日本の気 候を考えた時 、素 晴らしい四 季 がある一 方 、
湿 度の高い過 酷な季 節とともに私たちは過ごしていることに気 づきます 。
縁 側を広くとり「 壁 」を取り払った日本 建 築のように、

食 の 安 心を守ります
朝 8 時にご 飯を詰めて、4 時 間 後の1 2 時でも
1 5 度の温 度をキープします 。

暑い夏に「チリンチリン」という涼しげな音を鳴らす 風 鈴のように、

食 中 毒の原 因の一 つと言われる、雑 菌 が 繁 殖しやすくなるのは、

古 来 から夏をいかに快 適に過ごすことができるかに、

2 5 度 以 上と言われており、食 中 毒のリスクを減らすことができます 。

工 夫を凝らしてきた文 化 が日本にはあります 。

活 躍 するのは夏 場だけではありません。
冬 場でも移 動の車 内 やオフィスなど、暖 房システムが

「 G E L - C O O L 」はそういった環 境をもつ日本で生まれたブランドです 。

張り巡らさせている現 代では、思いがけず 温 度 が 高くなっている
ホットスポットがたくさんあります 。

生まれたきっかけは、お母さんの「 夏 場でも食中毒を心 配 せ ず 子 供に

冬 場でもG E L - C O O L は活 躍 するのです 。

お弁 当を食 べて欲しい」という愛 情 からでした。

保冷効果比較

その思いが 形になったのが、

温 暖 化 が 進んでいる昨 今 、暑 い 季 節 が 年々長くなってきています 。

※スクエア L のデータです

4 時 間 後でも
15 ℃ をキープ

22.0

「 蓋 が 保 冷 剤 」というシンプ ルさ

16.5

その 暑 い 季 節を快 適に過ご せる商 品をこれ からも作り続 けていきます 。

蓋の内部に保冷剤が特殊な技術で封入されており、

保冷蓋無
11.0

保冷蓋有
5.5

COOL KEEP

保 冷 剤と蓋 が 一 体 化した「 G E L - C O O L 」です 。

〈 温度 〉

蓋ごと冷凍庫で凍らせて使います。
保冷剤だといざ使うときに、
冷凍庫の中でぐにゃりと曲がってしまい、
使いにくいストレスを感じることがありますが、

0.0

0

100

200

室温 25℃の部屋に放置し、4 時間後に本体に充填された GEL の温度を測定する

〈分〉

GEL - COOL だとそういったストレスとは無縁です。
※ 実用新案取得済み

NEW

GEL-COOL が、昭和レトロな文具ブランドとコラボレーション！
これまで学校やオフィス、ご家庭で活躍していた人気の文具シリーズが、
ランチタイムを彩る商品となりました。
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明治 19 年創業。1895 年に卓上糊の元

昭和 22 年創業。文具好きなら誰でも

祖「不易糊」を開発し、国内の糊生産を

知っている書き心地にこだわった実直
なノートです。

リードしてきました。
1975 年に誕生した「どうぶつのり」は、

レトロ文具 GEL - COOL square L フエキ

レトロ文具 GEL - COOL square SG フエキ

1901-0001 4571214987211

1901-0005 4571214987259

レトロ文具 ステンレスミニボトル 150ml フエキ

レトロ文具 GEL - COOL square SG ツバメノート

レトロ文具 ステンレスミニボトル 150ml ツバメノート
1902-0026 4571214987464

1902-0025 4571214987457

1901-0006 4571214987266

レトロ文具 GEL - COOL square L ツバメノート

日本のクラシックノートとして世界の

1901-0002 4571214987228

一度見ると忘れられないパッケージ

高級ノートに比肩できるものと認めら

で、誰でも一度は使ったことがあるか

れ、今も多くに人に愛用されています。

と思います。
レトロ文具箸・ケース付き フエキ

「どうぶつのり」は現在も変わらず生産

レトロ文具箸・ケース付き ツバメノート

1901-0009 4571214987297

1901-0010 4571214987303

が続いており、かわいいキャラクター
「フエキ」は、糊に留まらず、様々なグッ
ズになり愛されています。

レトロ文具 巾着フエキ

レトロ文具 巾着 ツバメノート

1901-0017 4571214987372

レトロ文具 ランチクロス フエキ

レトロ文具ワンプッシュボトル 300ml フエキ

1901-0013 4571214987334

レトロ文具 GEL-COOL square L
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¥2，000 ＋税

レトロ文具 GEL-COOL square SG

1901-0018 4571214987389

1902-0021 4571214987419

¥2，200 ＋税

レトロ文具 箸・ケース付き

¥820 ＋税

｜本体サイズ｜ W178 × D87 × H60mm、260g ｜容量｜約 500ml ｜素材｜本体・仕切り：ポリプロピレン（耐熱

｜本体サイズ｜ケース：W 192 × D 27 × H 13mm、箸：180mm、

具・仕切り：ポリプロピレン（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱

44g ｜素材｜ケース本体：ポリプロピレン（耐熱 100℃）、ケース

-20℃）、パッキン：シリコーンゴム

120℃、耐冷-60℃）、ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー

蓋・箸：AS 樹脂（耐熱 100℃） ※食器洗浄機の使用可。

※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

レトロ文具 ランチクロス ツバメノート

1902-0022 4571214987426

｜本体サイズ｜ W150 × D94 × H60mm、202g ｜容量｜約 400ml ｜素材｜本体・留め
※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

レトロ文具ワンプッシュボトル 300ml ツバメノート

レトロ文具 ランチクロス

1901-0014 4571214987341

¥1,000 ＋税

｜本体サイズ｜ W450 × D450 × H2mm、39g
｜素材｜綿 100%

レトロ文具 巾着

¥900 ＋税

｜本体サイズ｜ W275 × D100 × H170mm、

レトロ文具 ワンプッシュボトル 300ml

¥2,900 ＋税

｜本体サイズ｜φ 60 × H187mm、177g ｜容量｜ 300ml ｜素材｜本体：ステ

34g ｜素材｜本 体：綿 100%、ヒ モ：ア ク リ

ンレス鋼、フタ：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

ル 100%

機の使用不可。

※食器洗浄

レトロ文具 ステンレスミニボトル 150ml

¥1,600 ＋税

｜本体サイズ｜φ 50 × H120mm、84g ｜容量｜ 150ml ｜素材｜本体：ステン
レス鋼、フタ・氷留め：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

※食器洗

浄機の使用不可。

7

子供の頃、文房具や大事な宝物などを

アーム筆入れは昭和 40 年に発売され、

しまっていた
「よいこのおどうぐばこ」
。

CM で使われた
「象が踏んでもこわれな

発売から45 年以上経つ今も根強い人

い…」
のキャッチコピーは学校内だけで

レトロ文具 GEL - COOL square SG らいおん

気があり、オレンジのカラーとライオ

なく、大人の世界でも注目され、社会現

1901-0007 4571214987273

ンを見ると、世代を越えて懐かしく思

象となりました。

う方も多いはず。

あれからゾウのデザインは変わりまし

レトロ文具 巾着 らいおん

レトロ文具 GEL - COOL square L らいおん

1901-0019 4571214987396

1901-0003 4571214987235

レトロ文具 GEL - COOL square SG アーム筆入れ
1901-0008

たが、今回のコラボレーションでは、発

4571214987280

レトロ文具 巾着 アーム筆入れ

レトロ文具 GEL - COOL square L アーム筆入れ
1901-0004

1901-0020 4571214987402

4571214987242

売当初のレトロなゾウのデザインを採
用しました。

レトロ文具 GEL-COOL square L
¥2，
000 ＋税
｜本体サイズ｜ W150 × D94 × H60mm、202g ｜容量｜
約 400ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリプロピレ

レトロ文具 ランチクロス
¥1,000 ＋税
｜本体サイズ｜ W450 × D450 × H2mm、39g ｜素材｜
綿 100%

ン（ 耐 熱 140℃、耐 冷 -20℃）、保 冷 ブ タ：ABS 樹 脂（ 耐 熱
60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム

