく、丸型タイ
プのルーバーにも取り付け可能です。

WD-312　ワイドミラー〈ミッキー〉

WD-298　ワイドミラー〈ミッキー〉

 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×100（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　235g
JANコード4975144443128

 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×100（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　245g
JANコード4975144442985

ミッキーマウスのマスコットが鏡に映り立体的
に見える楽しいミラーです。
平面鏡なので純正ルームミラー（平面鏡）と同
じ距離感で違和感なくご使用いただけます。
純正ルームミラーにワンタッチで簡単に取り付
けでき、視界を広くするワイドミラーです。
取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

ミッキーマウスのスワロフスキーチャームが
キュートなワイドミラーです。
平面鏡なので純正ルームミラー（平面鏡）と同
じ距離感で違和感なくご使用いただけます。
純正ルームミラーにワンタッチで簡単に取り付
けでき、視界を広くするワイドミラーです。
取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

308

310

74

75

60

Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用

WD-361 　カップホルダー〈ミッキー〉  CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　160g
JANコード　4975144443616

97

82

 88

●新機構ハイブリッドフラップを採用！
柔らかいフラップがあらゆるサイズのドリンクを
入れた時のフィット感を実現し、硬いフラップが
柔らかいフラップと連動して常時カップ等の側面
を4面で追従。ホールド性の高さを実現しました。

WD-322 　サイドカップホルダー〈ミッキー〉

WD-321 　ドリンクホルダー〈ミッキー〉

WD-170　ワイドミラー〈ミッキー〉

WD-200　ワイドミラー〈ミッキー〉

 SIDE AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　113g
JANコード4975144443227

 AC HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×90（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　133g
JANコード4975144443210

 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　270g
JANコード4975144442008

運転席・助手席のエアコン吹き出し口に最適なド
リンクホルダーです。
スライド幅が細かく調整できるので、しっかりと
ドリンクをホールドできます。
使用しない時はスライドさせてコンパクトに収納で
きます。

フロントケースを開けずに細缶、携帯電話等がその
まま置けるACホルダーです。
500ml紙パック対応。その他各ドリンク（太缶、細缶、
500ml ペットボトル）もしっかりホールドします。
通常の横ルーバータイプだけでなく、丸型タイプ
のルーバーにも取り付け可能です。

キュートなマスコットタイプのクリーナーです。
ホコリをサッとおそうじできるマイクロファイバー
生地を使っています。
ひっくり返して、お車のナビやメーターまわり、
エアコンの吹き出し口などの細かい所のおそうじ
に最適です。
使用しない時には、付属のフックに吊り下げられます。
カップホルダーに置いたりドアポケットにも入る
コンパクトサイズです。
デスクや、お家でのおそうじにも最適です。

明るく見やすいアルミ裏面鏡を採用しています。
平面鏡なので純正ルームミラー（平面鏡）と同じ
距離感で違和感なくご使用いただけます。
純正ルームミラーにワンタッチで簡単に取り付け
でき、 視界を広くするワイドミラーです。
取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

ブラックフレームと鏡面のミッキーマウスのプリン
トとボルトのマスコットが上質でワンランク上のデ
ザインです。
明るく見やすいアルミ裏面鏡を採用しています。
平面鏡なので純正ルームミラー（平面鏡）と同じ
距離感で違和感なくご使用いただけます。
取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

WD-369   マグネットスマホホルダー〈ミッキー〉

46

50

57

WD-368   マグネットスマホホルダー〈ミッキー〉  MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144443685

 MAGNETIC SMARTPHONE HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144443692

片手で簡単に着脱できる強力ネオジムマグネット
を用いたホルダーです。
画面や側面のスイッチを隠さずスマートフォンが
ホールドできます。
エアコンルーバーにクリップで簡単に装着できます。
付属品：両面テープ貼付け済み金属プレート、保
護フィルム。
許容重量：200g以下42

48

57

 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　260g
JANコード4975144441704
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74

76

75

74

30

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

付属フック 付属フック

（ワイドミラー部）

片手で簡単に着脱できる強力ネオジムマグネットを
用いたホルダーです。
画面や側面のスイッチを隠さずスマートフォンがホー
ルドできます。
エアコンルーバーにクリップで簡単に装着できます。
付属品：両面テープ貼付け済み金属プレート、保護
フィルム。
許容重量：200g以下
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WD-310　アジャストスマホポケット〈ミッキー〉  SMARTPHONE HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×41（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　115g
JANコード4975144443104

iPhone、Androidなど小型から大型のスマートフォ
ンまで収納できる、幅調整が可能なポケットです。
取付場所が広がる取付ステー付き。
底面にコネクター差し込み用切り欠き、 側面にコー
ドフック付き。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅59mm以上、85mm以下、
収納物の厚み13mm以下　　　　　　　　　　
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

71

39

88
Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用

WD-255　フリーホルダー〈ミッキー〉
 FREE HOLDING HOLDER 
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144442558

自由に曲がるアームで、スマートフォンやサングラ
スなどいろいろな物がホールドできます。
アームを自由に動かしてポーズがとれるので、楽
しく車内を演出できます。
パソコン周りなど、オフィスのデスク周りやご家庭
でも楽しくご利用になれます。

98

52
54

Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用8883  

33
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WD-360　スマートフォンポケットワイド〈ミッキー〉  SMARTPHONE POCKET WIDE
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144443609

画面が大きなスマートフォンにジャストフィットす
る便利でシンプルなポケットです。
粘着テープで貼るだけ。取付場所が広がるステー付き。
よりフィット感が出せるクッション構造にガタつき
防止のスペーサー付き。
画面の操作がしやすい前面形状、 底面にコネクター
差し込み用切り欠き、 コードフック付き。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅65mm以上、85mm以下
収納物の厚み15mm以下93 24

75

 WIDE POCKET
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×42（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　92g
JANコード4975144443586

スマートフォンの収納に最適！貼るだけの簡単
取り付けです。
ブックレットカバーを付けたスマートフォンも
入ります。幅85mmまで対応。
収納物のキズがつきにくいソフト素材で、さりげ
なく便利に使えるポケットです。
ケーブル等を引っ掛けるフック付き。充電コネク
ター用に底面に穴があいています。
許容重量：200g以下

72

WD-359　アジャストスマートフォンスタンド〈ミッキー〉  ADJUSTABLE SMARTPHONE STAND
パッケージサイズ　180（高）×175（幅）×70（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g
JANコード4975144443593

手帳型カバーに対応。
取り付け後の角度調整が可能で、見やすい角度が自在に選べます。
左右のホルダーを入れ替えることで、画面の縦、
横表示に対応。
セパレート構造なので、様々な種類のスマート
フォンのサイズに対応できます。
許容重量：300g以下
収納寸法A: 収納物の高さ105mm以上170mm以下（ヨコ置きの場
合） B:収納物の幅65mm以上100mm以下（タテ置きの場合）　C:収
納物の厚み20mm以下※重量および寸法は後付カバーも含みます。62

54

WD-245　スマートフォンスタンド〈ミッキー〉  SMARTPHONE STAND
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144442459

iPhone、スマートフォンのホールドに最適なスタンドです。
セパレート構造なので、様々な種類のスマートフォ
ンのサイズに対応できます。ホールド部分はダッ
シュボードの傾斜に対応できるようにしました。
ホールド時に奥側へ角度をつけることで、自然な
角度で画面の確認ができます。
許容重量：200g 以下
収納寸法：収納物の幅40mm以上、収納物の高さ
（スマートフォンの幅）72mm以下、厚み20mm以下

4

1.6

WD-350　ノンスリップマット S  〈ミッキー〉

WD-352　ノンスリップマット 〈ミッキー〉

NON SLIP MAT S
パッケージサイズ　180（高）×105（幅）×7（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　65g
JANコード4975144443500

NON SLIP MAT
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×4（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　30g
JANコード4975144443524

フチ付きすべり止めマットです。
接着剤を一切使用していないので、べたついた
りしません。また、ホコリなどで吸着が弱くなっ
ても水洗いすればご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取
り付けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボード
のような曲面にもフィットし、スマートフォン
などを走行時の振動等から守ります。

接着剤を一切使用していないので、べたついた
りしません。また、ホコリなどで吸着が弱くなっ
ても水洗いすればご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取
り付けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボー
ドのような曲面にもフィットし、スマートフォ
ンなどを走行時の振動等から守ります。

85

115

160

100

WD-151　ノンスリップマット 　〈ミッキー〉
NON SLIP MAT 
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×7（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード4975144441513

接着剤を一切使用していないので、べたついたり
しません。また、ホコリなどで吸着が弱くなっ
ても水洗いすればご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取
り付けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボード
のような曲面にもフィットし、スマートフォンな
どを走行時の振動等から守ります。

WD-149　ノンスリップマット ペア〈ミッキー〉
NON SLIP MAT PAIR
パッケージサイズ　180（高）×160（幅）×4（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　60g
JANコード4975144441490

接着剤を一切使用していないので、べたついた
りしません。また、ホコリなどで吸着が弱くなっ
ても水洗いすればご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取
り付けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボー
ドのような曲面にもフィットし、スマートフォ
ンなどを走行時の振動等から守ります。

WD-214　ノンスリップマット 　〈ミッキー〉 NON SLIP MAT 
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×7（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144442145

フチ付きすべり止めマットです。
接着剤を一切使用していないので、べたついた
りしません。また、ホコリなどで吸着が弱くなっ
ても水洗いすればご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取
り付けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボード
のような曲面にもフィットし、スマートフォン
などを走行時の振動等から守ります。

40

WD-357　サングラス & カードホルダー  〈ミッキー〉
 SUNGLASSES ＆ CARDS HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144443579

ミッキーマウスのアイコンシルエットがクール
でおしゃれなサングラスホルダーです。
幅広のホルダー部とソフトな素材でサングラス
をしっかりやさしく固定できます。
クリップでお車のサンバイザーに簡単取り付け。
カードを収納できる便利なポケット付き。

85

150

213（最大に広げた場合）
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36
57

180

140

115

100

180

140

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

WD-358　ワイドポケット〈ミッキー〉

WD-275 　スマートフォンホルダー３D〈ミッキー〉

WD-311　スマートフォンホルダー 3D〈ミッキー〉

 SMARTPHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　165g
JANコード4975144442756

 SMARTPHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×82（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　151g
JANコード4975144443111

3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見や
すい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホール
ド幅90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

iPhone、スマートフォンのホールドに最適なス
タンドです。
スマートフォンを傷つけない、やわらかい素材の
スライドベースです。
ミッキーマウスのアイコンの向きも変えられます。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

100

135

102

92

WD-339  スマートフォンホルダー３D 吸盤〈ミッキー〉  SMARTPHONE HOLDER 3D SUCTION CUP
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　215g
JANコード4975144443395

取り付けが簡単で強力なゲルパッド吸盤貼り付け。
3Dホールドシステム採用で取付後でも見やすい
角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホール
ド幅90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。100

140

122

+

WD-299　サングラスホルダー〈ミッキー〉 SUNGLASSES HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　110g
JANコード4975144442992

テンプルとブリッジ部をホールドするので、サン
グラスのズレなどの動きを抑え、サングラスに優
しい設計です。
スポーティーなデザイン系のサングラスや、フ
レームが細いタイプもしっかり固定できます。
サングラスに触れるクッションは抗菌仕様になって
います。35 65

105

Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用
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WD-324　USB ソケット D 2.4A〈ミッキー〉 WD-323　イルミソケット D1 USB 2.4A〈ミッキー〉

自動車用USB電源です。合計2.4A出力USB
ソケットを2口搭載。（5Ｖ/2口合計2.4Ａ）
通電時にハンド部分がホワイトに光るモニターラ
ンプが内蔵されています。
スマートフォン、タブレットなど、USB充電に対
応した機器の給電・充電が可能です。

自動車用USB電源です。2.4A出力USB充電ポー
トを2口搭載。（5Ｖ/1口最大2.4Ａ）
タブレット、スマートフォン、などUSBで充電で
きる機器であれば給電・充電が可能です。
12Vソケットには最大12V7Ａまでの電気製品を
接続できます。※USB出力を含む
ソケットまわりのリングとケースがレッドに光ります。

 USB SOCKET D 2.4A
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×48（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　65g
JANコード4975144443241

 ILLUMINANT SOCKET D1 USB 2.4A
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード4975144443234

108 120

45
42

50 96

適合ご確認
ください

適合ご確認
ください

WD-348　電波時計〈ミッキー〉  RADIO CONTROLLED CLOCK
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード　4975144443487

時刻の他に、カレンダー表示付で、月、日、曜日
を表示します。
大型液晶採用で、見やすい表示パネルです。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付
け場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
バックライト付き。(点灯時間約5秒間）

38

85 18

CR2032

WD-139　チケットクリップ 　〈ミッキー〉
 TICKET CLIP
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード4975144441391

高速券等のチケットやカードを差し込めるスプ
リング式のクリップです。
スプリング式なのでどの方向からでも抜き差し
できます。
車内だけでなく、職場やご家庭でも使えます。

