
＜コラボジャージ＞

＜背面ロゴ＞

1・コラボジャージ
¥10,800（税込）
■品番

  M /GDS1723P-M　 L /GDS1723P-L
LL /GDS1723P-LL
■素材：ポリエステル100%
※残り僅か

コラボアイテムアパレルサイズ適応表
サイズ：身長 /胸囲 /ウエスト（cm）
M /170/92/78　L /175/96/82　
LL/180/100/86

2・裏フリースストレッチジャケット
¥7,500（税込）
■品番

  M /GDS1958-M　  L /GDS1958-L　
LL/GDS1958-LL    3L/GDS1958-3L　
■素材：ポリエステル 100％　
■サイズ：着丈 /身幅 /裄丈（cm）　

 M /69/55/85　 L /71/57.5/87　
LL/73/60/89　3L/75/62.5/91

5・チームカラーTシャツ 
¥4,000（税込）
■品番

  M /GDS1905B-M　
 L /GDS1905B-L　
LL /GDS1905B-LL
■素材：ポリエステル100％
■サイズ：身丈 /身幅（cm）

M/68/51　L/72/54　LL/76/57
※残り僅か

＜チームカラーTシャツ＞ 6・ポロシャツ ¥4,500（税込）
■品番
（ブルー）

S /GDS1902B-S　 M /GDS1902B-M　
 L /GDS1902B-L

（ブラック×ターコイズ）
S /GDS1902K-S　 M /GDS1902K-M　

 L /GDS1902K-L　LL/GDS1902K-LL　
3L/GDS1902K-3L

（ホワイト×ロイヤルブルー）
S /GDS1902W-S　 M /GDS1902W-M　

 L /GDS1902W-L　LL/GDS1902W-LL　
3L /GDS1902W-3L
■素材：ポリエステル100%　
■サイズ：身丈 /身幅 /肩幅 /袖丈（cm）
（ブルー）

S /62/48.5/40/21　M /65/51/43/23　   
 L /68/52.5/44/24

（ブラック×ターコイズ）
（ホワイト×ロイヤルブルー）

S /65/47/44/20　 M /68/50/46/21　   
 L /71/53/48/22　LL/74/56/50/23　   
3L/77/56/50/23

＜背面ロゴ＞

＜ポロシャツ＞

ホワイト×ロイヤルブルー

ブルー

7・ドライTシャツ ¥3,000（税込）
■品番
（ブルー）

 M /GDS1905DB-M　 L /GDS1905DB-L　
LL/GDS1905DB-LL

（ブラック×ターコイズ）
 M /GDS1905DK-M　 L /GDS1905DK-L　
LL/GDS1905DK-LL

（ホワイトカモ）
 M /GDS1905DW-M　L /GDS1905DW-L　
LL/GDS1905DW-LL
■素材：ポリエステル100%
■サイズ：身丈 /身幅 /肩幅 /袖丈（cm）

 M /68/51/47/21　
 L /71/54/49/22　
LL /74/57/51/23

＜背面ロゴ＞

＜フードロゴ＞

＜背面ロゴ＞

ブルー

＜ドライTシャツ＞

8・キッズドライTシャツ ¥3,000（税込）
■品番

Jr.110/GDS1905C-110　Jr.120/GDS1905C-120　
Jr.130/GDS1905C-130　Jr.140/GDS1905C-140　
Jr.150/GDS1905C-150
■素材：ポリエステル100%
■サイズ：身丈 /身幅 /肩幅 /袖丈（cm）

Jr.110/44/34/30/14　Jr.120/48/36/34/15　
Jr.130/52/38/36/16　Jr.140/56/40/38/17　
Jr.150/59/42/40/18
※残り僅か

＜キッズドライTシャツ＞

3・ドライスウェットパーカー 
¥6,000（税込）
■品番

 S /GDS1922B-S　 M /GDS1922B-M　
 L /GDS1922B-L　LL/GDS1922B-LL　
3L/GDS1922B-3L
■素材：ポリエステル80%、綿20％
■サイズ：着丈 /身幅 /肩幅 /裄丈（cm）