※本体・留

め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

レトロ文具 ランチクロス らいおん
1901-0015 4571214987358

レトロ文具ワンプッシュボトル 300ml らいおん

レトロ文具 GEL-COOL square SG
¥2，
200 ＋税
｜ 本 体 サ イ ズ ｜ W178 × D87 × H60mm、260g ｜ 容 量 ｜
約 500ml ｜素材｜本体・仕切り：ポリプロピレン（耐熱
140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

1902-0023 4571214987433

-20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱
120℃、耐冷-60℃）、ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・
ラバー

※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

レトロ文具 箸・ケース付き
レトロ文具箸・ケース付き らいおん
レトロ文具 ステンレスミニボトル 150ml らいおん
1902-0027 4571214987471
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1901-0011 4571214987310

¥820 ＋税

｜本体サイズ｜ケース：W 192 × D 27 × H 13mm、箸：

レトロ文具 巾着
¥900 ＋税
｜本体サイズ｜ W275 × D100 × H170mm、34g ｜素材｜
本体：綿 100%、ヒモ：アクリル 100%

レトロ文具 ワンプッシュボトル 300ml
¥2,900 ＋税
｜本体サイズ｜φ 60 × H187mm、177g ｜容量｜ 300ml

1901-0016 4571214987365

レトロ文具ワンプッシュボトル 300ml アーム筆入れ
1902-0024 4571214987440

｜素材｜本 体：ス テ ン レ ス 鋼、フ タ：ポ リ プ ロ ピ レ ン、
パッキン：シリコーンゴム

※食器洗浄機の使用不可。

レトロ文具 ステンレスミニボトル 150ml
¥1,600 ＋税

180mm、44g ｜素材｜ケース本体：ポリプロピレン（耐

｜本体サイズ｜φ 50 × H120mm、84g ｜容量｜ 150m

熱 100℃）、ケース蓋・箸：AS 樹脂（耐熱 100℃） ※食器

｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ・氷留め：ポリプロピレ

洗浄機の使用可。

レトロ文具 ランチクロス アーム筆入れ

ン、パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

レトロ文具箸・ケース付き アーム筆入れ
レトロ文具 ステンレスミニボトル 150ml アーム筆入れ

1901-0012 4571214987327

1902-0028 4571214987488
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直飲みでもコップでも使える
2way 仕様のスレンレスキッズボトル
小さいお子様はボトルを落としたり、
ぶつけたりとしてしまいがち。

サビに強い

衝撃に強い

内面に耐食性に優れた高級ステンレスの

ボトルカバーの底部はモールド加工がさ

SUS316を使用することで、スポーツドリン

れていて、衝撃からボトルを守ってくれま

クにも対応。
さらにミラー加工を施している

す。
さらに、本体底部にもシリコンをつける

ので、
汚れや匂いがつきにくくなっています。

ことで、耐衝撃性を増しています。

ゾウ
1802-0001 4571214984463

ボトルカバーの底にはモールド加工を施し、
本体底部にもシリコンをつけることで、
少しでも衝撃からボトルを守れるようにしています。
本体内部には、
錆びに強い最高級ステンレスのSUS316を使用。
さらにミラー加工を施すことで、
汚れや匂いをつきにくくしています。
サイズは350mlと、
あえて大きくしすぎず持ち運びやすさや、
飲みやすさを重視しています。

2 WAY仕 様

安心のロック機構

ワンプッシュキャップ（保冷専用）とコップ

ワンプッシュキャップには、勝手に蓋が開

（温冷両用）がついているので、使用用

かないようロック機構がついています。赤

途や季節によって、切り替えてお使いいた

になるとロックがかかっている目印です。

だくことができます。

クマ

デザインはシンプルながらユーモアを感じさせる

1802-0002 4571214984470

one zoo の動物とコラボレーション。
幅広いお子様にお楽しみいただけます。

NEW

ミーアキャット

onezoo 2WAY ステンレスキッズボトル 350ml

¥3，
500 ＋税

1802-0003 4571214984487

｜本体サイズ｜ワンプッシュ：W90 × D90 × H170mm、
300g（カバー60g 含む）／コップ：

one zoo は、全国の動物園がひとつになって、
ひととどうぶつの未来のためにはじめるプロジェクトです。
収益の一部は、
どうぶつの飼育や繁殖の研究、動物園の整備などに役立てられます。 https://onezoo.jp

W90 × D90 × H160mm、
310g（カバー60g 含む）｜容量｜ 350ml ｜素材｜本体：ステ
ンレス鋼、
コップユニット・ワンプッシュユニット：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム、
カバー本体・裏地：ポリエステル、
カバー底：ポリエステル・EVA、
カバーホック：ポリプロピ
レン ※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。
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220ml +140ml

400ml

鮮 度が見えるサラダケース
GEL - COOL 唯一の透明 &まんまる !
水切り用のすのこもついて、使いやすさアップ。
ヘルシー派にはサラダ、
ガッツリ派にはお弁当など、
メニューの幅や使い方のアイデアが広がるレシピ付き。

ラクシボ加工
中皿の内側は、汚れがつきにくくラクに洗え、
キズも目立ちにくい「ラクシボ」加工を採用。

milk white
0101-0053

4571214980786

apple red
4571214980823

0101-0055

保冷剤内蔵のフタ
milk white
0101-0233

4571214987181

oyster gray
0101-0234

4571214987198

oyster gray
0101-0175

4571214986177

berry blue
0101-0176

4571214986184

水切りすのこ
グリップホール
保冷剤内蔵のフタ

食材に触れることなく、中皿を
取り出すことができる「グリップ
ホール」。この穴を通って、蓋
の冷気も本体に行き渡ります。

使い方いろいろヌードルランチ
ひんやりシャキシャキサラダがランチに食 べられることで

シングが下に落ちて、野
菜がベチャベチャになり
にくくなっています。

二重構造
macaroon pink

本 体が二 重 構 造になっているため、外
気の干渉を受けにくく、保冷効果がとて
も高いケースです。透明ケースで、中に

0101-0235

4571214987204

そうめん

パスタ

macaroon pink
0101-0177

4571214986191

GEL - COOL round with inner tray ¥ 2，
300＋税

GEL - COOL round ¥ 2，
100＋税

そうめんランチやパスタ、
ちらし寿 司など、

｜本体サイズ｜φ120×H79mm、275g ｜容量｜本体（中皿と併用）
：220ml、
中皿：140ml ／本体のみ：400ml ｜素材｜

｜本体サイズ｜φ120×H79mm、240g ｜容量｜約 400ml ｜素材｜本体・水切りすのこ：飽和ポリエステル樹脂（耐熱

中皿がつくだけでグンと活 躍の幅が広がります 。

本体・水切りすのこ：飽和ポリエステル樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、
中皿：ポリプロピレン( 耐熱 140℃、耐冷 -20℃)、保冷

60℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、
パッキン：シリコーンゴム ※電子レンジ、食器洗浄機の使用

ブタ：ABS 樹脂耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、
パッキン：シリコーンゴム ※中皿のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

不可。

人気の「GEL - COOL round」に中皿 付きタイプが新 登 場！
！
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付属のすのこを使うこと
で、余分な水分やドレッ

何が入っているのかも一目瞭然です。
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300ml

600ml

400ml

抗菌

cherry pink

milk white
0101-0218

4571214986610

0101-0219

4571214986627

cherry pink

milk white
0101-0223

4571214986665

0101-0224

4571214986672

cherry pink

milk white
0101-0228

4571214986719

0101-0229

4571214986726

食品をより安全に持ち運べるお弁当箱
corn yellow

GEL - COOLの機能性をより高めたお弁当箱です。

0101-0220

4571214986634

asparagus green
0101-0221

4571214986641

corn yellow
0101-0225

4571214986689

asparagus green
0101-0226

4571214986696

corn yellow
0101-0230

4571214986733

asparagus green
0101-0231

4571214986740

素材に高機能なエンジニアリングプラスチック
「 TPX®
」を使用することで、
汚れを落としやすく、
また、銀イオンによる抗菌・防カビ機能もついています。
素材を変えることで、定番の形状がより安全に、
より使いやすくなりました。

gorgonzola blue
0101-0222

gorgonzola blue

4571214986658

0101-0227

GEL - COOL dome S クリアランチボックス

¥ 1,400＋税

gorgonzola blue

4571214986702

GEL - COOL dome M クリアランチボックス

0101-0232

¥ 2,500＋税

4571214986757

GEL - COOL square L クリアランチボックス ¥ 2,100＋税

｜本体サイズ｜ W115×D92×H68mm、130g ｜容量｜約 300ml ｜素材｜本体：ポリメチ

｜ 本 体サイズ｜ W193×D92×H68mm、230g ｜ 容 量 ｜ 約 600ml ｜ 素 材 ｜ 本体・仕切

｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、202g ｜容量｜約 400ml ｜素材｜本体・仕切り：

