カプセルテント
「防災トイレ付き３点セット」
家庭で丸洗いできる！
車中泊を仮眠から快眠へ

テントとして
着替え用として
防災時にはトイレテントにも

Camion Sleeper
大手寝具メーカーと共同開発

車内がホテルのような寝心地に・・

レジャーが
めっちゃ
楽しくなる！

W1450mm×D1680mm×Ｈ1150mm

肌触り
抜群！

ワンタッチサンドーム
MG-SD50
CD 74502042

60秒で簡単組み立て
H215mm*W90mm*D90mm

￥5,800

カプセルテント

ＳＴＤマットレス
W530×H2200ｍｍ
CD 74502073

￥2,400

￥7,600

ＢＲ-990
CD 74502004

水に強い
頑丈・軽量

マットレスカバー
W600×H2450ｍｍ
CD 74502080

W1750mm×D700mm
テーブル W690mm×D580mm×Ｈ420mm
チェアー W235mm×D235mm×H285mm

渋滞・ロングドライブなど困った時に助かります！

ベンリーポット
携帯トイレ
IBP30
CD 74502011

猛暑対策に！ クリップ式で簡単取り付け！

簡単に取り付け可能！ 自然の風で快適空間

ウインドーネット
フロント用

USBプッチファン
UPF-20
CD 74502035

WP-30
CD 74502028

弾力性＆保温力抜群！

アルミコンパクトセット
MG-TCS100
CD 74502059

シェラフ30

掛け布団

MG-ZRFS30
CD 74502066

W3200×H2000ｍｍ
CD 74502097

￥9,800

￥3,800

￥7,900

レジャーや非常時にも使える便利なグッズ特集

もしもの時に備えて安心防災セット

6点
セット

キャンプ・非常時にも！
防雨型
明るさ２段階調整
１.５時間充電で５時間 充電式
点灯！ ※LOW点灯時

通気性抜群!

ネッククッション4
ペット・キャリー

ぬいぐるみリュックＬ
防災6点セット
BR-923
CD 74502110

￥5,800
ポーチ、カンパン、5年保
存水500ml、LEDライト、タ
オル、ウェットティッシュ、
非常用ブランケット、非常
用トイレ、防災チェックリス
ト、軍手、ロープ3m、ホイッ
スル、救急6点セット(救急
ポーチ、綿棒、マスク、カッ
ト綿、絆創膏大・小)

カプセルバック
外寸：幅30cm×高39cm×マチ23cm

￥6,500

●ソフトタッチな植毛仕上げで
心地よい肌触り。

首が痛くなりません！

18点
セット

￥4,800

￥680

W120cmxH162cm
●ヘッドレストに引っ掛けるだけの
簡単装着。

リアトランクシート

LEDスティックライト

ＲＶ-66
CD 74502219

LWS-200SB-CH
CD 53515131

￥2,680

ＢＲ-975br（ブラウン）
CD 74502165

ＢＲ-975pk（ピンク）
CD 74502172

￥6,800
三角停止表示板クルマに積んでいますか？

●天井後部座席スペース有効活用。

※画像は商品全て掲載しておりません

BR-971
CD 74502127

Z75
CD 74502196

ＢＲ-975ye（イエロー）
CD 74502158

エマージェンシーキット防災18点セット

975シリーズ専用
らくらく三輪キャスター
BR975CA
CD 74502189

￥3,500

￥3,500

※掲載価格には消費税が含んでおりません。
※商品はお取り寄せとなります。
※商品手配後のキャンセルの対応は致しかねますのでご了承下さい。
※在庫は充分用意しておりますが、万が一欠品の場合はご了承ください。
※商品によっては終売する可能性もあります。

快適な仮眠に!

大切なペットと らくらく移動！

ぬいぐるみリュックL・保存
水500ml、カンパン、ライト
＆ホイッスル、非常用ブラ
ンケット、救急6点セット
（ポーチ・不織布マスク・
ばんそうこう小/大・綿棒・
カット綿）、子供用のびる
手袋

掛け布団カバー
W3600×H2000ｍｍ
CD 74502103

エーモン
ヘッドレストバー

ハンギングベルトBK
長さ調節機能付きバックルでアシス
トグリップやヘッドレストポールの左
右幅が85～332cmの車種に対応。
•対応総重量：5.0kg

RV-70
CD 74502202

￥1,280

●ヘッドレストに取り付けていろい
ろな使い方ができる便利なマルチ
バー＆フック。

RV-69
CD 74502226

￥1,480

三角停止表示板
高速道路での緊急停止時に
は、停止板を表示しないと表
示義務違反となり、5万円以
下の罰金が科せられます。

CD 18022568

￥1,580

※ワイヤレス充電機能が搭載されたスマホのみ対応。

スマホ用ワイヤレスチャージ
チャージングポケット
Ｄ507
CD 74502233

￥4,080

便利な
スマホ
アイテム

IQOSホルダー充電ステーションシリーズ

スマホ用ホルダー

●スマートフォンを置くだけで、充電が開始されます。
●ステーが可動するので取り付け後も見やすい角度に調節ができます。
●インジケータ機能付きで、充電中はレッドLED充電完了時はブルーLEDに点灯します。
●各スマートフォンの無線充電コイルの高さに対応するため、スペーサーを付属しています。
適正の高さに合わせることで、効率的な充電が行えます。