WD-143　ゆらゆらクリップ 　〈ミッキー〉
 MASCOT CLIP
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード4975144441438

マスコットが車の走行振動でかわいく揺れるクリッ
プです。
コイルクリップ部に高速券等のチケットやメモを差
し込める便利なクリップです。
車内だけでなく、 職場やご家庭でも使えます。

WD-327　デジタルクロック〈ミッキー〉

ミッキーマウスのハンドがかわいい、大型表示
の見やすいデジタルクロックです。
カレンダー機能付き。時間と月・日を交互に表
示できます。
付属のステーでいろいろな場所への取り付けに
対応します。

 DIGITAL CLOCK
 パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×36（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード　4975144443272

LR44

42

100
35

WD-184　アースキーホルダー 2〈ミッキー〉
ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×18（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　32g
JANコード4975144441841

ハンドのデザインがかわいいキーホルダーです。
イヤな静電気の放電ショックを軽減します。
シンプルでかわいいデザインなのでオールシーズ
ン使えます。
除電時にピカッと光るネオンランプ内蔵。

WD-222　キーカバーハード〈ミッキー〉ダイハツタイプ A
 REMOTE KEY COVER
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×18（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　25g
JANコード4975144442220
2分割ハードカバータイプのスマートキーカバー。
取り付けは両面テープで貼るだけ。
ハードカバーを装着した状態でも、メカニカルキー
の着脱・電池交換が可能です。

WD-183　アースキーホルダー 1 〈ミッキー〉
ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×22（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　35g
JANコード4975144441834
ミッキーマウスの３つ丸アイコンをデザインしたシッ
クなキーホルダーです。
イヤな静電気の放電ショックを軽減します。
シックでオシャレなデザインなのでオールシーズ
ン使えます。
除電時にピカッと光るネオンランプ内蔵。

代表的な適合車種
2017 年 5 月現在のお車

・ムーヴコンテ
・ミラ / ミラココア

（※ミライース・3 代目タント・6 代目ムーヴは除く）

52 50

52

58

40

85

34

18

130

64

40

32

20

110

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

WD-331　　　キーホルダー〈ミッキー〉 WD-332　　　キーホルダー〈ミッキー〉

WD-333　キーホルダー〈ミッキー〉 WD-334　キーホルダー〈ミッキー〉

7

88

38

7

67

64 7

67

64

7

88
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 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　41g
JANコード4975144443326

 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　41g
JANコード4975144443319

 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　43g
JANコード4975144443333

 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　43g
JANコード4975144443340

高級感のある本革調素材と金属プレートの絵柄が
かわいいキーホルダーです。
裏面にも刻印が入っています。

高級感のある本革調素材と金属プレートの絵柄が
かわいいキーホルダーです。
裏面にも刻印が入っています。

高級感のある本革調素材と金属プレートの絵柄が
かわいいキーホルダーです。
裏面にも刻印が入っています。

高級感のある本革調素材と金属プレートの絵柄が
かわいいキーホルダーです。
裏面にも刻印が入っています。

WD-331
四角（黒） 裏面 裏面

裏面 裏面

WD-332
四角（茶）

WD-333
三つ丸（黒）

WD-334
三つ丸（茶）

WD-272 　アースキーホルダー〈ミッキー〉
ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×38（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード4975144442725

イヤな静電気の放電ショックを軽減します。
オールシーズン使える、キュートなキーホルダーです。
除電時にピカッと光るネオンランプ内蔵。

115

4030
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WD-294　ソフトリアトレイワイド〈ミッキー〉 SOFT REAR TRAY WIDE
パッケージサイズ　250（高）×360（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　560g
JANコード4975144442947

小物などがたっぷりと置けるワイドサイズです。
ドリンクホルダーとしても使用できます。
細缶から500ml ペットボトル、500ml 紙パッ
クまでいろいろなサイズのドリンクをホールド
できるマルチバンド付き。バンドはスッキリと
折りたたみ可能です。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトで
トレイの角度調整も可能です。

200

350 40

WD-338　ぱっシェード〈ミッキー〉
 SUN SHADE
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　120g
JANコード4975144443388

ワイヤーを使用して瞬時にパッと広がり、収納時は
コンパクトに折りたたむことができます。
車の窓に吸盤で簡単に取り付けられ、まぶしい日差
しをやわらげます。
2枚入。

445

365

WD-274　サンシェード L　〈ミッキー〉  SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144442749

700

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温に
なるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利な
ゴムベルト付きです。

1300

WD-187　サンシェード L　〈ミッキー〉 SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144441872

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利
なゴムベルト付きです。

WD-379　サンシェード L　〈ミッキーマウス〉  SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144443791

700

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利
なゴムベルト付きです。

1300

※写真はイメージです。

41

WD-349　リアトレイ 〈ミッキー〉  REAR TRAY
パッケージサイズ　180（高）×300（幅）×47（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　300g
JANコード4975144443494

前席のヘッドレスト部に取り付けて使用するテー
ブルです。
ドリンクは太缶、細缶のほかにも500ml ペット
ボトル、300ml・250ml 紙パックがホールドで
きます。
レジ袋などが吊り下げられる便利なフック付き。
便利なタオル掛け付きです。

267

153

WD-354 　レザートレイ  〈ミッキー〉  LEATHER TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード　4975144443548

ダッシュボードなどで使用する、 ミッキーマウス
のアイコンデザインがキュートなトレイです。
トレイの中側は起毛生地を使用。 収納物をやさし
く収納できます。
緩やかな曲面にも対応する車内専用設計です。
粘着ゲルパッド取付だから、 取り付け位置を変え
られます。

220

140

45

WD-211　ギャザーポケット〈ミッキー〉  GATHER POCKET
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード4975144442114

高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
ダッシュボード・ドア・コンソールなど空いたスペース
がポケットスペースになります。
収納物をゴムでしっかりホールドします。（薄い物は横ズ
レすることがあります。）
ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し収納物
へのショックを柔らげます。
ゆるやかな曲面にも対応する車内専用設計です。

WD-287　メッシュポケット〈ミッキー〉

WD-283　シートバックポケット〈ミッキー〉 WD-285　アンブレラケース〈ミッキー〉

WD-325　フロアマット〈ミッキー〉  FLOOR MAT
パッケージサイズ　25（高）×460（幅）×580（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　630g
JANコード4975144443258

軽自動車・コンパクトカーに最適。
ミッキーマウスの立体的なアイコンとエンブレムが
車内を演出するフロント用フロアマットです。
立体形状で雨、雪、砂などの汚れからお車のフロ
アをガードします。
汚れた場合は水洗いが可能です。580

460

WD-326　マルチトレイ〈ミッキー〉  MULTI TRAY
パッケージサイズ　37（高）×378（幅）×298（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　270g
JANコード4975144443265

マルチに使える便利トレイです。
小物の整理やシューズ収納まで用途もいろいろです。

378 298
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700
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140 17
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 NET POCKET
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　70g
JANコード4975144442879

ダッシュボード・ドア・コンソール・ラゲッジルーム
など空いたスペースがポケットスペースになります。
収納物をゴムとネットでしっかりホールドします。
ポケット内側はスポンジ入り柔らか素材を採用し、
スマートフォンなど収納物へのショックを軽減します。
使わない時はフラットなので邪魔になりません。
粘着シートで簡単に取り付けでき、緩やかな曲面に
も対応する車内専用設計です。

400

300 70

 SEAT BACK POCKET
パッケージサイズ　360（高）×210（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　480g
JANコード4975144442831

車の座席の後ろ側に取り付ける、かわいいシートバッ
クポケットです。
フルサイズポケットとハーフサイズポケットと2通りの
使い方ができ便利です。
メインポケットは、CDケースならば12枚、DVDケー
スならば6枚、ペットボトルならば4本、雑誌や本、
旅行ガイドなどを収納できます。フロントポケットは、
スマートフォンや小物などを収納できます。

650

180

8

 UMBRELLA CASE
パッケージサイズ　330（高）×180（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　170g
JANコード4975144442855

大容量5本収納！！（標準サイズ４本+折りたたみ傘
orジュニア傘1本）
大きく開いて、左右どちらからでも出し入れがしやすい。
素早く開閉できる、フラップ構造＆面ファスナー採用。
折りたたみ傘やジュニア傘の収納にも便利なフロン
トポケット。標準サイズ傘と一緒に使えます。
たまった水捨て簡単。脱着式フロントポケットだか
ら本体をはずすことなく水捨てができます。

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

WD-335　キーホルダー〈ミッキー〉 WD-336　キーホルダー〈ミッキー〉

WD-335
リング（黒）

WD-336
リング（赤）10

56

67 10

56

67

 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　40g
JANコード4975144443357

 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　40g
JANコード4975144443364

ミッキーマウスのアイコンをモチーフとした、やわ
らか素材のかわいいキーホルダーです。

ミッキーマウスのアイコンをモチーフとした、やわ
らか素材のかわいいキーホルダーです。

約 700

WD-337 　おてがるカーテン〈ミッキー〉
 CURTAIN
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144443371

絵柄は両面にあり、車内も車外も楽しげに演出し
てくれます。
UV99％カット！生地にはUV加工を施してある
ので、紫外線からお肌を守ります。
2枚合わせの透けにくいしっかりした作りで、まぶ
しい日差しをカットします。
簡単に吸盤でお車の窓に取り付けできます。

約 530 枚入1
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WD-295　シートグリップ〈ミッキー〉  SEAT GRIP 
パッケージサイズ　320（高）×160（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード4975144442954

車の乗り降りのサポートや走行中のアシストグ
リップとしても使える、便利でかわいいグリップ
です。
ヘッドレストのステーにベルトを通すだけで簡
単に取り付けできます。430

45

55

WD-286　バイザーポケット〈ミッキー〉

WD-201　レザートレイ〈ミッキー〉

WD-203　シートバックポケット〈ミッキー〉

WD-202　ソフトリアトレイワイド〈ミッキー〉
 LEATHER TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　150g
JANコード4975144442015

SEAT BACK POCKET
パッケージサイズ　360（高）×210（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　320g
JANコード4975144442039

 SOFT REAR TRAY WIDE
パッケージサイズ　250（高）×360（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　570g
JANコード4975144442022

ダッシュボードの上面に取り付けるミッキーの型押
し生地を使用したクールでおしゃれなトレイです。
高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
トレイの中側は起毛生地を使用。収納物をやさし
く収納できます。
緩やかな曲面にも対応する車内専用設計です。

高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
お車のシートのヘッドレストステーへの取り付け
ベルトは便利な調整アジャスター付きです。
ポケットにはＤＶＤケースならば6枚、 500ml
ペットボトルならば4本、 またはA4サイズの地
図が収納できます。

高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
小物等がたっぷりと置けるワイドサイズです。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトで
トレイの角度調整も可能です。
レジ袋が掛けられるフック付きです。

WD-147　バイザーＣＤケース〈ミッキー〉

CD・DVDが12枚入るサンバイザーポケットです。
チケットやカードも入ります。
CD・DVDがキズ付きにくい特殊素材を採用し
ました。

 VISOR CD CASE
パッケージサイズ　360（高）×200（幅）×15（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　250g
JANコード4975144441476

WD-288　セパレートフック〈ミッキー〉  SEPARATE HOOK
パッケージサイズ　180（高）×150（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144442886

手軽に買い物袋やバッグ、傘などが掛けられます。
ヘッドレストステーに通すだけで、簡単に取り付
けできます。
両手を広げたように離して使ったり、両手でしっ
かり持ったように重ねて使ったり、楽しく使い分
けのできるフックです。※フックは状況により、
左右に回転させて使用できます。
耐荷重 : 片方で200g（目安）
適合ヘッドレストステー径：12mm以上14mm以下

WD-259　ダブルフック〈ミッキー〉

おしゃれなミッキーマウスの足の形をしたかわいい
フックです。
ヘッドレストステーに通すだけで、簡単に取り付
けできます。
手軽にレジ袋や傘などが掛けられます。
フックはご使用状況により、左右に回転させてご
使用いただけます。
耐荷重 : 両足で500g
適合ヘッドレストステー径：12mm以上14mm以下

 DOUBLE SEAT HOOK
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×65（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　126g
JANコード4975144442596

125

50

105

WD-260　フリーアーム  〈ミッキー〉

自由に曲がるアームで、ヘッドレストに巻きつけ
たり、カーテンをまとめることができます。
付属のベースをダッシュボードに貼り付けて、サ
ングラスなどをさげられます。
パソコン周りなど、オフィスのデスク周りやご家
庭でも楽しくご利用になれます。
耐荷重：200g（ベースに直接物をさげる場合）

 FREE ARM
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144442602

（ベース部）

300

52

40 4018

24

アーム長：
20cm

WD-267　傘ホルダー  〈ミッキー〉
 UMBRELLA HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×165（幅）×34（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　95g
JANコード4975144442671
おしゃれなミッキーマウスのハンドの形をした傘ホル
ダーです。
ヘッドレストステーに通すだけの簡単取り付け。
リングを広げて、傘を入れるだけで簡単にホールドで
きます。
ステッキのホールドにも便利です。
適合ヘッドレストステー径：14mm以下