ルペンテン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保

り：ポリメチルペンテン耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷

ポリメチルペンテン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、留め具：ポリプロピレン
（ 耐 熱 140℃、耐 冷

冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電

-20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め

-20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム ※本体・留

子レンジ、食器洗浄機の使用可。

具・仕切りのみ電子レンジ、
食器洗浄機の使用可。

め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

抗菌性能が高く、持ち運び安心

汚れが落ちやすく、洗いやすい

銀イオンを素材に練りこむことで、抗菌性を高め

剥離性の高い高機能なエンジニアリングプラスチック
「 TPX®
」 透明な樹脂を採用することで、GEL-COOL の保冷機能と、銀イオンに

見える鮮度

ており、食品を安全に持ち運ぶことができます。

を素材に使っているため、汚れが落ちやすいのが特徴です。

よる抗菌機能で鮮度を保たれた食材の中身が、ひと目でわかります。

made in Japan
-H OKKA ID O15

220ml

GELATO
-plain-

400ml

vanilla
0101-0206

4571214986498

strawberry
0101-0207

4571214986504

500ml

vanilla
0101-0210

4571214986535

strawberry
0101-0211

4571214986542

vanilla
0101-0214

4571214986573

strawberry
0101-0215

4571214986580

ホタテの貝殻を混 ぜ込んだE C O なランチボックス
お弁当箱を使うことが、環境に優しいエシカルな行動ですが、
さらにそのお弁当箱も環境に優しくできないだろうか、
という発想から生まれたランチボックスです。
北海道産ホタテの貝殻をパウダー状にし、素材の一部に混ぜ込むことで、
プラスチックの使用量を減らしています。
まずは小さな一歩から。

pistachio
0101-0208

4571214986511

chocolate
0101-0209

GEL - COOL square S ジェラートプレーン
made in Japan - HOKKA ID O -
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北海道産ホタテの貝殻をパウダー状にしたものを、
素材の一部に混ぜ込むことでプラスチック使用量
を削減した、環境に優しい商品です。

4571214986528

¥ 1，
000＋税

pistachio
0101-0212

4571214986559

chocolate
0101-0213

GEL - COOL square L ジェラートプレーン

4571214986566

¥ 1，
900＋税

pistachio
0101-0216

4571214986597

chocolate
0101-0217

4571214986603

GEL - COOL square SG ジェラートプレーン ¥ 2，
100＋税

｜本体サイズ｜W110×D94×H55mm133g、｜容量｜約 220ml ｜素材｜本体・留め具：

｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、202g ｜容量｜約 400ml ｜素材｜本体・留め

｜本体サイズ｜W178×D87×H60mm、260g ｜容量｜約 500ml ｜素材｜本体・仕切り
：

ポリプロピレン
（耐熱140℃、
耐冷-20℃）
、
保冷ブタ
：ABS樹脂（耐熱60℃、
耐冷-20℃）
、
パッキン
：

具・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中

シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

-20℃）、パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レーヨン・ポ
リエステル・ラバー

※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。
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600ml

300ml

900ml
NEW

ドーム型で盛り付けをしっかりキープ
蓋の内側をドームにすることでボリュームある盛り付けを潰さずキープします。
milk white

片手でも持ちやすく、隅まで洗いやすい小判型。

0101-0160

しっかり蓋と本体をホールドしながらも、

oyster gray

4571214986023

0101-0161

4571214986030

milk white
0101-0166

oyster gray

4571214986085

0101-0167

4571214986092

milk white
0101-0172

4571214986146

oyster gray
0101-0238

4571214986788

開けやすいバックルなど充実した機能が満載。
300ml のキッズ、
デザート用から900ml の大容量まで
みんなが選べるラインナップです。

berry blue
0101-0162

apple red

4571214986047

0101-0163

macaroon pink
0101-0164

保冷剤内蔵のフタ

お子様でも外しやすい

バックル機構

フタをそのまま冷凍庫へ

保冷剤一体型の保冷ブタ

0101-0165

4571214986078

apple red

4571214986108

0101-0169

macaroon pink
0101-0170

4571214986115

berry blue
0101-0173

4571214986153

macaroon blue

4571214986122

0101-0171

4571214986139

NEW

洗いやすい形状の

四隅のない小判形

caviar black
0101-0236

ドーム型のフタの内側

macaroon blue

4571214986061

berry blue
0101-0168

NEW

保冷剤

フワッと綺麗な盛り付けをしっかりキープ

4571214986054

開けやすいバックル

洗いやすい形状

取り外しやすいパッキン

絶妙な凹凸の噛み合わせにより、力をあまり入れ

小判型をしているため、四隅が洗いや

清潔に長く使うには、洗うときにパッキンも取り出し

なくても開けやすいバックル。閉じるときには「カ

すく、汚れを落としやすい形 状です。 てしっかりと洗うことが 大 切です。GEL-COOL

チッ」
という気持ちの良い音が鳴ります。
まだ力の

S サイズとM サイズは女性が手に持っ

dome にはパッキンを取り出しやすい窪みがつい

弱いお子様にもお使いいただくことができます。

ても食べられるサイズです。

ていて、
パッキンの着脱が苦になりません。

4571214986764

caviar black
0101-0237

4571214986771

caviar black
0101-0174

4571214986160

GEL - COOL dome S ¥1，
200＋税

GEL - COOL dome M ¥2，
300＋税

GEL - COOL dome L ¥2，
600＋税

｜本体サイズ｜ W115×D92×H68mm、130g ｜容量｜約 300ml ｜素材｜本体・留め具：

｜本体サイズ｜ W193×D92×H68mm、230g ｜容量｜約 600ml ｜素材｜本体・留め

｜本体サイズ｜ W227×D108×H68mm、300g ｜容量｜約 900ml ｜素材｜本体・留め

ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、

具・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

具・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

-20℃）、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

-20℃）、
パッキン：シリコンーゴム ※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

女性でも片手で OK

持ちやすい本体
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1段

milk white
4571214986245

0101-0182

2段

490ml

oyster gray
4571214986252

0101-0183

300ml + 295ml

milk white
0101-0188

4571214986306

oyster gray
4571214986313

0101-0189

もっとも保冷機能が高い高機能モデル
プラスシリーズは、
これまでのGEL - COOL の機能性を少しアップデートしたシリーズです。
蓋の断熱効果を上げることで、外気との急激な温度差によって生じる結露が出にくくなりました。

断熱材
保冷剤

4571214986269

apple red

0101-0186

4571214986283

4571214986276

0101-0185

macaroon pink

機能性を高めた
保冷剤内蔵のフタ

外気温
30 ℃
25 ℃

berry blue
0101-0184

berry blue
0101-0190

macaroon blue
0101-0187

4571214986290

4571214986320

apple red

macaroon pink
0101-0192

4571214986344

4571214986337

0101-0191

macaroon blue
0101-0193

4571214986351

保冷時間（ 15 ℃以下）
4 時間以上
5 時間以上

より高い保 冷 機 能

保冷効果は下段にも

2 段タイプは1 段でも使用可

冷気が蓋の上部から逃げにくいように、

2 段タイプの上段の端に隙間を設けて

2 段タイプの上段は取り外して、使うこと

断 熱 材を通 常のGEL-COOLより厚く

いるため、保冷ブタの効果が下段にも

ができ、
サンドイッチを入れる時は、1 段と

入れています。

行き渡るように設計されています。

して使うなど使い方の幅が広がります。

400＋税
GEL - COOL plus deli 2 段 ¥ 2，

200＋税
GEL - COOL plus deli ￥2，
｜本体サイズ｜ W166×D125×H73mm、259g ｜容量｜ 490ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱
140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム
子レンジ、
食器洗浄機の使用可。