 S /64/49/42/60　 M /67/52/44/62　
 L /70/55/46/63　LL/73/58/48/65　
3L/76/61/50/65

＜ドライスウェットパーカー＞

ネイビー×ホワイト

ネイビー

＜スタジアムジャンパー＞

4・スタジアムジャンパー ¥3,800（税込）
■品番
（ネイビー×ホワイト）

S /GDS1525NW-S　M /GDS1525NW-M　
L /GDS1525NW-L　LL/GDS1525NW-LL

（ネイビー）
S /GDS1525N-S　M /GDS1525N-M　
L /GDS1525N-L　LL/GDS1525N-LL

■素材：ポリエステル100%
■サイズ：着丈 /身幅 /裄丈（cm）

S /63/54/83　M /66/58/86　
L /69/62/89　LL/72/66/92

＜キッズジェットキャップ＞

11・キッズジェットキャップ 
¥3,500（税込）
■品番：GDS1806-C
■素材：ポリエステル65％、綿35％
　　　　（メッシュ）ポリエステル100％
■サイズ：KIDS/54（cm）

10・ニットグローブ（スマホ対応） 
¥1,500（税込）
■品番： GDS1710　 
■素材：ポリエステル、シリコン
■サイズ：F/18.5×12（cm）

9・ネックウォーマー
¥1,350（税込）
■品番：（ブルー）   GDS1209B

（ブラック）GDS1209K　
■素材：ポリエステル 100％　

（ヒモ）ポリプロピレン　
■サイズ：28×25（cm）　

ホワイトカモ

＜ナップザック＞

13・ナップザック 
¥1,500（税込）
■品番：GDS1827N
■素材：ポリエステル
■サイズ：W36×H46（cm）

12・キャンバストートバッグ  
¥1,000（税込）
■品番：GDS1927CM-B
■素材：綿
■サイズ：W36×Ｈ37×D11（cm）

＜キャンバストートバッグ＞

＜ボディバッグ＞ 14・ボディバッグ 
¥3,500（税込）
■品番：GDS1927B
■素材：ポリエステル　
■サイズ：W19×H35×D10（cm）

＜デイバッグ＞

15・デイバッグ 
¥3,800（税込）
■品番：GDS1927D
■素材：ポリエステル
■サイズ：W29×H47×D17（cm）

ブラック×ターコイズ

ブラック×ターコイズ

＜裏フリースストレッチジャケット＞

裏地：フリース

ブラック

ブルー

＜ニットグローブ＞＜ネックウォーマー＞

2019-2020　Autumn-Winter Vol.03



＜サーキットアンブレラ＞

＜ポンチョ＞

20・ポンチョ 
¥3,500（税込）
■品番：GDS1416-2　
■素材：PVC
■サイズ

F/総丈100×身幅150（cm）

＜カラビナ付きアルミライト＞

22・カラビナ付きアルミライト 
¥800（税込）
■品番：GDS1975　
■素材：アルミニウム
■サイズ：Φ2.4×8.8（cm）
※単4乾電池3本別売り

＜チケットホルダー＞

23・チケットホルダー 
¥1,000（税込）
■品番：GDS1881　
■素材
　ポリエステル、PVC
■サイズ
　W12.4×H24.7（cm）
※折り畳むことにより、
　コンパクトに使用
　する事も可能です

＜アウトドアシート＞

24・アウトドアシート 
¥1,000（税込）
■品番：GDS1956　
■素材：ポリプロピレン、アルミ
■サイズ：35×36.3×0.3（cm）

＜双眼鏡＞

25・双眼鏡 
¥4,500（税込）
■品番：GDS1795　
■素材：（ボディ）ラバー塗装
■サイズ：8×6.5×4.5（cm）　
■重量：130ｇ　
■倍率：6倍　
■対物レンズ径：18ｍｍ　

＜ガラスマグカップ＞

26・ガラスマグカップ
¥1,500（税込）
■品番：GDS1985　
■素材：ガラス
■サイズ
　Φ8×H9.7（cm）　
■容量：300ml
※商品は1つです

＜ワンプッシュ真空ステンレスボトル＞

27・ワンプッシュ
真空ステンレスボトル

¥2,500（税込）
■品番：GDS1984
■素材：（本体）ステンレス 　
　　　　（フタ）PP、シリコンゴム
■サイズ：Φ6.6×23.2（cm）
■容量：430ml
■効果：保温/57度以上（6時間）
　　　　保冷/10度以下（6時間）

28・ふせん 
¥400（税込）
■品番：GDS1792
■サイズ：7.5×7.5（cm）　
■積層：100枚

＜3色ボールペン＞

29・3色ボールペン ¥500（税込）
■品番：GDS1490AW　
■素材：ABS、シリコン他
■インク色：ブラック（1ｍｍ+0.7ｍｍ）、
　　　　　　レッド、ブルー
※タッチペン付き
※対応機種/静電気方式のタッチパネル
　搭載機器（スマートフォンなど）