180
33

97

WD-296　ネッククッション  〈ミッキー〉  NECK CUSHION
パッケージサイズ　165（高）×270（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　170g
JANコード4975144442961

ミッキーマウスのアイコンデザインがキュートな
ネッククッションです。
車内で休む時にも心地よく、快適ドライブにオシャ
レな首用のクッションです。
ヘッドレストのステーにバックルでとめるだけで
簡単に取り付けできます。

165

270
100

WD-370 　クッション＆ブランケット〈ミッキーマウス〉
 CUSHION & BLANKET
パッケージサイズ　210（高）×300（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　290g
JANコード4975144443708

800

1200100300

160

クッションを広げると、ブランケットになります。
ブランケット時寸法：約1200×800mm。
スウェット生地使用で季節を通してご使用でき
ます。裏地もふわふわの肌触り。
いつでも清潔、丸洗いが可能です。

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

WD-371 　ダブルアームフック〈ミッキーマウス〉
 DOUBLE-ARMED HOOK
パッケージサイズ　180（高）×210（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード4975144443715

おしゃれなミッキーマウスのハンドの形をしたシ
ンプルなフックです。
ヘッドレストシャフトに通すだけで、簡単に取り付
けできます。
手軽に買い物袋やバッグ、傘などが掛けられます。

●耐荷重：フックとしてアーム部根元を使用の場合は　
　片側２kg、中央の傘ホルダーは1kgの合計5kgまで。
●適合ヘッドレストステー径 :12mm以上14mm以　
　下。シャフト間隔130〜170mm。

125170

62

WD-372 　ピラーフック〈ミッキーマウス〉
 PILLAR RACK
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード　4975144443722

35

48

47

お車ピラー（天井と内装のすき間）に差し込み、
ハンガーや小物などを吊り下げられる便利な
フックです。
差し込むだけの簡単取り付け。
本製品は軽量物専用です。吊り下げる物は1kg
以下を目安としてください。

150

325 25

 VISOR POCKET
パッケージサイズ　360（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　230g
JANコード4975144442862

スマ―トフォン、メガネ、カードやチケット、手帳、
ショッピングモールのフロアガイドなどをスッキリ収
納できます。
メガネポケットの内側には、レンズにキズがつきに
くいソフト素材を使用しています。
取り付けは、サンバイザーのサイズに合わせて調
整できる面ファスナー方式です。

200

45

140

210

350

220

320
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WD-253　フックハンガー〈ミッキー〉

シンプルなフックです。
ヘッドレストステーに通すだけで、簡単に取り付けできます。
手軽に買い物袋やバッグ、傘等が掛けられます。
また、ハンド部分にジャケット等の衣類も掛けられる、
簡易ハンガーとしてもご使用いただけます。
アームはご使用状況により、左右に回転させてご使用
いただけます。※アーム部分は曲がりません。
適合ヘッドレストステー径：12mm以上14mm以下

 HOOK HANGER
パッケージサイズ　180（高）×180（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード4975144442534

47

157120

WD-256　ミニフック〈ミッキー〉
 MINI HOOK
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード4975144442565

おしゃれでかわいいミッキーマウスのハンド形の
フックです。粘着シート貼り付けなので、いろいろな
所に取り付けできます。
かわいいハンドが車内を楽しく演出します。
右手・左手の左右セットです。車内のワンポイント
として、またオフィスやご家庭でも楽しくご使用いた
だけます。
フック１個の耐荷重：200gまで

32

36
23
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WD-281　ティッシュホルダー〈ミッキー〉
 TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　320（高）×120（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　125g
JANコード4975144442817

ゴムバンドと面ファスナーによる取り付けなので、
サンバイザーやヘッドレスト等のサイズに合わせ
てしっかり固定できます。
取り付け場所によって、本体の縦、横にゴムバン
ドの移動が可能です。

240

70 28

WD-292　ティッシュカバー  〈ミッキー〉

ミッキーマウスのアイコンデザインがキュートな
ティッシュカバーです。
ヒモにより、ヘッドレストに吊り下げ可能です。
薄型のボックスティッシュにも対応します｡

 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144442923

260

100
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WD-356 　フラットダスト〈ミッキー〉  FLAT DUST BAG 
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144443562

車内でジャマにならない、 超薄型のゴミ箱です。
開口部を引っぱると大きく口が開き、手を離すとピ
タッと戻る新感覚のフタです。
付属のフックでドアポケットやドアの内張り、セン
ターコンソール等への取り付けが可能です。
マチ部分は収納物の量に応じて広げることができ
ます。

230

16070

110
60
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WD-363　ネッククッション  〈ミッキー〉 WD-362　クッション  〈ミッキー〉

WD-355　バイザーティッシュカバー 〈ミッキー〉

 NECK CUSHION
パッケージサイズ　200（高）×270（幅）×110（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　170g
JANコード4975144443630

 CUSHION
パッケージサイズ　420（高）×420（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　240g
JANコード4975144443623

 VISOR TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×120（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　105g
JANコード4975144443555

ミッキーマウスのアイコンデザインがキュート
なネッククッションです。
車内で休む時にも心地よく、快適ドライブにオ
シャレな首用のクッションです。
ヘッドレストのステーにバックルでとめるだけ
で簡単に取り付けできます。

車内で休む時にも心地よいクッションです。

シンプルで使いやすいサンバイザー専用ティッ
シュカバー。
サンバイザーにティッシュを取り付けるシンプルで
使いやすいティッシュカバーです。
面ファスナーで簡単取り付け。

270 420

260

200 420
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WD-205　ティッシュカバー   〈ミッキー〉
 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　180g
JANコード4975144442053

ミッキーマウスの型押し生地を使用した、クール
でおしゃれなティッシュカバーです。
高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
ヒモにより、ヘッドレストのステーに簡単に取り
付けられます。

 TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　300（高）×145（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード4975144443869

ボックスティッシュを、アームレストやヘッドレストな
どに簡単に取り付けられる便利なホルダーです。
ゴムベルトと面ファスナーで調整しながら取り付け
できます。
取り付け場所によって、本体の縦や横にゴムベルト
の移動が可能です。

240
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WD-386　ティッシュホルダー　〈ミッキーマウス〉

WD-366　シートベルトパッド〈ミッキー〉 SEAT BELT PAD
パッケージサイズ　320（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144443661

ミッキーマウスのアイコンデザインがキュートな
シートベルトパッドです。
やさしいクッション素材が、体にシートベルトが
あたる不快感をやわらげます。
ホックどめなので装着も簡単です。

70

250

WD-353　シートベルトパッド〈ミッキー〉
 SEAT BELT PAD
パッケージサイズ　320（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144443531

ミッキーマウスのアイコンデザインがキュートな
シートベルトパッドです。
やさしいクッション素材が、体にシートベルトが
あたる不快感をやわらげます。
ホックどめなので装着も簡単です。
パンツ部分はポケットになっています。スマート
キーなどの収納に便利です

70
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WD-204　ダストボックス〈ミッキー〉
 DUST BOX
パッケージサイズ　160（高）×220（幅）×160（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　410g
JANコード4975144442046

ミッキーの型押し生地を使用した、クールでおしゃれ
なダストボックスです。
高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
大容量角型タイプ。500mlのペットボトルが6本
収納できます。
フロアに置くだけの簡単設置。底面のおもりにより
安定し、転倒を防止します。
CD、DVD等の小物収納ボックスとしても便利です。

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

70

WD-168　シートベルトパッド〈ミッキー〉
 SEAT BELT PAD
パッケージサイズ　380（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　100g
JANコード4975144441681

体にシートベルトがあたる不快感を、やわらかい
クッション素材が低減します。 
デリケートな衣服にもやさしいホックとめです。330

105

WD-385　バケットハーフ〈ミッキーマウス〉
 BUCKET
パッケージサイズ　165（高）×255（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　250g
JANコード4975144443852

小物をスッキリ収納。コンパクトサイズのバケッ
トです。
スマートフォン、お菓子などの小物や500mlペッ
トボトルも収納できます。
ヘッドレストに取り付けて使用することもできます。
そのままバッグとして持ち運びできます。

255

165

135 100

260

WD-237　シートベルトストッパー〈ミッキー〉
SEAT BELT STOPPER
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×22（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　104g
JANコード4975144442374

シートベルト装着による圧迫感を和らげ、不快感
を緩和します。
シートベルトをやさしく固定、スライドさせるだ
けで位置調節ができます。

76
21

58

160
220

160

WD-367　ティッシュカバー  〈ミッキー〉

ミッキーマウスのアイコンデザインがキュートな
ティッシュカバーです。
ヒモにより、ヘッドレストに吊り下げ可能です。
薄型のボックスティッシュにも対応します｡

 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144443678

260

100

135

WD-206　シートベルトパッド〈ミッキー〉
 SEAT BELT PAD
パッケージサイズ　380（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　95g
JANコード4975144442060

ミッキーマウスの型押し生地を使用した、クール
でおしゃれなシートベルトパッドです。
高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
体にシートベルトがあたる不快感を、やわらかい
クッション素材が低減します。 
デリケートな衣服にもやさしいホックとめです。

330

70
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Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用

WD-365　ハンドルカバー〈ミッキー〉
 STEERING WHEEL COVER
パッケージサイズ　365（高）×365（幅）×45（厚）
梱包数　内箱ー /外箱10　●単品重量　430g
JANコード4975144443654

ハンドルが握りやすい太さになります。
やわらかく、弾力のあるクッション素材を使用し
ています。
ソフトでさらっとした手触りです。
内側はハンドルにぴったりフィットする、滑りに
くい強力ゴム（TPU）使用。

365

45

WD-291　ハンドルカバー〈ミッキー〉  STEERING WHEEL COVER
パッケージサイズ　370（高）×370（幅）×45（厚）
梱包数　内箱ー /外箱20　●単品重量　430g
JANコード4975144442916

パンツがかわいい赤色デザインと、ハンドが目立つ
黒色デザイン、2つのデザインが楽しめます。
ハンドルが握りやすい太さになります。
やわらかく、弾力のあるクッション素材を使用して
います。
ソフトでさらっとした手触りです。
内側はハンドルにぴったりフィットする、滑りにく
い強力ゴム（TPU）使用。

370

45

WD-297 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308   メーターノブキャップ  〈ミッキー〉 METER KNOB CAP
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g

アイコン型のメーターノブ用アクセサリーです。メー
ターノブをオシャレにかわいくドレスアップできます。
スワロフスキー・クリスタルを使用。メーターノブに
差し込むだけの簡単取り付けです。

WD-297/4975144442978
WD-304/4975144443043
WD-305/4975144443050
WD-306/4975144443067
WD-307/4975144443074
WD-308/4975144443081

JANコード

WD-297　クリア WD-304　ライトブルー WD-306　レッドWD-305　ピンク WD-307　スモーク WD-308　ゴールド

15

17

19

Made with Swarovski ® Crystals
スワロフスキーⓇ・クリスタル使用

WD-376 / 377 / 378　ラインテープ  〈ミッキーマウス〉 LINE TAPE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g

貼るだけで簡単に演出できるテープです。
アイデア次第でご家庭などでもご使用いただけます。

WD-376/4975144443760
WD-377/4975144443777
WD-378/4975144443784

JANコード

WD-378　レッドWD-376　シルバー WD-377　ブラック

62

6212

WD-284　ダストバケット〈ミッキー〉  DUST BUCKET
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×170（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　260g
JANコード4975144442848

アクセントのハンドが、かわいいダストバケットです。
倒れにくい底形状とクリップ取付で安定した設置がで
きます。
大きすぎないジャストサイズ設計なので軽自動車か
らミニバン・セダンまでピッタリフィットします。
ハンドは面ファスナーでくっついてるから、はずせて
楽しい。レジ袋のストックなど、ちょっと掛けに便利。

WD-213　ダストバケット〈ミッキー〉
 DUST BUCKET
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×170（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　240g
JANコード4975144442138

ミッキーマウスの型押し生地を使用した、クールで
おしゃれなダストバケットです。
高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
インテリア感覚がダスト機能と融合しました。
倒れにくい底形状とクリップ取り付けで安定した設置
ができます。
大きすぎないジャストサイズ設計なので軽自動車か
らミニバン・セダンまでピッタリフィットします。

WD-320　シフトノブ〈ミッキー〉  SHIFT KNOB
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　145g
JANコード4975144443203

ミッキーマウスの手のかたちがたまらなくかわい
いシフトノブです。
プリウスなどのハイブリッド車にも対応。
簡単取付で車内が大変身できます。
シャフト径：φ6・８・１０・１２mm対応
国産ゲート式AT車対応
国産MT車対応
ハイブリッド車対応。※純正ノブにシフトパターン
が記載されている車種は付属のパターンシールを
お使いください。

WD-164　AT ペダルセット Ｋ  〈ミッキー〉 AT PEDAL SET
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　150g
JANコード4975144441643
足元でキラリと輝くアルミと黒いラバーの組み合
わせで引き締まったコーディネートです。
ミッキーマウスのアイコンはノンスリップ機能
（ラバー製）を持たせて操作性にも配慮しました。
軽自動車・コンパクトカーに最適なサイズです。