※本体・留め具・仕切りのみ電

｜本体サイズ｜ W166×D125×H81mm、335g ｜容量｜上段 300ml、下段 ( 中線まで)295ml、下段 ( 満容量 )590ml
｜素材｜本体・留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、
耐冷 -20℃）
、
保冷ブタ
：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、
耐冷 -20℃）
、
上段中フタ
：SEBS
樹脂熱可塑性エラストマー(耐熱120℃、
耐冷-60℃)、
パッキン
：
シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。
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220ml

milk white
0101-0001

4571214980069

mango yellow
0101-0004

4571214980090

apple red
0101-0007

4571214980144

asparagus green
0101-0010

4571214980175

homard blue
0101-0013

4571214980229

berry blue
0101-0016

4571214980250

400ml

biscuit beige
0101-0002

corn yellow

4571214980076

macaroon pink
0101-0005

0101-0009

4571214980168

0101-0012

4571214980199

onion purple

4571214980236

chocolat brown
0101-0111

4571214980137

gorgonzola blue

4571214980182

olive green
0101-0014

0101-0006

pumpkin orange

4571214980151

avocado green
0101-0011

4571214980083

cherry pink

4571214980120

tomato red
0101-0008

0101-0003

0101-0015

4571214980243

oyster gray

4571214981592

0101-0112

4571214981608

milk white
0101-0017

4571214980267

mango yellow
0101-0020

4571214980298

apple red
0101-0023

4571214980342

asparagus green
0101-0026

4571214980373

homard blue
0101-0029

4571214980427

berry blue
0101-0032

4571214980458

500ml

biscuit beige
0101-0018

corn yellow

4571214980274

macaroon pink
0101-0021

0101-0025

4571214980366

0101-0028

4571214980397

onion purple

4571214980434

chocolat brown
0101-0115

4571214980335

gorgonzola blue

4571214980380

olive green
0101-0030

0101-0022

pumpkin orange

4571214980359

avocado green
0101-0027

4571214980281

cherry pink

4571214980328

tomato red
0101-0024

0101-0019

0101-0031

4571214980441

oyster gray

4571214981639

0101-0116

4571214981646

milk white
0101-0033

4571214980465

biscuit beige
0101-0034

mango yellow
0101-0036

4571214980496

macaroon pink
0101-0037

apple red
0101-0039

4571214980564

4571214980595

4571214980670

4571214980700

4571214980601

olive green
0101-0046

berry blue
0101-0048

4571214980571

avocado green
0101-0043

homard blue
0101-0045

4571214980502

tomato red
0101-0040

asparagus green
0101-0042

4571214980472

4571214980687

chocolat brown
0101-0119

4571214981677

corn yellow
0101-0035

4571214980489

cherry pink
0101-0038

4571214980557

pumpkin orange
0101-0041

4571214980588

gorgonzola blue
0101-0044

4571214980663

onion purple
0101-0047

4571214980694

oyster gray
0101-0120

4571214981684

保冷剤内蔵のフタ
sesame gray
0101-0113

4571214981615

caviar black
0101-0114

GEL - COOL square S

発 売から1 0 年 以 上 経つ弁当箱のスタンダード

sesame gray

4571214981622

¥ 1，
000＋税

0101-0117

4571214981653

caviar black
0101-0118

sesame gray

4571214981660

GEL - COOL square L

¥ 1，
900＋税

｜本体サイズ｜ W110×D94×H55mm、133g ｜容量｜約 220ml ｜素材｜本体・

｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、202g ｜容量｜約 400ml ｜素材｜本体・留

留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

め具・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ
：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐

-20℃）、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

冷 -20℃）、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

0101-0121

4571214981691

caviar black
0101-0122

4571214981707

GEL - COOL square SG ¥ 2，
100＋税
｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、260g ｜容量｜約 500ml ｜素材｜本体・
仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷
-20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバン
ド：
レーヨン・ポリエステル・ラバー

※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。
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高知県産土佐古代杉
500ml x 2

3WAY

古代杉は樹齢が100 年以上になると樹木そのものの狂いが少なく、

300ml + 400ml

ランチボックスに適した木材となります。
また木の特性上 100 年育った木は、伐採後も100 年生きているといわれます。
古くからある樹木を使用した建築物は、長い年月に耐えているものが少なくありません。
生きているからこそ、湿度の調節機能も生きています。
ランチボックスに加工した後も湿度の調整機能が続き、ほのかな杉の香りが楽しめます。

Double Cool

NAVY
4571214980748

0101-0049

GRAY
0101-0051

4571214980762

上 下 段ともひんやりの『 Double Cool 』

milk white
0101-0099

apple red

4571214974341

0101-0100

4571214974358

機能性も追い求めた贅沢なお弁当箱
uncap

Top Only

BLACK
4571214980779

0101-0052

REAL BROWN
0101-0123

4571214981714

下 段の保 冷ブタをはずした『 Top Only』

oyster gray
0101-0178

高知県産の土佐古代杉とコラボレーションしたランチボックス「 mWood <ムード> 」。

berry blue

4571214986207

0101-0179

贅沢に土佐古代杉を使った本体と木蓋には、無垢の木の風合いを保ちつつ、水分が染み込みにくいプレポリマー加工が施されています。

4571214986214

また、中蓋に樹脂を用いることで、汁漏れしにくい構造です。
保冷剤内蔵の蓋も付属されていて、季節や用途によって蓋の使い分けをしていただけます。
まさに古代杉の持つ風合いと機能性を両立させた贅沢なお弁当箱といえるでしょう。

Single Only

mWood ランチボックス SG 保冷ブタ付 ¥9，
000＋税
｜本体サイズ｜ W 1 7 9×D 8 7×

LIGHT GRAY

バンドを掛け替えた 1 段の『 Single Only』

4571214981721

0101-0124

GEL - COOL square MEN'S

¥ 3，
300＋税

｜本体サイズ｜ W178×D87×H120mm、547g ｜容量｜約 500ml×2 ｜素材｜本体・仕切
り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、
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2 段タイプは3 通りで、使い分けが可能です。

macaroon pink
0101-0180

macaroon blue

4571214986221

0101-0181

4571214986238

GEL - COOL slim S+L ¥ 2，
600＋税
｜本体サイズ｜ W177×D56×H119mm、307g ｜容量｜約 300ml+ 約 400ml ｜素材｜本
体・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷

中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レーヨン・

-20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、ゴムバンド：

ポリエステル・ラバー

レーヨン・ポリエステル・ラバー

※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

H60mm、木製ブタ時 196g、保冷
ブタ時 270g ｜容量｜約 500ml
｜素材｜本体・木製ブタ・仕切り：
木、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性
エラストマー（耐熱 120℃、耐冷
-60℃）、ゴムバンド：レーヨン・ポリ
エステル・ラバー、保冷ブタ：ABS
樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）

白

0401-0001

4571214980977

茶

0401-0002

4571214980984

※木製ブタに保冷機能はありません。 ※電子レンジ、
食器洗浄機の使用不可。 ※使用後は湯または水で洗って柔らかい布で拭き取り、
直射日光等を避けて保管してください。
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木 蓋 のお 弁 当 箱