31・名刺入れ ¥1,000（税込）
■品番：GDS1846
■素材：PU、ステンレススチール、磁石
■サイズ：6.5×9.6×1.4（cm）

＜名刺入れ＞

30・ネックピース ¥1,000（税込）
■品番：GDS1813
■素材
　（ストラップ）ポリエステル
　（コードリール）樹脂
　（金具）亜鉛合金
　（ケース）PVC
■サイズ
　（ストラップ）全長90（cm）
　（ケース）W10×H8（cm）
※名刺サイズのカードが
　2枚収納可能

＜ネックピース＞

＜ハードカバーノート＞

32・ハードカバーノート
¥1,000（税込）
■品番：GDS1914N
■素材：ポリウレタン、紙
■サイズ
　14.5×21.5×1.2（cm）

＜多機種対応手帳型スマホケース＞

33・多機種対応手帳型スマホケース
¥3,600（税込）
■品番：GDS1729　■素材：合成皮革
■サイズ：約W8.5×H15.5（cm）　■固定式：粘着ジェルシート
■対応機種：サイズがW8×H15×D1.2（cm）以内の端末
※上記サイズ内の端末であっても、背面形状・素材等によっては
　ご利用頂けない場合があります
※粘着シート部分が上下にスライドするので、
　ケースを付けたまま写真撮影が可能です

＜連結キーホルダー付き缶バッチ＞

34・連結キーホルダー付き缶バッチ 
¥700（税込）
■品番：GDS1918　
■素材：（缶バッチ）スチール　
　　　　（チャーム）アクリル
■サイズ：（缶バッチ）Φ5.7（cm）

＜3WAYキーホルダー＞

35・3WAYキーホルダー
¥700（税込）
■品番：GDS1942B
■素材：亜鉛合金、合成ゴム
■サイズ：1.1×1.8×7.3（cm）
※スマホスタンド、バッグハンガー
　としても利用できます。　

＜イヌぐるみ＞

36・イヌぐるみ
¥1,000（税込）
■品番：GDS1840
■素材：ポリエステル
■体長：10（cm）

＜ばんそうこう＞

＜自己粘着フィルム＞

39・自己粘着フィルム 
¥1,000（税込）
■品番：GDS1933G　
■素材：PETフィルム
■サイズ：20×6（cm）
※平滑面に糊を使わず貼付可能。

37・ばんそうこう
¥500（税込）
■品番：GDS1786
■サイズ：スタンダードサイズ1.9×7.2（cm）
■枚数：20枚（5絵柄×4シート）

＜マスキングデコテープ＞

38・マスキングデコテープ
¥1,000（税込）
■品番：GDS1833M
■素材：PEクロス
　（粘着剤：アクリル系）
■サイズ：4.5×500（cm）

16・ハンカチタオル 
¥600（税込）
■品番：GDS1907SS　
■素材：綿100%　
■サイズ：20×20（cm）　
※染料プリント

＜ハンカチタオル＞

17・ハンドタオル 
¥1,000（税込）
■品番：GDS1907S　
■素材：綿100%
■サイズ：34×34（cm）　
※染料プリント

＜ハンドタオル＞

＜パーカータオル＞

19・パーカータオル 
¥4,000（税込）
■品番：GDS1907P　
■素材：綿100%
■サイズ：60×120（cm）+フード
※染料プリント

18・スポーツタオル 
¥2,300（税込）
■品番：GDS1907M　
■素材：綿100%
■サイズ：38×110（cm）
※染料プリント

＜スポーツタオル＞ 21・サーキットアンブレラ 
¥3,800（税込）
■品番：GDS0S1651B
■素材：（生地）ポリエステル100%
　　　　（親骨）グラスファイバー
■サイズ：親骨 /80（cm）

強風時には傘が裏返り、
骨が折れるのを防ぎます。
傘を閉じる要領で
簡単に戻ります。

＜ふせん＞

●このカタログの記載事項は2019年11月のものです。
●掲載商品の色は印刷の都合上、実際と若干異なる場合があります。
●商品の仕様・デザインは改良のため予告無く変更される場合があります。
●交換・返品のご連絡およびご購入方法等については上記の電話番号にお問い合わせください。

販売元　　　　　　　　

〒331-8501  埼玉県さいたま市北区日進町2-1917
TEL.048-660-4330（代）平日 / 月～金　9:00～18:00

マレリアフターセールス株式会社
（旧シーケー販売株式会社）
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