WD-210　ハンドルカバー〈ミッキー〉  STEERING COVER
パッケージサイズ　370（高）×370（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　430g
JANコード4975144442107

ミッキーマウスの型押し生地を使用した、クール
でおしゃれなハンドルカバーです。
高級感と質感にこだわった本革調タイプです。
握りやすい太さです。
イヤな臭いを抑えた素材で、ハンドルにぴったり
フィットします。

WD-174　ハンドルカバー〈ミッキー〉 WD-175　ハンドルカバー〈ミッキー〉
 STEERING COVER
パッケージサイズ　365（高）×365（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　430g
JANコード4975144441742

 STEERING COVER
パッケージサイズ　365（高）×365（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　430g
JANコード4975144441759

ミッキーマウスのシルエットがプリントされた大人
テイストのハンドルカバーです。
握りやすい太さです。
イヤな臭いを抑えた素材で、ハンドルにぴったり
フィットします。

ミッキーマウスのシルエットがプリントされた大人テ
イストのハンドルカバーです。
握りやすい太さです。
イヤな臭いを抑えた素材で、ハンドルにぴったり
フィットします。

365 365
45 45

170

φ165

170

φ165

47

68
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108
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70
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365 42

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

WD-313 / 314 / 315　アクセサリーチャーム  〈ミッキー〉 ACCESSORY CHARM
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　29g

ミッキーマウスのアイコン型のアクセサリーです。
エアコン吹き出し口やオーディオのツマミ、カーナビ
まわりなどをオシャレにかわいくドレスアップできます。
直接貼り付けたり（図1）、付属の取付ベースで、エア
コン吹き出し口のルーバーのような水平な面や角に貼
り付けができます。（図2）

WD-313/4975144443135
WD-314/4975144443142
WD-315/4975144443159

JANコード

WD-313　クリア WD-314　ライトブルー WD-315　ピンク

23

17

19

WD-148　スイングメッセージ〈ミッキー〉
 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144441483

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

180

135

13

ブレーキ アクセル



33

WD-342 / 343　ナンバーボルトキャップ〈ミッキー〉

WD-345 / 346 / 347　ナンバーボルトキャップ〈ミッキー〉

 BOLT CAP
パッケージサイズ　180（高）×55（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　28g

 BOLT CAP
パッケージサイズ　180（高）×55（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　28g

貼るだけの簡単取り付けでドレスアップ効果抜群。
ナンバーボルトのドレスアップの他にインテリアの
ドレスアップオーナメントとしても使えます。

貼るだけの簡単取り付けでドレスアップ効果抜群。
ナンバーボルトのドレスアップの他にインテリアの
ドレスアップオーナメントとしても使えます。

28

28

9

9

28

28

※軽自動車以外のお車は、後部ナンバープレートに封
印が行われています。この封印部には貼らないでく
ださい。

※軽自動車以外のお車は、後部ナンバープレートに封
印が行われています。この封印部には貼らないでく
ださい。

WD-328 / 329 / 330　AC クリップコロン  〈ミッキー・ミニー〉 AC CLIP COLOGNE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　32g

クリップ自体が香る、場所をとらないコンパクトな
芳香剤です。
エアコン吹き出し口に差し込むだけの簡単取り付け。
マスコット部分は吹き出し口の角度に合わせて回転で
きます。

WD-328/4975144443289
WD-329/4975144443296
WD-330/4975144443302

JANコード

22

22

66

WD-373　エッジアクセサリー〈ミッキーマウス〉
 EDGE ACCESSORY
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g
JANコード4975144443739

915

105
ドアやリアハッチなど、接触しやすい場所のキズ
を防止します。
貼るだけ簡単取り付け。車内のインパネやオー
ディオ周りなども楽しくオシャレに演出できます。

WD-374 　コーナーアクセサリー〈ミッキーマウス〉
 CORNER ACCESSORY
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード4975144443746

8

180

32

ドアやリアハッチなど、接触しやすい場所のキズを
防止します。
貼るだけ簡単取り付け。車内のインパネやオーディ
オ周りなども楽しくオシャレに演出できます。

 EDGE ACCESSORY
 パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　60g
JANコード4975144443753

6

75

85

WD-375　エッジアクセサリー〈ミッキーマウス〉

ドアやリアハッチなど、接触しやすい場所のキズ
を防止します。
貼るだけ簡単取り付け。車内のインパネやオー
ディオ周りなども楽しくオシャレに演出できます。

WD-387 / 388    ツイントーン〈ミッキーマウス〉
TWIN TONE
パッケージサイズ　100（高）×110（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　380g

見た目もオシャレなツインカラーの芳香剤。
良い香りとカラフルなバリエーションで車内の雰囲
気を楽しく演出。
消臭剤入り。
リキッドタイプ
容量：95ml

WD-387/4975144443876
WD-388/4975144443883

JANコード

WD-387　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

WD-388　スカイブルー
香水調のクールな香り

45

90

92

AC COLOGNE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g

WD-380/4975144443807
WD-381/4975144443814
WD-382/4975144443821
WD-383/4975144443838
WD-384/4975144443845

JANコード

エアコン吹き出し口を演出＆さわやかな香り。
エアコンルーバーにはさむだけのリキッドタイプの
消臭芳香剤です。
液体カートリッジタイプ
内容量6g

WD-380 / 381 / 382 / 383 / 384　AC コロン〈ミッキーマウス〉

65

57

47
WD-380　ホワイトムスク
 やさしいムスクの香り

WD-384　ホワイトムスク
 やさしいムスクの香り

WD-381　スカイブルー
香水調のクールな香り

WD-383　シャワー
清潔感あるさわやかな香り

WD-382　シトラススカッシュ
柑橘系の甘い香り

WD-330　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

WD-328　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

WD-329　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

WD-341　ライセンスフレーム  〈ミッキー〉

取り付け簡単。 ナンバーをドレスアップできます。
取付ボルト2本付き。
軽自動車はリアにも取り付け可能。

 LICENSE FRAME
パッケージサイズ　480（高）×235（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　480g
JANコード4975144443418190

455 15

WD-342/4975144443425
WD-343/4975144443432

JANコード

WD-345/4975144443456
WD-346/4975144443463
WD-347/4975144443470

JANコード

WD-342　三丸シルバー / ホワイト

WD-345　三丸イエロー /イエロー

WD-343　ハンドホワイト/ ホワイト

WD-346　ハンドイエロー /イエロー WD-347　三丸レッド /イエロー
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WN-27 　スマートフォンホルダー３D〈ミニー〉  SMARTPHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ　180（高）×140（幅）×80（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　167g
JANコード4975144547499

3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見や
すい角度が自在に選べます。
ノートタイプのスマートフォンに対応したホール
ド幅90mmのアーム。
薄いスマートフォンの出し入れが簡単になるスラ
イドベースを採用。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、90mm以下
※重量および寸法は後付カバーも含みます。

135

100 92

WD-317 / 318 / 319　AC クリップコロン  〈ミッキー〉 AC CLIP COLOGNE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　23g

クリップ自体が香る、場所をとらないコンパクトな
芳香剤です。
エアコン吹き出し口に差し込むだけの簡単取り付け。
マスコット部分は吹き出し口の角度に合わせて回転で
きます。

WD-317/4975144443173
WD-318/4975144443180
WD-319/4975144443197

JANコード

17

20

66

WN-34 　マイクロファイバーボール〈ミニー〉
 MICRO FIVER BALL
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g
JANコード4975144548779

30
110

120

WN-35 　マイクロファイバークロス〈ミニー〉
 MICRO FIVER CLOTH
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード4975144548786

15

36

31

キュートなマスコットタイプのクリーナーです。
ホコリをサッとおそうじできるマイクロファイバー
生地を使っています。
平らに広げて、お車のダッシュボードなどの広い
場所のおそうじに最適です。
使用しない時には、付属のフックに吊り下げられます。
カップホルダーに置いたりドアポケットにも入る
コンパクトサイズです。
デスクや、お家でのおそうじにも最適です。

キュートなマスコットタイプのクリーナーです。
ホコリをサッとおそうじできるマイクロファイ
バー生地を使っています。
ひっくり返して、お車のナビやメーターまわり、
エアコンの吹き出し口などの細かい所のおそう
じに最適です。
使用しない時には、付属のフックに吊り下げられます。
カップホルダーに置いたりドアポケットにも入る
コンパクトサイズです。
デスクや、お家でのおそうじにも最適です。

ディズニーキャラクター・カーグッズコレクション

Disney character car goods collection

ミ二ーマウス

WD-319　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

WD-317　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

WD-318　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

MASCOT COLOGNE
パッケージサイズ　90（高）×110（幅）×75（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g

ミッキーマウスのアイコンを立体的に表現した、お部
屋にも置きたくなる消臭芳香剤です。
ゲルタイプ
容量：40g

JANコード　4975144441995

WN-9　テレフォンホルダー 3D〈ミニー〉  TELEPHONE HOLDER 3D
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144545105

3Dホールドシステム採用で取り付け後でも見やす
い角度が自在に選べます。
画面の縦、横表示に対応。取り付け後も本体が
360°回転できます。
アームが可動し、収納物に合わせて調整ができます。
ゴムヒゲにより収納物をやさしくホールドします。
許容重量：150g以下
収納寸法：収納物の幅36mm以上、70mm以下

WN-10　スマートフォンポケット〈ミニー〉  SMARTPHONE POCKET
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×37（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　86g
JANコード4975144545112

iPhoneをはじめとするスマートフォンにジャスト
フィットする便利でシンプルなポケットです。
取付場所が広がるステー付き。
よりフィット感が出せる、ガタつき防止のスペーサー付き。
画面の操作がしやすい前面形状、底面にコネクター
差し込み用切り欠き付き。
許容重量：200g以下
収納寸法：収納物の幅55mm以上、67mm以下、
厚み15mm以下

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。
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 CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　160g
JANコード　4975144441878

97

82

 88

●新機構ハイブリッドフラップを採用！
柔らかいフラップがあらゆるサイズのドリンク
を入れた時のフィット感を実現し、硬いフラッ
プが柔らかいフラップと連動して常時カップ等
の側面を4面で追従。ホールド性の高さを実現し
ました。

WN-44 　カップホルダー〈ミ二ー〉

WD-233 / 234 / 235　マスコット AC コロン  〈ミッキー〉 MASCOT AC COLOGNE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g

ハンドの形状がかわいい、AC取付タイプの消臭
芳香剤です。
含浸タイプ
香りボール0.4g×10個付き

WD-233/4975144442336
WD-234/4975144442343
WD-235/4975144442350

JANコード

WD-233　シトラススカッシュ
スッキリ柑橘系の香り

WD-234　ピュアベリー
人気の甘いベリーの香り

WD-235　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

60

62

52

WD-199　マスコットコロン  〈ミッキー〉

WD-199　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

64

80

98

付属フック 付属フック

WN-22　スマートフォン AC ホルダー〈 ミニー〉  SMARTPHONE AC HOLDER
 パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　256g
JANコード4975144547154

スマートフォンとドリンクを同時に収納可能。
左右のハンドの付いたポケットをガイドレール上で
移動することでスマートフォンの画面操作と左右
の回転（首振り）を可能にしたACホルダーです。
ポケットが左右セパレートタイプですので、機種
ごとの幅調整も可能です。

●スマートフォン用ポケット部適合範囲
・許容重量：200g以下（後付カバー重量も含む）
・収納寸法：収納物の幅50mm以上、110mm以下、収納物の厚み
　16mm以下（幅80mm以上の場合は厚み10mm以下）

100

155
113
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WN-26 　アースキーホルダー〈ミニー〉
ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×38（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　45g
JANコード4975144547482

イヤな静電気の放電ショックを軽減します。
オールシーズン使える、キュートなキーホルダー
です。
除電時にピカッと光るネオンランプ内蔵。

115

4030

WN-43　ハンドルカバー〈ミ二ー〉
 STEERING WHEEL COVER
パッケージサイズ　365（高）×365（幅）×45（厚）
梱包数　内箱ー /外箱10　●単品重量　400g
JANコード4975144551861

ハンドルが握りやすい太さになります。
やわらかく、弾力のあるクッション素材を使用し
ています。
ソフトでさらっとした手触りです。
内側はハンドルにぴったりフィットする、滑りに
くい強力ゴム（TPU）使用。

365
60

WN-50 　フラットダスト〈ミ二ー〉  FLAT DUST BAG 
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144552783

車内でジャマにならない、 超薄型のゴミ箱です。
開口部を引っぱると大きく口が開き、手を離すとピ
タッと戻る新感覚のフタです。
付属のフックでドアポケットやドアの内張り、セン
ターコンソール等への取り付けが可能です。
マチ部分は収納物の量に応じて広げることができ
ます。

230

160

70

WN-42　ダストバケット〈ミ二ー〉  DUST BUCKET
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×170（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144551854

ミニーマウスの絵柄がかわいいダストバケットです。
車内の小物入れとしても使用できます。
倒れにくい底形状とクリップ取り付けで安定した設
置ができます。
大きすぎないジャストサイズ設計なので軽自動車か
らミニバン・セダンまでピッタリフィットします。