木 蓋 の ア ル ミお 弁 当 箱

木 蓋 の 二 段お弁 当 箱

土佐古代杉

土佐古代杉

国産の桜とヒノキの木を蓋に使ったお弁当箱です。

高知県の古代杉を贅沢にも蓋に使ったお弁当箱です。

土佐古代杉の木目とアルミの対比がとても美しいお弁当箱です。

天然木ならではの木の風合いを楽しみつつ、

蓋に自然木を使っているので、一つ一つ木目が異なり、本物の木ならではの楽しみ方があります。

メイド イン ジャパンの逸品を毎日のランチのお供にどうぞ。

電子レンジや食洗機の使用もでき、機能的です。

本体は樹脂でできているので、木のお弁当箱のような手間暇かけたお手入れは不要です。

ホワイト

ベージュ

チャコール

木蓋のお弁当箱 スリム L 古代杉 ¥ 2,400＋税

白色

｜ 本 体 サイズ ｜ W178×D56×H64mm、約 400ml、120g ｜ 素

0601-0044

4571214989307

白色

0601-0046

4571214989321

材｜本体・仕切り：ポリプロピレン( 耐熱 140℃、耐冷 -20℃)、フタ：
木、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー ( 耐熱 120℃、耐冷
-60℃)、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー ※本体・仕切りの
0601-0036

4571214989222

0601-0037

4571214989239

0601-0038

4571214989246

サクラ

0601-0048

4571214989345

ヒノキ

0601-0049

4571214989352

み電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

0601-0042

4571214989284

灰色

0601-0045

4571214989314

灰色

0601-0047

4571214989338

木蓋のお弁当箱 古代杉 ¥ 2，
800＋税
｜ 本 体 サイズ ｜ W178×D87×H60mm、約 500ml、200g ｜ 素
材｜本体・仕切り：ポリプロピレン( 耐熱 140℃、耐冷 -20℃)、フタ：
木、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー ( 耐熱 120℃、耐冷
-60℃)、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー ※本体・仕切りの
0601-0033

4571214989192

0601-0034

4571214989208

0601-0035

4571214989215

み電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

木蓋のお弁当箱 OJU 古代杉 ¥ 4，
000＋税
｜本体サイズ｜ W178×D178×H60mm、約 1100ml、390g ｜素
材｜本体：ABS 樹脂（耐熱 90℃、耐冷 -20℃）、仕切り：ポリプロピ
レン( 耐熱 140℃、耐冷 -20℃)、
フタ：木、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑
性エラストマー ( 耐熱 120℃、耐冷 -60℃)、
ゴムバンド：レーヨン・ポリ
エステル・ラバー ※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。

0601-0039
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4571214989253

0601-0040

4571214989260

0601-0041

4571214989277

木蓋のアルミお弁当箱
オーバル 古代杉 ¥ 3，
400＋税

木蓋のアルミお弁当箱
小判形 古代杉 小 ¥ 4，
200＋税

木蓋のアルミお弁当箱
小判形 古代杉 大 ¥ 4，
500＋税

木蓋の二段お弁当箱 ¥ 3，
400＋税

｜本体サイズ｜ W150×D103×H39mm、約 300ml、

｜本体サイズ｜ W138×D95×H45mm、約 280ml、

｜本体サイズ｜ W146×D100×H57mm、約 440ml、

｜本体サイズ｜ W145×D86×H76mm、上段 : 約 260ml・下段 :

120g ｜素材｜本体・仕切り：アルミニウム、
フタ：木、

120g ｜素材｜本体・仕切り：アルミニウム、
フタ：木、

120g ｜素材｜本体・仕切り：アルミニウム、
フタ：木、

約260ml、桜：202g・檜：180g｜素材｜本体・中ブタ：ポリプロピレン

ゴムバンド：レーヨン、ポリエステル、ラバー ※電子レン

ゴムバンド：レーヨン、ポリエステル、ラバー ※電子レン

ゴムバンド：レーヨン、ポリエステル、ラバー ※電子レン

（耐熱 140℃、耐冷−30℃）、木製ブタ：天然木、
ゴムバンド：レーヨ

ジ、食器洗浄機の使用不可。

ジ、食器洗浄機の使用不可。

ジ、食器洗浄機の使用不可。

ン、
ポリエステル、
ラバー ※本体のみ電子レンジ、食洗機の使用可。
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淡 い 色 が 可 愛 い 2 段 ラ ン チ ボ ック ス
Vaale a vär i ( ヴァーレア・ヴァーリ）
とは

Vaalea väri

フィンランド語で「淡い色」
という意味です。
シンプルなホワイトの本体に淡い色の蓋が、
可 愛らしいアクセントになっています。

ヴァーレア ヴァーリ 2 段ランチボックス

¥2,700＋税

｜本体サイズ｜ W145 × D86 × H76mm、210g ｜容量｜上段 : 約 260ml・下
段 : 約 260ml ｜素材｜本体・中ブタ：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -30℃）、
木製ブタ：木（タイ）・ウレタン塗装（日本）、ゴムバンド：レーヨン、ポリエステル、
スカンジナビアンホワイト
0601-0050

4571214989369

スカンジナビアンピンク
0601-0051

4571214989376

ラバー ※本体のみ電子レンジ、食洗機の使用可。

スカンジナビアングレー
0601-0052

BENTO STORE 木製箸 18cm（ケース付き） ¥900＋税
（耐熱 80℃）、ケース蓋：AS 樹脂（耐熱 80℃）、箸：天然木（ポリエステル塗装）

0601-0053
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4571214989444

シアーピンク
0601-0054

4571214989451

パウダーグレー
0601-0055

4571214989468

機能面はもちろん、使い手にいつまでもKEEPしてもらえるようなモノづくりを行なっています。
さまざまなデザイナーとのコラボレーションで生み出されたデザインボトルの中から、
お気に入りの1 本を見つけませんか。

4571214989383

｜本体サイズ｜ W190 × D30 × H14mm、36g ｜素材｜ケース本体：ABS 樹脂
ミルキーホワイト

KEEP（キープ）は、日々快適にお使いいただけるドリンクボトルを中心としたブランドです。

スモーキーグレー
0601-0056

4571214989475

※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。

S c a n d i n a v i a n P a t t e r n C o l l e c t i o n は、
さまざまな 分 野 で 活 躍 する北 欧 デ ザイナーたちによるデ ザインコレクションです 。
デ ザインの 背 後 に デ ザイナーの 気 もちがあり、デ ザインの 向こうに 人 々 の 暮らしがある
デ ザインは 特 別 な 人 のためではなく、み んなのもの
い つでもどこでも北 欧 デ ザインがあり それらを個 々 のライフスタイル に 取り入 れることで
一 人 ひとりの 暮らしが 少しず つ 豊 かになっていく
一 つ ひとつ の デ ザインにこめられたデ ザイナーの 思 い 、
デ ザインの 中 に ひそむ 北 欧 の自 然 や 人 々 の 暮らしを感じて 下さい 。

Anna Lindsten

Fyran

アンナ・リンドステン

0302-0060
0302-0049
0302-0050
0302-0051

Lingonberries
Happy apples
Dandelions

ンのイラストやデザインを数多く手がける。森や動物からストーリー性のあ

NEW
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グレー
0302-0079

4571214988355

ブルー
0302-0080

4571214988362

ピンク
0302-0081

4571214988379

KEEP ワンプッシュマグボトル 350ml FLEXURAL ¥2,500 ＋税
｜本体サイズ｜φ 67× H171mm、190g ｜容量｜350ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ：ポリ
プロピレン、パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