●IQOSホルダーをダイレクトに充電できる
USBチャージャーです。
●380°の角度調整機構でお好きな角度でお取り付けができます。
●IQOSホルダー起因による充電エラーの際もLEDでお知らせします。
●IQOSのホルダーを約４分以内で充電します。
※ソケットは別売り。

ＷＡ3 IQOS用
CD 74502288

●ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどに
しっかりと簡単に取り付けることができます。

￥2,780

吸盤スマートホルダー２

￥980

Ｗ919
CD 74502264

IQOS/USBチャージャー

●IQOSを車内でより快適に使用することができる、多機能なボトル型灰皿。
●IQOSホルダーの充電が可能。
●シリコンを使った吸い殻入れで、片手でスティックを捨てることが可能。
●IQOSホルダー、ポケットチャージャー、ヒートスティックの収納ができます。
●本体にLEDがついており、夜間での使用も可能です。また、ホルダーの充電状態が一目でわかる
LEDインジケーター付き。
●吸い殻入れは本体と分離するので、ケーブルやIQOSを外さないで吸い殻を捨てることが可能。

ワイヤレスチャージパット5Ｗ

ＷＡ1
CD 74502301

￥2,480

異物感知と温度上昇感知機能を搭載した5Wタイプの無線充電器。通電中
は中央がグリーンに点灯。充電中はクリアパーツが青くゆっくりと呼吸するよ
うに点滅して、わかりやすくお知らせします。

IQOS/USBチャージャー

●調整ネジにより本体全体の角度調整ができます。
●回転ポイントを軸にロングアームを回転させることができます。

Ｄ550（ブラック）
CD 74502240
ＰＣで
充電！

車内で
充電！

￥1,980

傘の雨粒で周りを濡らさない
逆さ向きに開閉する『アイデア傘』
晴雨
兼用

Ｄ551（ホワイト）
CD 74502257

ＷＡ17 IQOS3用

ロングアームホルダー
Ｗ907
CD 74502271

ＷＡ2
CD 74502318

CD 74502295

￥2,480

￥1,980

￥1,680

信頼の品質で「安心」を撮る 「ドライブマン ドライブレコーダー」
２カメラ同時録画機能搭載モデル

一般的な傘と逆向きに開閉！ たたんだ際に濡れた面
が内側にくる、手や周りが濡れにくい画期的なアイテム。

雨の日のクルマの乗り降りにも便利！
UVカット率99%はっ水加工付きの晴雨兼用。さした時
の内側には通気穴がついているので、ムレ防止に♪

FullHD
TV

LED

microSD

Ｇセンサー

PLfilter

REC

警視庁・官公庁採用の信頼性の高い
ドライブレコーダー

雨が多い季節には安心！

ヌレーヌリバース傘（ストライプ）
CD 45420108

￥3,980
雨の日見づらくないですか？
雨の日の昼間も夜も
安心・安全の為にも
視界良好に！
アシストメガネ
スポーツタイプ

スクエアータイプ

●3280x720のハイビジョンと3980x3080のフル
ハイビジョンに対応。
●200万画素センサー採用。
●3軸Gセンサー搭載。
●走行中も撮影映像を内蔵液晶モニターへ
表示が可能。
●対角337°の広角。

ドライブマン720α+
CD 41206300

￥17,000

微弱電波を遮断して愛車を盗難から守る！
スマートキーの微弱電波を増幅
した盗難が増えています。

2CAM

FullHD

30.5FPS

LED

Gセンサー

microSD

REC

SECURITY

Motion

Touch

GPS

●前後2カメラ共にフルハイビジョンの解像度。
●前方カメラは全国LED信号対応。
●衝撃検知とモーション検知のW駐車時録画機
能（セキュリティモード）。
●ショックセンサー内蔵。
●GPSアンテナオプション。
●バッテリー電圧監視機能で駐車中も安心。

タッチパネルで
簡単操作

ドライブマン TW-2
CD 41206386

￥33,000

￥2,480

スクエアータイプ
YND-5
CD 74502332

￥2,000

車のシート、
運動靴や帽子
など用途は様々

これ、灰皿なんです！
おしゃれなカフェタイプ
●ドリンクホルダーに入れておいても違和感のない、
カフェカップ型のかわいい灰皿です。

スマートキーは電波を常に出していて、車に近づきドアノブを触ると電波の一
致により、ドアの解錠ができます。
通常3ｍ程度しか届かない微弱電波を、特殊な機器を使って増幅させること
により解錠してしまうのが『リレーアタック』という盗難方法です。

スプレーして４０分後にもう一度スプレー
するだけで、２４時間後には超撥水効果
に仕上がります。

衣類・靴・ソファーなどの布・
革製品に！
ケミカルフリー・無害・無臭

リレーアタック防止ケースにスマー
トキーを入れておけば、電波を受
信されないので案心・安全です。

スポーツタイプ
YND-2
CD 74502325

※画像は２osです。

リレーアタック防止ケース

カフェアッシュ白

カフェアッシュ茶

KE-77
CD 74502356

W-822
CD 74502363

W823
CD 74502370

￥1,280

￥680

￥680

（１４８ml）

DETRA PEL 5oz
CD 26180311

※画像は２osです。

￥6,980