170

φ165

WN-41　シートバックポケット〈ミ二ー〉

400

320 70

 SEAT BACK POCKET
パッケージサイズ　360（高）×210（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　400g
JANコード4975144551137

車の座席の後ろ側に取り付ける、かわいいシートバッ
クポケットです。
フルサイズポケットとハーフサイズポケットと2通りの
使い方ができ便利です。
メインポケットは、CDケースならば12枚、DVDケー
スならば6枚、ペットボトルならば4本、雑誌や本、
旅行ガイドなどを収納できます。フロントポケットは、
スマートフォンや小物などを収納できます。

φ80

WN-49　AC マルチポケット〈ミ二ー〉
 AC MULTI-PURPOSE POCKET
パッケージサイズ180（高）×100（幅）×85（厚）
梱包数　内箱ー /外箱40　●単品重量　110g
JANコード　4975144552776

エアコン吹き出し口に取り付けるポケットです。
小物入れとして便利に使用できます。
取付フックで吊り下げ、 またはAC取付金具でAC
吹き出し口に取り付けることも可能です。
ヘッドレストにも取り付けできます。

110

70

DC-20　ワイドミラー  〈ミニー〉  WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　270g
JANコード4975144543446

ミラー周りに自由に取り付けられるリボンがおしゃ
れでかわいいアクセントになります。
明るく見やすいアルミ裏面鏡を採用しています。
平面鏡なので純正ルームミラー（平面鏡）と同じ距
離感で違和感なくご使用いただけます。
純正ルームミラーにワンタッチで簡単に取り付けで
き、視界を広くするワイドミラーです。
取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

WN-8　アースキーホルダー〈ミニー〉
 ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×70（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　30g
JANコード4975144545099
イヤな静電気の放電ショックを軽減します。
キュートでオシャレなデザインなのでオールシーズ
ン使えます。
除電時にピカッと光るネオンランプ内蔵。

WN-4　ノンスリップマットペア〈ミニー〉
 NON SLIP MAT PAIR
パッケージサイズ　180（高）×160（幅）×4（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　50g
JANコード4975144545051
接着剤を一切使用していないので、べたついたりし
ません。また、ホコリなどで吸着が弱くなっても水
洗いすれば、くりかえしご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取り付
けで、車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボードの
ような曲面にもフィットし、スマートフォンなどを走
行時の振動等から守ります。

105

WN-51　バケットハーフ〈ミ二ーマウス〉
 BUCKET
パッケージサイズ　165（高）×255（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　250g
JANコード4975144552790

小物をスッキリ収納。 コンパクトサイズのバ
ケットです。
スマートフォン、お菓子などの小物や500ml
ペットボトルも収納できます。
ヘッドレストに取り付けて使用することもできます。
そのままバッグとして持ち運びできます。

255

165

 TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　300（高）×145（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード4975144554442

ボックスティッシュを、アームレストやヘッドレストな
どに簡単に取り付けられる便利なホルダーです。
ゴムベルトと面ファスナーで調整しながら取り付けで
きます。
取り付け場所によって、本体の縦や横にゴムベルト
の移動が可能です。

240

117

5

WN-52　ティッシュホルダー　〈ミ二ーマウス〉

WN-1　ソフトリアトレイワイド〈ミニー〉  SOFT REAR TRAY
パッケージサイズ　250（高）×360（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　550g
JANコード4975144545020

小物等がたっぷりと置けるワイドサイズです。ドリ
ンクホルダーとしても使用できます。
いろいろなサイズのドリンクをホールドできるマルチ
バンド付き。バンドはスッキリと折りたたみ可能です。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトでトレ
イの角度調整も可能です。
レジ袋が掛けられるフック付きです。

WN-46　シートベルトパッド〈ミ二ー〉  SEAT BELT PAD
パッケージサイズ　320（高）×100（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144552745

ミ二ーマウスのアイコンデザインがキュートな
シートベルトパッドです。
やさしいクッション素材が、体にシートベルト
があたる不快感をやわらげます。
ホックどめなので装着も簡単です。

250

WN-14　シートベルトストッパー〈ミニー〉
 SEAT BELT STOPPER
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　90g
JANコード4975144545518

シートベルト装着による圧迫感を和らげ、不快感
を低減します。
シートベルトをやさしく固定、スライドさせるだけ
で位置調節ができます。

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。
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WN-47　ティッシュカバー  〈ミ二ー〉

ミ二ーマウスのアイコンデザインがキュートな
ティッシュカバーです。
ヒモにより、ヘッドレストに吊り下げ可能です。
薄型のボックスティッシュにも対応します｡

 TISSUE PAPER BOX COVER
パッケージサイズ　320（高）×180（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144552752

260

100

135

WN-31　ティッシュホルダー〈ミニー〉  TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　320（高）×120（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144547536

ゴムバンドと面ファスナーによる取り付けなので、
サンバイザーやヘッドレスト等のサイズに合わせ
てしっかり固定できます。
取り付け場所によって、本体の縦、横にゴムバン
ドの移動が可能です。

240

70 23
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※軽自動車以外のお車は、後部ナンバープレート
に封印が行われています。この封印部には貼ら
ないでください。

※軽自動車以外のお車は、後部ナンバープレート
に封印が行われています。この封印部には貼ら
ないでください。

WN-40　ナンバーボルトキャップ〈ミニー〉
 BOLT CAP
パッケージサイズ　180（高）×55（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　28g
JANコード4975144551120

絵柄がかわいいナンバーボルトキャップです。
貼るだけの簡単取り付け。
インテリアのドレスアップオーナメントとしても
使えます。

28 9

28

WN-32　サンシェード L　〈ミニー〉

WN-38　ぱっシェード〈ミニー〉

SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144547826

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、フ
ロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利
なゴムベルト付きです。

 SUN SHADE
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　120g
JANコード4975144550857

ワイヤーを使用して瞬時にパッと広がり、収納時は
コンパクトに折りたたむことができます。
車の窓に吸盤で簡単に取り付けられ、まぶしい日差
しをやわらげます。
2枚入。

445

365

1300
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WN-24  　吊り下げコロン CAR FRAGRANCE
パッケージサイズ　180（高）×95（幅）×6（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　25g
JANコード4975144547178

アイコンがゆれるかわいいコロンです。
ユラユラゆれて楽しい芳香剤。
お好みの場所に吊り下げてお使いください。
この製品は表裏同じ絵柄です。
含浸タイプ
含浸剤込内容量：5g

WN-24　エイプリルフラワー
甘くやさしいフローラルの香り

WN-25　エイプリルフラワー
甘くやさしいフローラルの香り

WN-25  　吊り下げコロン CAR FRAGRANCE
パッケージサイズ　180（高）×95（幅）×5（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　25g
JANコード4975144547185

両面の絵柄が違うオシャレな芳香剤です。
お好みの場所に吊り下げてお使いください。
含浸タイプ
含浸剤込内容量：5g

 〈ミニー〉  〈ミニー〉

5

67

131

2
75

128

ユラユラ

かわいいかわいい

ユラユラ

裏もオシャレ
裏もオシャレ

WN-45  ツイントーン〈ミ二ーマウス〉
TWIN TONE
パッケージサイズ　100（高）×110（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　380g
JANコード4975144552738

見た目もオシャレなツインカラーの芳香剤。
良い香りとカラフルなバリエーションで車内の雰囲
気を楽しく演出。
消臭剤入り。
リキッドタイプ
容量：95mlホワイトムスク

やさしいムスクの香り45

90

92

WN-39　ナンバーボルトキャップ〈ミニー〉
 BOLT CAP
パッケージサイズ　180（高）×55（幅）×14（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　28g
JANコード4975144551113

絵柄がかわいいナンバーボルトキャップです。
貼るだけの簡単取り付け。
インテリアのドレスアップオーナメントとしても
使えます。

WN-37　おてがるカーテン〈ミニー〉  CURTAIN
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144550635

絵柄は両面にあり、車内も車外も楽しげに演出し
てくれます。
UV99％カット！生地にはUV加工を施してある
ので、紫外線からお肌を守ります。
2枚合わせの透けにくいしっかりした作りで、まぶ
しい日差しをカットします。
簡単に吸盤でお車の窓に取り付けできます。

DC-17 / 18 / 19　マスコット AC コロン  〈ミニー〉 MASCOT AC COLOGNE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　40g

リボンの形状がかわいい、AC取付タイプの消臭
芳香剤です。
含浸タイプ
香りボール0.4g×10個付き

DC-17/4975144543415
DC-18/4975144543422
DC-19/4975144543439

JANコード

DC-17　シトラススカッシュ
スッキリ柑橘系の香り

DC-18　ピュアベリー
人気の甘いベリーの香り

DC-19　ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。
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約 530

約 700
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WN-40　三丸リボン /イエローWN-39　リボン / ホワイト

枚入1

WN-23　ミニフック  〈ミニー〉  MINI HOOK
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×22（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　55g
JANコード4975144547161

おしゃれでかわいいリボン形のフックです。
粘着シート貼り付けなので、いろいろな所に取り付け
できます。
２個入りです。車内のワンポイントとして、またオフィ
スやご家庭でも楽しくお使いいただけます。
フック１個の耐荷重：200gまで

34

2036

WN-48　サンシェード L〈ミニーマウス〉
SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144552769

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温に
なるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、フロ
ントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利
なゴムベルト付きです。

1300

700

※写真はイメージです。
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PH-163　ツイントーン〈Pooh〉
TWIN TONE
パッケージサイズ　100（高）×110（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　380g
JANコード4975144451635

見た目もオシャレなツインカラーの芳香剤。
良い香りとカラフルなバリエーションで車内の雰囲
気を楽しく演出。
消臭剤入り。
リキッドタイプ
容量：95mlハニースカッシュ

フルーティーでスイートな香り45

90

92

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

ディズニーキャラクター・カーグッズコレクション

Disney character car goods collection

くまのプーさん

 CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　140g
JANコード　49751444451642

97

82

 88

●新機構ハイブリッドフラップを採用！
柔らかいフラップがあらゆるサイズのドリンクを
入れた時のフィット感を実現し、硬いフラップが
柔らかいフラップと連動して常時カップ等の側
面を4面で追従。ホールド性の高さを実現しました。

105

PH-165　バケットハーフ〈Pooh〉  BUCKET
パッケージサイズ　165（高）×255（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　250g
JANコード4975144451659

小物をスッキリ収納。コンパクトサイズのバケッ
トです。
スマートフォン、お菓子などの小物や500mlペッ
トボトルも収納できます。
ヘッドレストに取り付けて使用することもできます。
そのままバッグとして持ち運びできます。

255

165

PH-167 　フラットダスト〈Pooh〉  FLAT DUST BAG 
 パッケージサイズ　180（高）×240（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード　4975144451673

車内でジャマにならない、超薄型のゴミ箱。
開口部を引っぱると大きく口が開き、手を離すとピタッ
と戻る新感覚のフタです。
付属のフックでドアポケットやドアの内張り、センター
コンソール等への取り付けが可能です。
ティッシュやお菓子のゴミ等、ちょっとしたゴミを捨て
るのに便利です。
マチ部分は収納物の量に応じて、広げることができます。

230

16070

PH-166　シートバックミニポケット〈Pooh〉

後部席の小物をスッキリ収納。コンパクトで使い
やすい。
スマートフォン、 お菓子などの小物や500ml
ペットボトルも収納できます。
ポータブルゲーム機やデジタルカメラの収納に
も最適。
適合ヘッドレストステー径：14mm以下

 SEAT BACK MINI POCKET
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g
JANコード　4975144451666

260

23050

PH-168 　トレイ  TRAY
パッケージサイズ　180（高）×255（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　160g
JANコード　4975144451680

帆布生地のトレイで車内をシックにアレンジできます。
ダッシュボードの上面に粘着シートで取り付けます。
緩やかな曲面にも対応する車内専用設計です。

220

140

50

 TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　300（高）×145（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード4975144451697

ボックスティッシュを、アームレストやヘッドレストな
どに簡単に取り付けられる便利なホルダーです。
ゴムベルトと面ファスナーで調整しながら取り付けで
きます。
取り付け場所によって、本体の縦や横にゴムベルト
の移動が可能です。

240

117

5

PH-169　ティッシュホルダー　〈Pooh〉

PH-157　ワイドミラー〈 Pooh〉
 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×90（幅）×28（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　260g
JANコード4975144451574

スモークガラス車に最適。
明るく見やすいアルミ裏面鏡を採用しています。
平面鏡なので純正ルームミラー（平面鏡）と同じ
距離感で違和感なくご使用いただけます。
純正ルームミラーにワンタッチで簡単に取り付け
でき、視界を広くするワイドミラーです。
取付可能純正ルームミラーサイズ上下幅55〜80mm

PH-159　ハンドルカバー〈Pooh〉

PH-164　カップホルダー〈Pooh〉

 STEERING COVER
パッケージサイズ　370（高）×370（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　430g
JANコード4975144451598