0302-0085

0302-0083

0302-0086

Snowball
Lo

0302-0064

Alfabet

フィンランドのグラフィックデザイナー。
フィンランド西海岸のスウェーデン

フィンランドのイラストレーター及びグラフィックデザイナー。アートとデ

語圏の街ヤコブスタッドを拠点とする3 名の若手デザイン集団。幾何学的

ザインを学び、オリジナルデザインのポスターやカードを展開するブランド

徴で、色使いには時間をかけてていねいに仕上げる。
りんご、レモン、ブルー

ザインとスウェーデンに影響を受けた北欧パターンを手がける。オリジナル

心のある楽しげなパターンや、洗練された色使いの幾何学的なパターン、

ベリーなど、楽しげに描かれたフルーツパターンの人気が高い。遊び心のあ

ブランドのペーパープロダクトは、地元の環境に優しい素材と印刷技術を

北欧の自然をモチーフにしたグラフィカルで手描き風コラージュなど、シン

るパターンが、
日本のクライアントにも好評。

使って制作。

プルで人を魅了するパターンを数多く生み出す。

Red berries

0302-0069

スウェーデンのテキスタイルデザイナー。
スウェーデンのファッションブラン

セックスなパターンが特徴。手描き風のパターンなど、クライアントに合っ

ド H&M での勤務経験があり、ファッション関連のパターンコーディネート

た仕事もこなす。
コンストファック美術工芸大学在籍中に起業し、イケアに
デザインしたテキスタイルが成功を収める。スウェーデン大手テキスタイル
ブランド、エケルンドでは、スウェーデンの人気料理家ティナ・ノードストレ
ムとのコラボシリーズが評判となる。クリッパン、日本のアスクルなど、大手

ミー・フロリド・ヴェリン

Drops
Garden walk

スウェーデンのグラフィックデザイナー。シンプルな色使いとモダンでユニ

やコレク ション提案が得意。動物をモチーフにしたキャラクター提案も手

HighwayDesign を設立。フィンランド西海岸の暮らしを切り取った遊び

My Floryd Welin

Maria Bergström

マリア・ベリストレム

0302-0067

企業のクライアントを持つ。

Mormorsruta
Flinga

なパターンに、活力を与える洗練された色彩で表現。
フィンランドの伝統デ

Linda Svensson Edevint

力の流れをイメージしたミニマルなデザインボトル

0302-0082

0302-0062

るイラストを展開し、人々の想像力をかき立てて笑顔にさせるデザインが特

リンダ・スヴェンソン・エデヴィント

0302-0055

ヨハンナ・ヘグヴェグ

0302-0061

0302-0063

スウェーデンのイラストレーター。生活雑貨、文房具、書籍、子ども用マカジ

" 湾曲 曲線 曲げ たわみ 捻り捻られ、うらおもて "、

Johanna Högväg

フィーラン

0302-0058
0302-0084

Johanna Örn

ヨハンナ・エーン

Raspberry cloudberry
0302-0087 Linnea

0302-0070

Bukett

スウェーデンのグラフィックデザイナー。北欧らしいモチーフをかわいい色

スウェーデンのテキスタイルデザイナー。窓辺の景色をスクリーン上に表現

使いのパターンに仕上げるのが得意。カラフルでヴィヴィッドな色と大人

した
「ウィンドウスクリーン」がカーテンの代用品として北欧で大ヒット。窓

かわいいテイストは、特に女性に人気が高い。オリジナルブランド Floryd

辺の花や草花や落ち葉など身近にある自然をモチーフにしたシンプルなパ

では、
ブルーベリー、
リンゴンベリー、
クラウドベリーなど北欧らしいモチー

ターンをマイルドな色で表現。紗を入れて質感を軽くするなど、ひと工夫の

然、花、葉からインスピレーションを受けた抽象的なパターンが得意。
どこ

フをアレンジしたテーブルウェア、トレイ、ブランケット、セーター、マフラー

あるデザインが特徴。
日本に何度か訪問した経験があり、和を連想させる抽

となく親しみやすいパターンが、多くの日本人クライアントを魅了している。

なども展開している。

象的なパターンも手がける。

がける。色使いはシンプル & マイルドで、甘過ぎないパステル調がメイン。自

NEW

NEW

0302-0049 4571214975515

0302-0050 4571214975522

Dandelions

タンポポ

野原や道ばたなど、いたるところで目にするタン
ポポがモチーフです。真っ黄色にあたりを照らす
姿が、まるで太陽のようです。

0302-0051 4571214975539

Red berries

レッドベリー

北欧の森には、レッドベリー、レッドカラント、ク
ランベリーなど、いろいろな種類のベリーが実り
ます。森に実るベリーを描いています。

0302-0055 4571214975577

©Fyran

NEW

アップル

長 靴 下のピッピの物 語に登 場するような遊び
心のあるカラフルなリンゴをイメージしました。

©My Floryd Welin

NEW

Happy apples

©Linda Svensson Edevint

NEW

リンゴンベリー

©Anna Lindsten

Lingonberries

スウェーデンの森でルビーのように輝くリンゴ
ンベリー。たくさん摘んでジャムを作ります。

©Anna Lindsten

©My Floryd Welin

0302-0084 4571214975775

©Anna Lindsten

©Fyran

0302-0083 4571214975768

©Fyran

0302-0082 4571214975751

総柄のデザインを中心に取り揃えたスカンジナビアン・パターン・コレクションシリーズは軽くてコンパクト！かばんに入れても邪魔にならず持ち歩きがらくちん。

NEW

Raspberry cloudberry

ベリー

秋になるとスウェーデンの森にたくさん実るラ
ズベリーとクラウドベリーがモチーフです。

0302-0058 4571214975607

Mormorsruta

クロシェット

祖母の格子という編み模様の名称で、孫のため
に時間をかけて温かい毛布を編んでくれた祖母
への感謝の気持ちです。

0302-0060 4571214975621

お 散 歩 や 就 寝 時 の「ちょい 飲 み 」対 応 のミニボトルと、
ベーシックで 使 いやすいスクリューボトルが

Linnea

リネア

※食器洗浄機の使用不可。

KEEP SPC ステンレスミニボトル 150ml ¥1,800＋税
｜本体サイズ｜φ 50× H120mm、84g ｜容量｜150ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ・氷留め：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム
※食器洗浄機の使用不可。
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Flinga

スノーフレーク

広い大地に立つ納屋がモチーフで、ひとつひと
つが家の形をしています。それを太陽のように、
または雪の結晶のように並べてみました。

0302-0061 4571214975638

©Fyran

KEEP SPC ステンレスマグボトル 350ml ¥2,800＋税
｜本体サイズ｜φ 65× H188mm、196g ｜容量｜350ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ・氷留め：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

©Fyran

北欧の深い森にひっそりと咲くリネアは、ピンク
の小さな花を下向きに咲かせています。リネア
はスウェーデンを代表する花で、スモーランド
地方の州花です。

Snowball

スノウボール

白くて冷たくてフワフワした雪でスノウボールや
雪だるまを作るのは、北欧の子どもたちの冬の楽
しみです。雪が降ると最高の遊び場となります。

0302-0062 4571214975645

KEEP SPC ワンプッシュマグボトル 300 ¥2,900＋税

Alfabet

アルファベット

まるで踊っているかのように、ページの上を舞う
アルファベット。言葉を作りだしてストーリーが
生まれます。

0302-0064 4571214975669

Drops

ドロップ

雨の露に光が当たると、いろいろな色に変化を
します。雨が実はカラフルであることを表してい
ます。

0302-0067 4571214975690

Garden walk

©Johanna Örn

スノーフレーク

広い大地に立つ納屋がモチーフで、ひとつひと
つが家の形をしています。それを太陽のように、
または雪の結晶のように並べてみました。

©Maria Bergström

Flinga

0302-0087 4571214975805

©Maria Bergström

クロシェット

祖母の格子という編み模様の名称で、孫のため
に時間をかけて温かい毛布を編んでくれた祖母
への感謝の気持ちです。

0302-0086 4571214975799

©Johanna Högväg

Mormorsruta

©Fyran

©Fyran

0302-0085 4571214975782

©My Floryd Welin

新たにラインナップに追 加されました。

ガーデン

夕方に花の咲くガーデンを歩くのが好きで、ベ
ンチに腰かけてはその様 子をスケッチします。
散歩で描いた花や鳥、蝶、
フルーツなどを集めて
みました。

0302-0069 4571214975713

Bukett

ブーケ

Bukett はスウェーデン語でブーケを意味しま
す。ガーデンから草花や花を摘んで、ダイニング
テーブルに飾るのが好きです。

0302-0070 4571214975720

｜本体サイズ｜φ 60× H195mm、180g ｜容量｜300ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
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1500年 以 上 前 から漆の技
術 が 継 承され ている越 前
の 地 で、1793 年 に 創 業し
た老 舗の漆 工 房。 伝 統 工
芸品である「越前漆器」の
技術を継承しながら、現代

mini bottle 150ml

one push bottle 300ml

foodjar 280ml

foodjar 380ml

の生 活に寄り添ったモダン
なラインも製造しています。

NEW

手 に 持 った 瞬 間 に 伝 わる 本 物 の 質 感
漆の抗菌効果について

贅 沢 に 本 漆 を 使 っ た 刷 毛 目 模 様 が ステンレス の 表 情 を 柔 ら か くみ せ てくれ る 特 別 な コ ラ ボ レ ー シ ョン ボ トル 。
塗 りは 、1 7 9 3 年 創 業 の 老 舗 の 漆 工 房
「 漆 琳 堂 」に よ る 仕 事 で す。
ワン ランク上 の 上 質 な ボ トル を 是 非 お 手 元 に ど う ぞ 。

