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ダッシュボード貼付け型

STEELIE®

ORBITER® PLUS

【パッケージサイズ】
W105×H162×D33mm

4560461592200

【品番】NI59220
【型番】STOMSDK-01-R8

¥8,800
（税抜￥8,000）

¥8,800
（税抜￥8,000）

カップホルダー型のベースで安全設置！
31㎝の折り曲げ
自在なアームで
角度調節も簡単です。

SQUEEZE™ UNIVERSAL
CUP HOLDER MOUNT 

【本体サイズ】W80×H280×D70mm
【重量】247g
【パッケージサイズ】W148×H350×D72mm

4560461592248

【品番】NI59224
【型番】SUCH-01-R8

¥5,280
（税抜￥4,800）

DUAL CAMJAM®

TIE DOWN STRAP 8 FT

【本体サイズ】W33×H2440×D19mm
【重量】181g
【パッケージサイズ】
W98×H202×D60mm

4560461592262

【品番】NI59226
【型番】CJD8-09-R3

¥4,620
（税抜￥4,200）

CAR MOUNT KIT VENT MOUNT KIT
【パッケージサイズ】
W105×H162×D33mm

4560461592217

【品番】NI59221
【型番】STOMSV2K-01-R8

エアコン取付け型

SQUEEZE™

UNIVERSAL

【パッケージサイズ】
W96×H229×D50mm

4560461592224

【品番】NI59222
【型番】SUDK-01-R8

¥3,630
（税抜￥3,300）

¥3,630
（税抜￥3,300）CAR MOUNT KIT VENT MOUNT KIT
【パッケージサイズ】
W96×H229×D50mm

4560461592231

【品番】NI59223
【型番】SUVK-01-R8

カーマウントキット ヴェントマウントキット

ヴェントマウントキット

スティーリー オービタープラス 

スクイーズ ユニバーサル

スクイーズ ユニバーサル カップホルダーマウント デュアルカムジャム　
タイダウンストラップ　８フィート

T 

カーマウントキット

360°回転可能な強力磁石で携帯電話を確実に固定！メタルリングをマグセーフ充電器に3Ｍテープで接着すると、
取り付けたまま携帯の充電も可能です。iPhone ケースにマグネットやメタルプレートを貼る必要はありません！

携帯電話をホルダーに挟むだけで安全・簡単に装着でき、しっかり固定されるスクイーズシリーズに
ボールジョイントタイプが登場！マグネットシリーズ同様高品質で、かつリーズナブル！

簡単にしっかり荷物を固定できる荷締めベルト。
6フィート(1.8ｍ)に代わり､さらに長さのある
8フィート(2.4ｍ) が新登場！

エアコン取付け型ダッシュボード貼付け型

ベースは
カップホルダーの
大きさに合わせて
拡張します



WEARABOUT™

CLIPPABLE TRACKER HOLDER

¥2,750
（税抜￥2,500）

SQUEEZE™

CLIPPABLE PHONE HOLDER

【本体サイズ】W80×H110×D50mm
【重量】98g
【パッケージサイズ】W97×H220×D54mm

4560461592255

【品番】NI59225
【型番】SUH-01-R3

¥5,280
（税抜￥4,800）

GEARPRO™

UTILITY STRAP

【本体サイズ】W23×H305×D2mm【重量】27g【耐荷重】32kg
【パッケージサイズ】W48×H200×D27mm

【本体サイズ】W23×H457×D2mm【重量】40g【耐荷重】32kg
【パッケージサイズ】 W48×H200×D27mm

【本体サイズ】W27×H610×D2mm【重量】60g【耐荷重】36kg
【パッケージサイズ】W48×H252×D27mm

4560461592279

【品番】NI59227
【型番】USS12-01-R3

4560461592286

【品番】 NI59228
【型番】USS12-31-R3

【本体サイズ】
W42×H68×D12mm
【重量】17g 
【パッケージサイズ】 
W72×H152×D14mm

4560461592354

【品番】NI59235
【型番】WAT-06T-R6

4560461592361

【品番】 NI59236
【型番】WAT-03T-R6

12インチ
(30 . 5 ㎝）

4560461592293

【品番】NI59229
【型番】USS18-01-R3

4560461592309

【品番】NI59230
【型番】USS18-31-R318インチ

(45 . 7 ㎝）

4560461592316

【品番】NI59231
【型番】USL24-01-R3

4560461592323

【品番】NI59232
【型番】USL24-31-R324インチ

(61 ㎝）

ブルー

ウェアアバウト クリップホルダー

ギアープロ
ユーティリティーストラップ

スクイーズ
クリップフォンホルダー

高品質のアルミニウム製バックルが付いた､幅広の結束バンドです。
簡単に素早く固定でき、耐荷重は 32 ㎏ (12･18 インチ ) から
36 ㎏ (24 インチ )。耐熱温度は -9℃～ 71℃。
用途に合わせて選べる 12・18・24 インチの 3 サイズ展開です。

クリップが 360°回転するので、ベルトや
リュックのストラップ､自転車に付けて
おけば、素早く携帯電話が使えます。
写真を撮る時もシャッターチャンスを逃しません！

オレンジ

オレンジ

オレンジ

黒いスライダーを
動かすだけで
ロックできます

Apple 社のコインサイズの追跡装置”AirTag” 専用ケース。
スライドロック機能と防水仕様で安全です。
スモークとブルーの２色展開。



可愛い犬の足形キーホルダー
ペットオーナーや動物愛好家の方へ

PAWPRINT LOCKER™

KEYRACK™

【本体サイズ】W53×H85×D15mm 
【重量】41g 
【パッケージサイズ】 W72×H152×D20mm

4560461592378

スライドロック機能の付いた
安全・軽量カラビナーです

【品番】NI59237
【型番】KLKW-01-R6

¥2,420（税抜￥2,200）

S-BINER® STAINLESS STEEL

【本体サイズ】W22×H50×D6mm  【重量】7g 
【パッケージサイズ】 W47×H89×D19mm

4560461592330

#2  -  3 個セット ブラック2個 /シルバー1個

【品番】NI59233
【型番】SB2-A1-3R3

¥1,430
（税抜￥1,300）

【本体サイズ】W40×H89×D8mm【重量】30g 
【パッケージサイズ】 W47×H127×D24mm

4560461592347

【品番】NI59234
【型番】SB4-A1-3R3

ランオフバッグをお持ちで､
TRUジッパーの

潤滑剤をお探しの方に

TRU® ZIP
HIGH PERFORMANCE LUBRICANT WIPES 
6 PACK

【本体サイズ】
W66 x H66 x D1mm
【重量】3g（1個あたり）
【パッケージサイズ】 
W73×H100×D27mm

4560461592194

【品番】NI59219
【型番】TRUZL-6R8

¥1,650
（税抜￥1,500）

トゥルージップ ハイパフォーマンス ワイプ エスビナーステンレス 　3 個パック

パウプリント　キーロッカー

回転させるだけで
ロックできるマイクロロック
エスビナーが4つ付いています

#2
3PACK - BLACK/SILVER

#4  -  3 個セット ブラック2個 /シルバー1個

¥2,090
（税抜￥1,900）

#4
3PACK - BLACK/SILVER

黒いスライダーを
動かすだけ

中央のロックレバーを
回転させるだけ

スライドロック マイクロロック

独自の高性能潤滑油ワイプ
開け閉めしづらくなったジッパーも

これでスムースに！ 
速乾・無毒で

環境にも安全です

6個パック