ソフトでさらりとした手触りのハンドルカバーです。
握りやすい太さです。
イヤな臭いを抑えた素材で、ハンドルにぴったり
フィットします。 278

74

365
42
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ディズニーキャラクター・カーグッズコレクション

Disney character car goods collection

クリップ本体が香る、場所をとらないコンパクトな芳
香剤です。
エアコン吹き出し口に差し込むだけの簡単取り付け。
マスコット部分は吹き出し口の角度に合わせて回転で
きます。

37

DC-69　サンシェード L　〈ツムツム〉
 SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144550819

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、　
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利
なゴムベルト付きです。

1300

700

DC-71　ぱっシェード〈ツムツム〉

DC-73　ペーパーフレグランス〈ツムツム〉 DC-74　AC クリップコロン〈ツムツム〉

DC-72　マルチトレイ〈ツムツム〉
 SUN SHADE
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　120g
JANコード4975144550833

 MUlTI TRAY
パッケージサイズ　37（高）×378（幅）×298（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　270g
JANコード4975144551045

ワイヤーを使用して瞬時にパッと広がり、収納時
はコンパクトに折りたたむことができます。
車の窓に吸盤で簡単に取り付けられ、まぶしい日
差しをやわらげます。
2枚入。

マルチに使える便利トレイです。
小物の整理やシューズ収納まで用途もいろいろです。

445

365

100

ユラユラゆれて楽しい芳香剤。
お好みの場所に吊り下げてお使いください。
この製品は表裏違う絵柄です。
含浸タイプ
含浸剤込内容量：11g

CAR FRAGRANCE
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×5（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　25g
JANコード4975144551052

AC CLIP COLOGNE 
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　30g
JANコード4975144551069

やさしいムスクの香り やさしいムスクの香り

表 裏

80

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

 CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　160g
JANコード　4975144552684

97

82

 88

●新機構ハイブリッドフラップを採用！
柔らかいフラップがあらゆるサイズのドリンクを
入れた時のフィット感を実現し、硬いフラップが
柔らかいフラップと連動して常時カップ等の側
面を4面で追従。ホールド性の高さを実現しました。

DC-79 　カップホルダー〈ツムツム〉

約 680

378

27

33

66

298

DC-70 　おてがるカーテン〈ツムツム〉
 CURTAIN
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　130g
JANコード4975144550826

絵柄は両面にあり、車内も車外も楽しげに演出して
くれます。
UV99％カット！生地にはUV加工を施してあるの
で、紫外線からお肌を守ります。
2枚合わせの透けにくいしっかりした作りで、まぶし
い日差しをカットします。
簡単に吸盤でお車の窓に取り付けできます。

約 530
枚入1

1
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ワイドミラーにサブミラーが付いています。
サブミラーはワイドミラーの右側にも左側にも取
り付けができます。
サブミラーの向きは、 フレキシブルアームなの
で自由に調節ができます。
車の外から見てもかわいいハンドが付いています。

抱っこひもやベビーカーのショルダーベルトに取り
付け可能。赤ちゃんのよだれや汗などの汚れをカバー
します。
赤ちゃんの肌にやさしい柔らかい生地を使用。
汚れてもで丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご
使用いただけます。
裏返して無地のワッフル生地でもご使用いただける、
リバーシブル仕様になっています。

お出かけの際の飲み物やスマートフォン、おもちゃ
やウエットティッシュなど、小物の収納に便利です。
ベビーカーのグリップにベルトと面ファスナーで簡
単取り付け、片側がバックルではずれるので、
ベビーカーの折りたたみの際に便利です。
面ファスナーで簡単に取り付けられるので、お車
のヘッドレストなどでもご使用になれます。（直径
４cmまでのグリップに取り付けられます。）

25

20
80

75

70

310

約 530

約 700

BD-135　クッションマット〈ミッキー〉

〈ミッキーマウス〉の絵柄がかわいいベビーカー用
クッションマットです。
心地よい厚めのやわらかクッションタイプ。オール
シーズンご使用いただけます。
丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用できます。
ヘッドサポート用穴も付いています。

 CUSHION MAT 
パッケージサイズ　240（高）×130（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　270g
JANコード4975144551342

かわいい絵柄でベビーカーのハンドルをおしゃれ
にカスタマイズできるカバーです。
コの字に左右がつながったハンドル、L字に左右
に分かれたハンドル、どちらのベビーカーも対応。
フィット感のある素材を採用。ハンドルの汚れもガー
ドできます。いつでも清潔、丸洗いが可能です。
面ファスナーで簡単取り付け。（ハンドル直径
35mmまで対応可）

使用しない際の抱っこひもを収納できる絵柄がお
しゃれなカバーです。
抱っこひもをクルっと丸めてカンタン収納。ウエス
トバッグのように腰に巻いたり、肩にかけたり、ベ
ビーカーにさげたり、すっきりとコンパクトに収納
できます。
いつでも清潔、丸洗いが可能です。

BD-131　ベビーカー用ハンドルカバー〈ミッキー〉 BD-133　抱っこひもカバー〈ミッキー〉
 STROLLER HANDLE COVER
パッケージサイズ　165（高）×60（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144551304

 BABY CARRY COVER
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード4975144551328

145
430

210

6
5

BD-134　ダブルカーテン〈ミッキー〉  DOUBLE CURTEIN
パッケージサイズ　240（高）×120（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　200g
JANコード4975144551335

メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。
遮光カーテンはUVカット率98％、遮光率99％。
メッシュカーテンと遮光カーテンは別々に開け閉め
が可能。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退
屈せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっ
かり日差しをカットするなど、状況によって使い方が
選べます。

枚入2

700

430

20

580
（展開時）

BD-123　キックガード〈ミッキー〉  KICK GUARD
パッケージサイズ　270（高）×230（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　235g
JANコード4975144546195

420

650

20

お子様のクツの汚れ等によるシート背面の汚れを防
止する、キックガードです。表面が汚れてもサッと
拭き取れる生地を使用。
大きなポケット、飲み物等が入るメッシュポケット、
中身の見えるクリアポケットと、小物の整理にも最適。
大きなポケットはフックをはずせば大きな開口部で
収納物の出し入れがラクラクです。また、側面にファ
スナーが付いており、側面から収納物の出し入れも
可能です。

約 530

約 700

BD-137　ブランケットクリップ〈ミッキーマウス〉

お車のチャイルドシートやベビーカーに取り付けて、
ブランケットやタオルがずり落ちるのを防止します。
面ファスナーで簡単取り付けです。
お車のグリップやヘッドレストに取り付けて、帽子や
タオル等の小物もとめられます。

 BLANKET CLIP
パッケージサイズ　215（高）×70（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　90g
JANコード4975144554602

215

44
40

BD-121　シートフック〈ミッキー〉

BD-118　ワイドミラー〈ミッキー〉

BD-127　ベルトカバー〈ミッキー〉

BD-128　おでかけポケット〈ミッキー〉

ヘッドレストステーに引っ掛けるだけで簡単に取り
付けできるフックです。
フック部分とループ部分に荷物が掛けられて便利です。
バッグやおもちゃ等を掛けたり、買い物袋の荷崩れ
防止にも最適です。
ループ部分には、フックに掛けづらい持ち手のバッ
グも掛けられます。
耐荷重：合計５kg

 SEAT HOOK 
パッケージサイズ　180（高）×170（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　120g
JANコード4975144546171

 WIDE MIRROR
パッケージサイズ　350（高）×103（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　290g
JANコード4975144548830

 BELT COVER
パッケージサイズ　250（高）×120（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144548861

 STROLLER ORGANIZER
パッケージサイズ　370（高）×140（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード4975144550192

裏面ワッフル生地

BD-125　ダブルカーテン〈ミッキー〉  DOUBLE CURTEIN
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　220g
JANコード4975144548847

メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。
遮光カーテンはUVカット率99％、遮光率99％。
〈ミッキーマウス〉の絵柄がかわいいカーテンです。
メッシュカーテンと遮光カーテンは別々に開け閉め
が可能。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退
屈せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっ
かり日差しをカットするなど、状況によって使い方が
選べます。

枚入2

85

160

10

（ワイドミラー部）

BD-101　ベビーカーフック〈ミッキー〉
 HOOK
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　90g
JANコード4975144542890

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただ
けます。またフックは360°回転するので、いろいろ
なものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろ
ん、お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取り付けら
れます。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）

52

105

56

BD-129　ベビーカーフック〈ミッキー〉
 HOOK
パッケージサイズ　200（高）×90（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144550208

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただ
けます。またフックは360°回転するので、いろいろ
なものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろ
ん、お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取り付けら
れます。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）

55290

87
140

35
100

 CURTAIN CLIP
パッケージサイズ　180（高）×110（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　60g
JANコード4975144542968

カーテンの気になるたるみやバタ付きを抑える補助
クリップです。
お気に入りのタオルやスカーフなどで目隠しや簡易
タイプの日除けとして使えます。
吸盤式クリップなので、脱着も位置の移動も簡単に
できます。お車だけではなくお部屋でも楽しく使っ
ていただけます。

BD-108　カーテンクリップ〈ミッキー〉

45

8530

4080

最大約 27cm
〜最小約 6cm

最大約 22cm
〜最小約 13cm
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 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144542975

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

190

130

13

約 530

約 700

 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144471169

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、 取りはずしができます。

 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144547192

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

BD-124　スイングメッセージ〈ミッキー〉

190

130

13

BD-122　クリップぱっシェード〈ミッキー〉

スプリングワイヤー入りで、瞬時にパッと広がり、収
納時はコンパクトに折りたたむことができるサン
シェードです。
紫外線で色が変わるビーズ付き。紫外線の有無を知
らせます。
クリップ付きなので簡単にお車のグリップやベビー
カーに取り付けできます。
アームは角度調節が自在にできます。

 SUN SHADE
パッケージサイズ　295（高）×185（幅）×38（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　190g
JANコード497514454618880

480

520

BD-408　キックガード〈ミニー〉

お子様のクツの汚れ等によるシート背面の汚れを防
止する、キックガードです。
表面が汚れてもサッと拭き取れる生地を使用。
大きなポケット、飲み物等が入るメッシュポケット、
中身の見えるクリアポケットと、小物の整理にも最適。
大きなポケットはフックをはずせば大きな開口部で収
納物の出し入れがラクラクです。また、側面にファ
スナーが付いており、側面から収納物の出し入れも
可能です。

 KICK GUARD
パッケージサイズ　270（高）×230（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　235g
JANコード4975144546225

420

650

20

BD-406　クッションマット〈ミニー〉

かわいい〈ミニーマウス〉の絵柄のベビーカー用クッ
ションマットです。
表面は肌に優しいタオル地を使用しています。
裏面はクッション性に優れたメッシュ地を使用してい
ます。通気性も良く、赤ちゃんにも安心です。
洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔に使用
できます。

 CUSHION MAT 
パッケージサイズ　270（高）×170（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　170g
JANコード4975144546201

400

740

4

80

480
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BD-407　クリップぱっシェード〈ミニー〉

スプリングワイヤー入りで、瞬時にパッと広がり、
収納時はコンパクトに折りたたむことができるサン
シェードです。
紫外線で色が変わるビーズ付き。紫外線の有無を
知らせます。
クリップ付きなので簡単にお車のグリップやベビー
カーに取り付けできます。
アームは角度調節が自在にできます。

 SUN SHADE
パッケージサイズ　295（高）×185（幅）×38（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　190g
JANコード4975144546218

 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144547208

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転
のメッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

190

130

13

BD-409　スイングメッセージ〈ミニー〉 BD-403　ベビーカーフック〈ミニー〉
 HOOK
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　110g
JANコード4975144474030

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただけ
ます。またフックは360°回転するので、いろいろな
ものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろん、
お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取付可能。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）

58

115

40

BD-410　ダブルカーテン〈ミニー〉  DOUBLE CURTEIN
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　220g
JANコード4975144548885

BD-109　スイングメッセージ〈ベビーミッキー〉

BD-102　見てみてミラー〈ベビーミッキー〉

車内のルームミラーを使い、後ろの席のベビーシー
トの赤ちゃんの様子を運転席から確認できる、便利
な大型のモニターミラーです。
軽くて割れにくい安全な樹脂ミラーを採用しています。
ベルトとプレートでの簡単取り付け。面ファスナーで移
動できる角度調整用スペーサーが付いています。

 INSIDE WATCH MIRROR
パッケージサイズ　330（高）×210（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　690g
JANコード4975144542906

メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。
遮光カーテンはUVカット率99％、遮光率99％。
〈ミ二ーマウス〉の絵柄がかわいいカーテンです。
メッシュカーテンと遮光カーテンは別々に開け閉めが可能。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退屈
せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっか
り日差しをカットするなど、状況によって使い方が選
べます。

枚入2

BD-112　ベビーカーフック〈ミッキー〉

BD-114　ブランケットクリップ〈ミッキー〉 BD-116　スイングメッセージ〈ミッキー〉

BD-113　見てみてミラー〈ミッキー〉

お車のチャイルドシートやベビーカーに取り付けて、
ブランケットやタオルがずり落ちるのを防止します。
面ファスナーで簡単取り付けです。
お車のグリップやヘッドレストに取り付けて、帽子や
タオル等の小物もとめられます。