NEW

漆琳堂 × KEEP URUSHI ミニボトル 150ml ¥ 3,000＋税

大腸菌、MRSA、サルモネラ菌などを漆の塗膜
に付 着させ、経 過を測 定したところ 4時 間 後に
半 減、24時 間 後には０になるという事が分かっ
ています。
新 型コロナウィルスへの効 果は検 証されていま
せんが、目に見えないものへの不 安を少しでも
軽減し安心してお使い頂ければと思います。

｜本体サイズ｜φ 50×H120mm、84g ｜容量｜150ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ・氷留め：ポリプ
ロピレン、パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
白 0302-0073

4571214988232

朱 0302-0074 4571214988249

藍 0302-0075 4571214988256

NEW

｜本体サイズ｜φ 60×H195mm、180g ｜容量｜300ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ：ポリプロピレン、
パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
白 0302-0088 4571214988294

朱 0302-0089 4571214988300

藍 0302-0090 4571214988317

NEW

漆琳堂 × KEEP URUSHI フードジャー 280 ml

¥ 4,800＋税

｜本体サイズ｜φ 91×H107mm、235g ｜容量｜280ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ：アルミ、飲みくち：
ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
白 0302-0076 4571214988263

漆琳堂 × KEEP URUSHI ワンプッシュボトル 300 ml ¥ 4,500＋税

朱 0302-0077 4571214988270

藍 0302-0078 4571214988287

漆琳堂 × KEEP URUSHI フードジャー 380 ml

¥ 5,000＋税

｜本体サイズ｜φ 91×H128mm、264g ｜容量｜380ml ｜素材｜本体：ステンレス鋼、フタ：アルミ、飲みくち：
ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
白 0302-0091 4571214988324

朱 0302-0092 4571214988331

藍 0302-0093 4571214988348
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おもては安眠用、
うらは発熱時用。
可愛くて、使いやすさも抜群の『 GEL-COOまシリーズ』

用途に合わせて使い分けられる２WAY タイプ。

は、ランチボックスを豊富なバリエーションでラインナップ。お気に入りの 1 個がきっと見つかるはずです。

うらには目を覚ました
く〜まがいるよ

蓋の内部に保冷剤が入っており、使用する前の晩に
蓋を冷凍庫に入れておけば、次の日のお昼にシャキ
シャキひんやりサラダを食べることができます。
オス

メス

0201-0001 4571214973085

0201-0002 4571214973092

GEL-COO ま オス・メス 各 ¥1,200 ＋税
｜本体サイズ｜ W110×D94×H55mm、約 220ml、133g

｜素材｜本体・留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保

冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム

オス

0201-0025 4571214973580

GEL-COO ま ひんやりサラダケース ¥2,200 ＋税
｜本体サイズ｜φ120×H79mm、約 400ml、240g

じぇるく〜まくら オス・メス 各 ¥1,800 ＋税

｜素材｜本体・水切りすのこ：飽和ポリエステル樹脂
（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂

（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）
、
パッキン：シリコーンゴム ※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。

※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

メス 0201-0010 4571214975195

0201-0009 4571214975188

｜本体サイズ｜ W258×D170×H23mm、535g

｜素材｜外装：ポリエチレン、内容物：水・高吸水性ポリマー多価アル

コール

オスはカッチリ固まるハードタイプ。

メスは冷えてもやわらかソフトタイプ。

ホッキョクグマを守りたい。
その想いから『 GEL-COOま 』は誕 生しました。
北海道札幌市にある札幌円山動物園は、市民の憩いの場であるとともに絶滅が危惧されているホッキョクグマの繁殖、
育成に成功した数少ない動物園のひとつです。私たちは、種の保存と環境育成に力を注いで様々な取り組みを行なって
いる札幌円山動物園を応援したいとの想いから、『 GEL-COO ま』の売上の一部をホッキョクグマのエサ代として、札

ボス

ツインズ

0201-0003 4571214973108

0201-0004 4571214973504

GEL-COO ま ボス ¥2,000 ＋税
｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、約 400ml、
202g

｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリプロピレン

（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐
熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム

※本

体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

ファミリー

GEL-COO ま ツインズ ¥2,200 ＋税
｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、
約 500ml、
260g

｜素材｜

本体・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：
ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性

0201-0005 4571214973511

GEL-COO ま ファミリー ¥3,800 ＋税

オス

ファミリー 2 段
0201-0006 4571214973528

0202-0024

GEL-COO ま ファミリー２段 ¥5,900 ＋税

｜本体サイズ｜〈ファミリー〉W178×D178×H60mm、約 1100ml、550g〈ファミリー2 段〉W178×D178×H120mm、約 1100ml×2、1100g

｜素材｜

4571214976390

メス
0201-0023 4571214976383

ぽけっとく〜ま オス・メス 各 ¥280 ＋税
｜本体サイズ｜オス：W125×D75×H9mm、
80g、メス：W120×D80×H9mm、
80g

エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レーヨン・ポリ

本体：ABS 樹脂
（耐熱 120℃、
耐冷 -20℃）
、
仕切り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、
耐冷 -20℃）
、
保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、
耐冷 -20℃）
、
中ブタ：SEBS 樹

｜素材｜外装：ナイロン・ポリエチレン、
オス内容物：水・高吸水性ポリマー、
メス内容物：水・高吸水性ポリマー・多価アル

エステル・ラバー ※本体・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

脂熱可塑性エラストマー
（耐熱120℃、
耐冷-60℃）
、
ゴムバンド：
レーヨン・ポリエステル・ラバー、
２段専用ラバーバンド：ラバー ※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。

コール

幌円山動物園に寄贈させて頂いております。そして、『 GEL-COOま』を通じ、手に取ってもらう方々にホッキョクグマた

ちをもっと身近に大切に感じてもらいたいという思いが込められています。
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デザイナーのカミーラ・ルンドステンが2009 年に設立した
スウェーデンの注目ライフスタイルブランドの
「Littlephant（リトルファント）」。
カミーラ自身が出版した絵本の「リトルファント」に出てくる

GEL- COOL dome S ¥1,500 ＋税
｜ 本 体サイズ｜ W115×D92×H68mm、130g ｜ 容 量 ｜
約 300ml ｜素材｜本体・留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、
耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）
、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の
使用可。

キャラクターをフューチャーした商品は、

イエロー

ライトブルー

ホワイト

1401-0004 4571214985750

1401-0005 4571214985767

1401-0006 4571214985774

どれも可愛く思わず手に取ってしまいそうです。

GEL- COOL square L ¥2,100 ＋税
｜ 本 体サイズ｜ W150×D94×H60mm、202g ｜ 容 量 ｜
約 400ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱
140℃、耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、耐冷
-20℃）
、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切りのみ電子レ
ンジ、食器洗浄機の使用可。

イエロー

ライトブルー

ホワイト

1401-0007 4571214985781

1401-0008 4571214985798

1401-0009 4571214985804

GEL- COOL square SG ¥2,300 ＋税
Camilla Lundsten（カミーラ・ルンドステン）
1972 年生まれ。スウェーデン在住のアー
ティスト。ストックホルムを拠点にグラフィッ
クデザインをはじめ、インテリアデザイン、プ
ロダクトデザイン、イラストレーションなど、幅
広い 分 野で活 躍。 2015 年、雑 誌「Elle
Decor」のテキスタイル部門でデザイナー
オブ・ザ・イヤーを受賞。