車内のルームミラーを使い、後ろの席のベビーシー
トの赤ちゃんの様子を運転席から確認できる、便利
な大型のモニターミラーです。
軽くて割れにくい安全な樹脂ミラーを採用しています。
ベルトとプレートでの簡単取り付け。面ファスナーで
移動できる角度調整用スペーサーが付いています。

 HOOK
パッケージサイズ　180（高）×130（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　100g
JANコード4975144543330

 BLANKET CLIP
パッケージサイズ　220（高）×155（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　120g
JANコード4975144543354

 INSIDE WATCH MIRROR
パッケージサイズ　225（高）×210（幅）×105（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　475g
JANコード4975144543347

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただ
けます。またフックは360°回転するので、いろいろ
なものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろ
ん、お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取り付けら
れます。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）

360
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BD-110　ベルトカバー〈ミッキー〉

コットン混紡のやわらかい素材がチャイルドシートの
肩ベルトの摩擦等からお子様の肌をやさしく守りま
す。また、よだれ等の汚れから肩ベルトを守ります。
肩ベルトに面ファスナーでとめるだけなので、洗濯す
る際に脱着が簡単です。
ループは同シリーズのブランケットのボンボンと組合
わせてずれ防止に役立ちます。

 SEAT BELT COVER
パッケージサイズ　220（高）×130（幅）×18（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　50g
JANコード4975144543316

70

155

20
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 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144474023

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

190

130

13

抱っこひもやベビーカーのショルダーベルトに取り
付け可能。赤ちゃんのよだれや汗などの汚れをカバー
します。
赤ちゃんの肌にやさしい柔らかい生地を使用。
汚れても丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご
使用いただけます。
裏返して無地のワッフル生地でもご使用いただける、
リバーシブル仕様になっています。

BD-316　ベルトカバー〈くまのプーさん〉
 BELT COVER
パッケージサイズ　250（高）×120（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　100g
JANコード4975144554565

裏面ワッフル生地

85

160

10
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BD-317　ブランケットクリップ〈くまのプーさん〉

お車のチャイルドシートやベビーカーに取り付けて、
ブランケットやタオルがずり落ちるのを防止します。
面ファスナーで簡単取り付けです。
お車のグリップやヘッドレストに取り付けて、帽子や
タオル等の小物もとめられます。

 BLANKET CLIP
パッケージサイズ　215（高）×70（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　90g
JANコード4975144554619

215

40

約 530
BD-314　クッションマット〈Pooh〉

〈くまのプーさん〉の絵柄がかわいいベビーカー用
クッションマットです。
心地よい厚めのやわらかクッションタイプ。オール
シーズンご使用いただけます。
丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用できます。
ヘッドサポート用穴も付いています。

 CUSHION MAT 
パッケージサイズ　240（高）×130（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　270g
JANコード4975144551397

BD-308　ベビーカーフック〈Pooh〉
 HOOK
パッケージサイズ　200（高）×90（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144550239

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただ
けます。またフックは360°回転するので、いろいろ
なものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろ
ん、お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取り付けら
れます。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）55

87

35

190

BD-402　スイングメッセージ〈ミニー〉 BD-405　見てみてミラー〈ミニー〉

車内のルームミラーを使い、後ろの席のベビーシー
トの赤ちゃんの様子を運転席から確認できる、便利
な大型のモニターミラーです。
軽くて割れにくい安全な樹脂ミラーを採用しています。
ベルトとプレートでの簡単取り付け。面ファスナーで
移動できる角度調整用スペーサーが付いています。

 INSIDE WATCH MIRROR
パッケージサイズ　330（高）×210（幅）×170（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　690g
JANコード4975144474054

かわいい絵柄でベビーカーのハンドルをおしゃれ
にカスタマイズできるカバーです。
コの字に左右がつながったハンドル、L字に左右に
分かれたハンドル、どちらのベビーカーも対応。
フィット感のある素材を採用。ハンドルの汚れもガー
ドできます。いつでも清潔、丸洗いが可能です。
面ファスナーで簡単取り付け。（ハンドル直径
35mmまで対応可）

BD-310　ベビーカー用ハンドルカバー〈Pooh〉
 STROLLER HANDLE COVER
パッケージサイズ　165（高）×60（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144551359

145

210

6

使用しない際の抱っこひもを収納できる絵柄がお
しゃれなカバーです。
抱っこひもをクルっと丸めてカンタン収納。ウエスト
バッグのように腰に巻いたり、肩にかけたり、ベビー
カーにさげたり、すっきりとコンパクトに収納できます。
いつでも清潔、丸洗いが可能です。

BD-312　抱っこひもカバー〈Pooh〉
 BABY CARRY COVER
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード4975144551373

430 5

580
（展開時）

BD-313　ダブルカーテン〈Pooh〉  DOUBLE CURTEIN
パッケージサイズ　240（高）×120（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　200g
JANコード4975144551380

メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。
遮光カーテンはUVカット率98％、遮光率99％。
メッシュカーテンと遮光カーテンは別々に開け閉め
が可能。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退
屈せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっ
かり日差しをカットするなど、状況によって使い方が
選べます。

枚入2

約 700

お出かけの際の飲み物やスマートフォン、おもちゃ
やウエットティッシュなど、小物の収納に便利です。
ベビーカーのグリップにベルトと面ファスナーで簡
単取り付け、片側がバックルではずれるので、
ベビーカーの折りたたみの際に便利です。
面ファスナーで簡単に取り付けられるので、お車
のヘッドレストなどでもご使用になれます。（直径
４cmまでのグリップに取り付けられます。）

BD-307　おでかけポケット〈Pooh〉
 STROLLER ORGANIZER
パッケージサイズ　370（高）×140（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード4975144550222

290

140

100

BD-306　ベルトカバー〈Pooh〉
 BELT COVER
パッケージサイズ　250（高）×120（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144548878

抱っこひもやベビーカーのショルダーベルトに取
り付け可能。赤ちゃんのよだれや汗などの汚れを
カバーします。
赤ちゃんの肌にやさしい柔らかい生地を使用。
汚れても丸洗いが可能なので、いつでも清潔に
ご使用いただけます。
裏返して無地のワッフル生地でもご使用いただけ
る、リバーシブル仕様になっています。

裏面ワッフル生地

BD-305　スイングメッセージ〈Pooh〉  SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144473057

130

13

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転
のメッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

BD-303　見てみてミラー〈Pooh〉

車内のルームミラーを使い、後ろの席のベビー
シートの赤ちゃんの様子を運転席から確認できる、
便利な大型のモニターミラーです。
軽くて割れにくい安全な樹脂ミラーを採用しています。
ベルトとプレートでの簡単取り付け。面ファスナー
で移動できる角度調整用スペーサーが付いています。

 INSIDE WATCH MIRROR
パッケージサイズ　330（高）×210（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　655g
JANコード4975144543378
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約 530

 SWING MESSAGE
パッケージサイズ　180（高）×220（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　65g
JANコード4975144472029

リアウインドウに取り付け、後続車に安全運転の
メッセージを伝えます。
ゆらゆらと楽しくマスコットボードが揺れます。
吸盤で簡単に取り付け、取りはずしができます。

BD-804　ベビーカーフック〈ダンボ〉
 HOOK
パッケージサイズ　200（高）×90（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144550260

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただ
けます。またフックは360°回転するので、いろいろ
なものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろ
ん、お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取り付けら
れます。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）55

87

35

BD-815　ブランケットクリップ〈ダンボ〉

お車のチャイルドシートやベビーカーに取り付けて、
ブランケットやタオルがずり落ちるのを防止します。
面ファスナーで簡単取り付けです。
お車のグリップやヘッドレストに取り付けて、帽子や
タオル等の小物もとめられます。

 BLANKET CLIP
パッケージサイズ　215（高）×70（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　90g
JANコード4975144554626

215

4044

抱っこひもやベビーカーのショルダーベルトに取り
付け可能。赤ちゃんのよだれや汗などの汚れをカバー
します。
赤ちゃんの肌にやさしい柔らかい生地を使用。
汚れても丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご
使用いただけます。
裏返して無地のワッフル生地でもご使用いただける、
リバーシブル仕様になっています。

BD-812　ベルトカバー〈トイ・ストーリー〉
 BELT COVER
パッケージサイズ　250（高）×120（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　100g
JANコード4975144554572

裏面ワッフル生地

85

160
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BD-813　ベビーカーフック〈トイ・ストーリー〉
 HOOK
パッケージサイズ　200（高）×90（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　100g
JANコード4975144554589

フリーアングル回転部はベビーカーのハンドルの角
度にフィットし、フックを常に下向きでご使用いただ
けます。またフックは360°回転するので、いろいろ
なものをかけやすく便利です。ベビーカーはもちろ
ん、お車でも便利なフックです。
直径2cm〜4cmのグリップやパイプに取り付けら
れます。
最大静止荷重3kg（フック2個使用）55

87

35
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BD-814　ブランケットクリップ〈トイ・ストーリー〉

お車のチャイルドシートやベビーカーに取り付けて、
ブランケットやタオルがずり落ちるのを防止します。
面ファスナーで簡単取り付けです。
お車のグリップやヘッドレストに取り付けて、帽子や
タオル等の小物もとめられます。

 BLANKET CLIP
パッケージサイズ　215（高）×70（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　90g
JANコード4975144554596

215

40

かわいい絵柄でベビーカーのハンドルをおしゃれ
にカスタマイズできるカバーです。
コの字に左右がつながったハンドル、L字に左右
に分かれたハンドル、どちらのベビーカーも対応。
フィット感のある素材を採用。ハンドルの汚れもガー
ドできます。いつでも清潔、丸洗いが可能です。
面ファスナーで簡単取り付け。（ハンドル直径
35mmまで対応可）

使用しない際の抱っこひもを収納できる絵柄がお
しゃれなカバーです。
抱っこひもをクルっと丸めてカンタン収納。ウエス
トバッグのように腰に巻いたり、肩にかけたり、ベ
ビーカーにさげたり、すっきりとコンパクトに収納
できます。
いつでも清潔、丸洗いが可能です。

BD-806　ベビーカー用ハンドルカバー〈ダンボ〉 BD-808　抱っこひもカバー〈ダンボ〉
 STROLLER HANDLE COVER
パッケージサイズ　165（高）×60（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　80g
JANコード4975144551403

 BABY CARRY COVER
パッケージサイズ　220（高）×100（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　180g
JANコード4975144551427

145 4306 5

BD-809　ダブルカーテン〈ダンボ〉  DOUBLE CURTEIN
パッケージサイズ　240（高）×120（幅）×55（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　200g
JANコード4975144551434

メッシュカーテンと遮光カーテンの2重構造。
遮光カーテンはUVカット率98％、遮光率99％。
メッシュカーテンと遮光カーテンは別々に開け閉め
が可能。
メッシュカーテン使用時は車外も見えてお子様も退
屈せず、お子様が眠ったら遮光カーテンを閉めてしっ
かり日差しをカットするなど、状況によって使い方が
選べます。

枚入2

約 700

BD-810　クッションマット〈ダンボ〉

〈ダンボ〉の絵柄がかわいいベビーカー用クッション
マットです。
心地よい厚めのやわらかクッションタイプ。オール
シーズンご使用いただけます。
丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用できます。
ヘッドサポート用穴も付いています。

 CUSHION MAT 
パッケージサイズ　240（高）×130（幅）×130（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　270g
JANコード4975144551441

BD-202　スイングメッセージ〈ベビースティッチ〉

210
580

（展開時）

お出かけの際の飲み物やスマートフォン、おもちゃ
やウエットティッシュなど、小物の収納に便利です。
ベビーカーのグリップにベルトと面ファスナーで簡
単取り付け、片側がバックルではずれるので、ベ
ビーカーの折りたたみの際に便利です。
面ファスナーで簡単に取り付けられるので、お車
のヘッドレストなどでもご使用になれます。（直径４
cmまでのグリップに取り付けられます。）

BD-803　おでかけポケット〈ダンボ〉
 STROLLER ORGANIZER
パッケージサイズ　370（高）×140（幅）×40（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　155g
JANコード4975144550253

290

140

100

190

130

13

BD-802　ベルトカバー〈ダンボ〉
 BELT COVER
パッケージサイズ　250（高）×120（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144548922

抱っこひもやベビーカーのショルダーベルトに取り付
け可能。赤ちゃんのよだれや汗などの汚れをカバー
します。
赤ちゃんの肌にやさしい柔らかい生地を使用。
汚れても丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご
使用いただけます。
裏返して無地のワッフル生地でもご使用いただける、
リバーシブル仕様になっています。

85

160

10

裏面ワッフル生地

700

430

20



43本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

DC-75 / 76 / 77　ドリンクホルダー

DC-80 / 81 / 82　カップホルダー

 DRINK HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×95（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　180g

 CUP HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×100（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　160g

DC-75/4975144551076
DC-76/4975144551083
DC-77/4975144551090

DC-80/4975144552691
DC-81/4975144552707
DC-82/4975144552714

JANコード

JANコード

太缶、細缶、500ml ペットボトルもしっかりホール
ドします。
通常の横ルーバータイプだけでなく、丸型タイプの
ルーバーにも取り付け可能です。
小物入れとしてもご使用いただけます。DC-75　カーズ

DC-80　カーズ /クロスロード

DC-76　トイ・ストーリー

DC-81　カーズ /クロスロード

DC-77　モンスターズ・ユニバーシティ

DC-82　カーズ /クロスロード

92

45

71

88

97

82

88

●新機構ハイブリッドフラップを採用！
柔らかいフラップがあらゆるサイズのドリンクを
入れた時のフィット感を実現し、硬いフラップが
柔らかいフラップと連動して常時カップ等の側面
を4面で追従。ホールド性の高さを実現しました。

 TISSUE PAPER BOX HOLDER
パッケージサイズ　300（高）×145（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　140g
JANコード4975144554435

ボックスティッシュを、アームレストやヘッドレストな
どに簡単に取り付けられる便利なホルダーです。
ゴムベルトと面ファスナーで調整しながら取り付けで
きます。
取り付け場所によって、本体の縦や横にゴムベルト
の移動が可能です。

DC-86 　ティッシュホルダー  〈カーズ〉

DC-84　サンシェード L　〈トイ・ストーリー〉 DC-87　ツイントーン　〈トイ・ストーリー〉SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144554183

 TWIN TONE
パッケージサイズ　100（高）×110（幅）×65（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　380g
JANコード4975144554459

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが
付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、フ
ロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利
なゴムベルト付きです。

見た目もオシャレなツインカラーの芳香剤。
良い香りとカラフルなバリエーションで車内の雰囲
気を楽しく演出。
消臭剤入り。
リキッドタイプ
容量：95ml1300

240

92

700

117

シャワー
清潔感あるさわやかな香り

DC-53 / 54 / 55 / 56 / 78 　サンシェード L  〈カーズ〉

DC-83 / 85  　霜よけフロントカバー  〈カーズ〉

DC-53/4975144547772
DC-54/4975144547789
DC-55/4975144547796
DC-56/4975144547802
DC-78/4975144551106

DC-83/4975144552721
DC-85/4975144554190

JANコード

JANコード

 SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g

 FROST PROTECTION WINDSHIELD COVER
パッケージサイズ　320（高）×170（幅）×20（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g

DC-56　ブルーDC-55　ブラック

DC-54　グレーDC-53　レッド

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

フロントガラスの霜・雪・氷・凍結防止に最適なカバーです。
左右のドアにはさみ車内で面ファスナーをとめるだけの簡単取り付け。

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラーが付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便利なゴムベルト付きです。

1300

700

5

DC-78　イエロー

DC-83　レッド

DC-85　ブラック

90
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両面に絵柄の入った芳香剤です。
お好みの場所に吊り下げてお使いください。
この製品は表裏同じ絵柄です。
含浸タイプ
含浸剤込内容量：18g

SW-30/4975144551229
SW-31/4975144551236
SW-32/4975144551243

JANコード

 SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144550840

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラー
が付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便
利なゴムベルト付きです。

SW-21　サンシェード L   〈 スター・ウォーズ〉

※写真はイメージです。

700

1300

CAR FRAGRANCE
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×5（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　25g

SW-27/4975144551199
SW-28/4975144551205
SW-29/4975144551212

JANコード

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-27
スター・ウォーズ

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-28
スター・ウォーズ

ホワイトスク
やさしいムスクの香り

SW-29
スター・ウォーズ

SW-27 / 28 / 29 　ペーパーフレグランス 

100

80
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本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

 STEERING COVER
パッケージサイズ　365（高）×365（幅）×45（厚）
梱包数　内箱－ /外箱10　●単品重量　430g
JANコード4975144551151

ハンドルが握りやすい太さになります。
ソフトでさらっとした手触りです。
内側はハンドルにぴったりフィットする、滑りにくい強力
ゴム使用。

45

SW-25　ノンスリップマット 〈ストームトルーパー〉
NON SLIP MAT 
パッケージサイズ　180（高）×200（幅）×4（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　100g
JANコード4975144551175

接着剤を一切使用していないので、べたついたり
しません。また、ホコリなどで吸着が弱くなって
も水洗いすればご使用になれます。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけの簡単取
り付けで、 車内の小物などのすべりを防ぎます。
ソフト素材を使用しているので、ダッシュボード
のような曲面にもフィットし、スマートフォンな
どを走行時の振動等から守ります。

180

140

SW-22　マルチトレイ〈スター・ウォーズ〉

SW-24　シートクッション〈ストームトルーパー〉

SW-23　ハンドルカバー〈ストームトルーパー〉
 MULTI TRAY
パッケージサイズ　37（高）×378（幅）×298（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　270g
JANコード4975144551144

 CUSHION
パッケージサイズ　420（高）×420（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　240g
JANコード4975144551168

マルチに使える便利トレイです。
小物の整理やシューズ収納まで用途もいろいろです。

クールなデザインのクッションで車内をスタイリッ
シュに演出。

378 298

420

60420

365

7

88

38
裏面

裏面裏面
SW-30
BB-8

SW-32
ストームトルーパー

SW-31
キャプテン・ファズマ

SW-30 / 31 / 32　キーホルダー

 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　41g

高級感のある本革調素材と金属プレートのデザイン
がクールなキーホルダーです。
裏面にも刻印が入っています。



45本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

 SUN SHADE L
パッケージサイズ　740（高）×170（幅）×50（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　250g
JANコード4975144547741

フロントガラスからの日差しを遮断し、車内が高温
になるのを防ぎます。
中央部のU形カットで、フロントガラスにミラー
が付いている車種でも取り付けられます。
左右２ヶ所で吸盤取り付けなので、脱着も簡単、
フロントガラスに固定することができます。
本製品はコンパクトに折りたたみ可能。収納に便
利なゴムベルト付きです。

SW-1　サンシェード L   〈 スター・ウォーズ〉

SW-2　ぱっシェード〈ダース・ベイダー & ストームトルーパー〉

SW-3　ぱっシェード〈C-3PO ＆ R2-D2〉

 SUN SHADE
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144547758

 SUN SHADE
パッケージサイズ　240（高）×190（幅）×35（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　120g
JANコード4975144547765

キャラクターが車に乗っているようなイメージの絵
柄です。
ワイヤーを使用して瞬時にパッと広がり、収納時は
コンパクトに折りたたむことができます。
車の窓に吸盤で簡単に取り付けられ、まぶしい日差
しをやわらげます。
2枚入。

エアコンルーバーにはさむだけ。
立体的なマスコットがエアコン吹き出し口を演出＆
いい香り。
含浸タイプ
香りタブレット0.4g×10個付き

キャラクターが車に乗っているようなイメージの絵
柄です。
ワイヤーを使用して瞬時にパッと広がり、収納時は
コンパクトに折りたたむことができます。
車の窓に吸盤で簡単に取り付けられ、まぶしい日差
しをやわらげます。
2枚入。

445

445

365

365

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

2 種類の柄が１枚ずつ入っています

2 種類の柄が１枚ずつ入っています

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

 MASCOT AC COLOGNE
パッケージサイズ180（高）×90（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　60g
JANコード4975144550185

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-9　マスコット AC コロン〈ダース・ベイダー〉 SW-10    マスコット AC コロン〈ストームトルーパー 〉

1 1

700

1300

46

53

44

44

44

40

315
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SW-11 　アースキーホルダー〈ダース・ベイダー〉

SW-13 　USB フレキライト〈ダース・ベイダー〉 SW-14 　USB フレキライト〈ルーク・スカイウォカー〉

SW-12 　アースキーホルダー〈ルーク・スカイウォカー〉
ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　60g
JANコード4975144550383

 USB FLEXIBLE LIGHT
パッケージサイズ　180（高）×160（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g
JANコード4975144550406

 USB FLEXIBLE LIGHT
パッケージサイズ　180（高）×160（幅）×30（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　150g
JANコード4975144550413

ANTI STATIC KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×90（幅）×25（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　60g
JANコード4975144550390

ライトセイバーをモチーフにした機能的な除電
キーホルダーです。
不快な静電気の放電ショックを軽減します。
ナスカン付きで、 ベルトループやカバンなどへ
簡単に取り付けできます。

ライトセイバーをモチーフにした、USB接続のフレ
キライトです。
ライトの位置を自由にかえやすいフレキシブル
アームを採用しました。
ライトはスライドスイッチでON/OFF切り替えができます。
赤色 LEDで車内を演出します。
USBソケットは、スマートフォン、ゲーム機など、
USB 充電対応機器の充電が可能です。※全ての
USB 機器に適合するものではございません。

ライトセイバーをモチーフにした、USB接続のフレ
キライトです。
ライトの位置を自由にかえやすいフレキシブル
アームを採用しました。
ライトはスライドスイッチでON/OFF切り替えができます。
緑色 LEDで車内を演出します。
USBソケットは、スマートフォン、ゲーム機など、
USB 充電対応機器の充電が可能です。※全ての
USB 機器に適合するものではございません。

ライトセイバーをモチーフにした機能的な除電
キーホルダーです。
不快な静電気の放電ショックを軽減します。
ナスカン付きで、 ベルトループやカバンなどへ
簡単に取り付けできます。

140 140

2525 1515

エアコンルーバーにはさむだけ。
立体的なマスコットがエアコン吹き出し口を演出＆
いい香り。
含浸タイプ
香りタブレット0.4g×10個付き

 MASCOT AC COLOGNE
パッケージサイズ180（高）×90（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　61g
JANコード4975144550178

315

15
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両面に絵柄の入った芳香剤です。
お好みの場所に吊り下げてお使いください。
この製品は表裏同じ絵柄です。
含浸タイプ
含浸剤込内容量：18g

両面に絵柄の入った芳香剤です。
お好みの場所に吊り下げてお使いください。
この製品は表裏同じ絵柄です。
含浸タイプ
含浸剤込内容量：18g

CAR FRAGRANCE
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×5（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　25g

SW-18/4975144550451
SW-19/4975144550468
SW-20/4975144550475

JANコード

SW-33/4975144551250
SW-34/4975144551267
SW-35/4975144551274

JANコード

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-18
ダース・ベイダー

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-19
ストームトルーパー

ホワイトスク
やさしいムスクの香り

SW-20
R2-D2

SW-18 / 19 / 20 　ペーパーフレグランス 

100

80

SW-36 / 37 　AC クリップコロン
AC CLIP COLOGNE
パッケージサイズ　180（高）×80（幅）×15（厚）
梱包数　内箱－ /外箱40　●単品重量　32g

クリップ自体が香る、場所をとらないコンパクトな芳
香剤です。
エアコン吹き出し口に差し込むだけの簡単取り付け。
マスコット部分は吹き出し口の角度に合わせて回転で
きます。

SW-36/4975144551281
SW-37/4975144551298

JANコード

22

22

66

SW-36
ダース・ベイダー & ストームトルーパー

SW-37
C-3PO & R2-D2

本商品は、ウォルト・ディズニ−・ジャパン（株）と（株）電通の契約により、（株）ナポレックスが製造したものです。

CAR FRAGRANCE
パッケージサイズ　180（高）×100（幅）×5（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　23g

SW-15/4975144550420
SW-16/4975144550437
SW-17/4975144550444

JANコード

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-15
Xウイング・スターファイター

ホワイトムスク
やさしいムスクの香り

SW-16
タイ・ファイター

ホワイトスク
やさしいムスクの香り

SW-17
ミレニアム・ファルコン

7

88

38

SW-15 / 16 / 17 　ペーパーフレグランス 

70

90

80100 100

68

SW-33 / 34 / 35　キーホルダー
 KEY HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×60（幅）×10（厚）
梱包数　内箱－ /外箱60　●単品重量　41g

高級感のある本革調素材と金属プレートのデザイン
がクールなキーホルダーです。
裏面にも刻印が入っています。

裏面
裏面裏面SW-33

R2-D2 WD-35
ダース・ベイダー

SW-34
ストームトルーパー
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ML-13 / 14 / 15　ドリンクホルダー

ML-16　クッション  〈キャプテン・アメリカ〉

 DRINK HOLDER
パッケージサイズ　180（高）×120（幅）×95（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　180g

ML-13/4975144551731
ML-14/4975144551748
ML-15/4975144551755

JANコード

太缶、細缶、500ml ペットボトルもしっかりホール
ドします。
通常の横ルーバータイプだけでなく、丸型タイプの
ルーバーにも取り付け可能です。
小物入れとしてもご使用いただけます。ML-13　マーベル ML-14　キャプテン・アメリカ ML-15　アイアンマン

92

71

88

60

 CUSHION
パッケージサイズ　420（高）×420（幅）×60（厚）
梱包数　内箱－ /外箱20　●単品重量　150g
JANコード4975144551762

クールなデザインのクッションです。 車内をス
タイリッシュに演出。

420

420
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