｜ 本 体サイズ｜ W178×D87×H60mm、260g ｜ 容 量 ｜
約 500ml ｜素材｜本体・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、
耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）
、
中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷
-60℃）
、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー ※本体・仕切
りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

イエロー

ライトブルー

ホワイト

1401-0010 4571214985811

1401-0011 4571214985828

1401-0012 4571214985835
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底にスノコがついていて、野菜の余分な水分が落ちるため、
シャキシャキした状態で食べていただくことができます。

蓋が保冷剤になるので、夏場はもちろん通年安心してお使いいただくことができるランチボックスです。サイズも3 種類ご用意しました。

GEL-COOL dome S ¥1,500 ＋税
｜本体サイズ｜ W115×D92×H68mm、130g
｜容量｜約 300ml ｜素材｜本体・留め具：ポリプロピ
レン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂
cherry pink
1701-0010 4571214988669

mango yellow

gorgonzola blue

1701-0011 4571214988676

1701-0012 4571214988683

（ 耐 熱 60℃、耐 冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム
※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

macaroon pink × olive green
1701-0001

4571214988577

mango yellow × asparagus green
1701-0002

4571214988584

gorgonzola blue × cherry pink
1701-0003

4571214988591

GEL- COOL round ¥2,400 ＋税
｜本体サイズ｜φ120×H79mm、240g ｜容量｜
（耐
約 400ml ｜素材｜本体：飽和ポリエステル樹脂
熱 60℃、耐冷 -20℃）
、水切りすのこ：ポリプロピレ
ン
（ 耐 熱 60℃、耐 冷 -20℃）
、保 冷ブタ：ABS 樹 脂
（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）
、パッキン：シリコーンゴム
※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。

GEL-COOL dome M ¥2,500 ＋税
｜本体サイズ｜ W193×D92×H68mm、230g
｜容量｜約 600ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリ
プロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS
樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム
※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

macaroon pink × olive green
1701-0004

4571214988607

mango yellow × asparagus green
1701-0005

4571214988614

gorgonzola blue × cherry pink
1701-0006

4571214988621

海外のたまごケースをモチーフにしたデリボックスは、
蓋が盛り上がっているので、サンドイッチを入れるのにピッタリです。

GEL-COOL dome L ¥2,800 ＋税
｜本体サイズ｜ W227×D108×H68mm、300g
｜容量｜約 900ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリ
プロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS
樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコンーゴム
※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

macaroon pink × olive green

mango yellow × asparagus green

gorgonzola blue × cherry pink

1701-0013 4571214988690

1701-0014 4571214988706

1701-0015 4571214988713

macaroon pink × olive green
1701-0007

4571214988638

mango yellow × asparagus green
1701-0008

4571214988645

gorgonzola blue × cherry pink
1701-0009

4571214988652

deli lunchbox ¥1,800 ＋税

「MOCOMICHI HAYAMI」の商品は、速水もこみちが普段から使っているブランドや、

｜本体サイズ｜ W166×D125×H73mm、170g

機能に惚れ込んだアイテムをセレクトしたものばかり。

｜容量｜ 490ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポ

“Your Kitchen Partner” Everyday, for years to come. That’s why you want

リプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、
フタ：ABS

something stylish, high quality, and easy to use. MOCOMICHI HAYAMI by GEL-COOL.

保冷剤と蓋が一体化した「GEL-COOL」との初のコラボレーションは、
「マカロンをイメージした」というかわいいカラーリングが特徴です。
全ての商品に、速水もこみちのミニレシピブックが入っています。
40

樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーン
ゴム

※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機

Designed by culinary enthusiasts so you can feel the joy of cooking.

の使用可。
※本製品のフタに保冷機能はございません。
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なりゆきサーカスは、関西在住のプロのイラストレーター6 人で構成された
クリエイティブユニットです。
「レジャー」をテーマに、各イラストレーターの描き下ろし作品をお弁当箱にいたしました。

パレード

1501-0007 4571214988478

ダイビング

1501-0008 4571214988485

キャンプ

1501-0009 4571214988492

クッキング

1501-0010 4571214988508

ドライブ

1501-0011 4571214988515

シング

1501-0012 4571214988522

どれも一筋縄ではいかない、ストーリー性溢れる楽しい作品になっています。
こだわりの商品を探している方に是非オススメの商品です。

トヨクラタケル

GEL - COOL dome M ¥2,600 ＋税
｜本体サイズ｜ W193×D92×H68mm、
230g ｜容量｜約 600ml ｜素材｜本体・留め具・仕切り
：ポリプロピレン
（耐
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タケウマ

1978 年大阪生まれ。2003 年大

サタケシュンスケ

中川貴雄

生駒さちこ

1981年大阪府吹田生まれ京都市

阪総合デザイン専門学校卒業。在

1981年大阪府枚方市生まれ。兵

1979年 和歌山に生まれる。

セツ・モードセミナー卒、神戸在住。

在住。2004 年大学卒業後フリー

学中にフェルトと紙を使ったイラスト

庫県神戸市在住。広告制作会社

2004年大阪デザイナー専門学校

ノダマキコ

広告、挿画、雑誌などでお仕事させ

のイラストレーターに。海外の雑誌、

レーションを中心に活動を始める。

勤務のグラフィックデザイナーを経

イラストレーション学科卒業。2004

兵庫県神戸生まれ。主に、企業広

ていただいています。水彩絵具を
使った空気感のある絵が得意。鉛

広告媒体で仕事をすることが多い。

自著に
「フェルトでつくるイラスト練習

て2007 年に独立、以後フリーラン

年より関西、関東、海外へと活動の

告、雑誌、書籍などのイラストワーク

熱 140℃、
耐冷 -20℃）
、
保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、
耐冷 -20℃）
、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切り

趣味は野球観戦。だいたいいつも

帖」
（誠分堂新光社）
がある。国内、

スのイラストレーターとして活動を続

場を広げながら、
展覧会やアートイベ

で活動中。動きのある線で描くイラ

筆によるドローイングにも力をいれて

のみ電子レンジ、
食器洗浄機の使用可。

スケッチしてます。

海外で個展、
グループ展多数開催。

けています。

ントなど精力的に活動中。

ストmapが得意。

います。

Brand site
Official site
facebook
Instagram
twitter

http://brand.gel-cool.jp
www.miyoshi-ss.com
www.facebook.com/gelcool.jp
www.instagram.com/gelcool.jp
https://twitter.com/gelcool_jp

東京営業所 〒150 - 0021
東京都渋谷区恵比寿西 1- 33 -15 EN 代官山ビル11F
TEL 03 - 6416 - 4500 FAX 03 - 6416-4501
大阪営業所 〒541- 0059
大阪府大阪市中央区博労町 4 - 6 -17 第三丸米ビル2F
TEL 06 - 6227- 8361 FAX 06 - 6227- 8362
札幌営業所 〒060 - 0042
北海道札幌市白石区東札幌 4 条 6 - 4 -12 メモリアルハイツ８８
TEL 011- 776 -7727 FAX 011- 776 - 7746
パーツ・消耗品のご購入について
パッキンやフタなどはご使用にともなって傷んできたり、内容物のにおい
が付着する場合がありますので、定期的な交換をおすすめします。汚れ
が目立ってきたり、ゆるくなったり、においが気になってきましたら、商品
お買い上げの販売店または右記 QR コードまたはホームページよりお
買い求めの上、交換してください。

http://gel-cool.jp

※消費税法により製品には消費税率がかかります。 ※ カタログの内容については販売店または当社
にお問い合わせください。 ※製品のデザイン、価格については、変更となる場合があります。 ※製品
の色はカタログと若干異なる場合があります。 ※製品のサイズ表記はおおよそとなります。 ※無断
転載を禁じます。※表紙、
裏表紙の画像はイメージとなり、
実際とは異なります。2021年2月作成

