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01. 02.C A R R Y  C A S E C A R R Y  C A S E

特許取得 / 日本製 / 静音性キャスターを使用。
優れた直進安定性、4 輪の動きが自由自在で
場所を選ばず流れるような走行が可能です。

ワンタッチでロックと解除が出来、
乗り物等で不意な動きも防いで
くれます。

アメリカ運輸保安局によって認可されているロック
システムです。アメリカの空港を利用する際には

チェックタイプキャリーケース 【Color variations】 【inside】

CARRY  CASE

大人なデザインで旅行はもちろんビジネスにも最適。
また、デザインはノート PC やタブレットなどを簡単に出し入れできるフロントポケット仕様を採用。
内側の生地のファスナーを開くことでメイン収納への直接アクセスも可能。
フロントポケットとセンターファスナーは1つの TSA ロックで施錠が可能で、安全性と利便性に優れる。

ビジネスタイプキャリーケース

高級感あふれるカラーバリエーション 内部はどちらもしきりを付けることにより、
開けたときに荷物が落ちる心配がありません。
中生地は可愛いオリジナルデザイン。

本体100％ポリカーボネートで生産しております。かわいらしいデザインで耐久性と機能性に優れたスーツケース。

【Carrybar】

S サイズ /3 段階

35 L約2.5 ㎏約

42 L約2.5 ㎏約

3.5 ㎏約

4.5 ㎏約

50 L約

81 L約

【Carrybar】

M サイズ /2 段階

【Carrybar】

Lサイズ /1 段階

日本製の日乃本ダブルキャスター タイヤブレーキ機能つき 安心のTSAロック

¥26,800



豊富なカラーバリエーション

くすみカラーキャリーケース29,600円(税別)

S約3.0kg　約35L
機内持込可能

・本体サイズ/H56×W35×D24cm （ワイド時約29）
・重さ/3kg ・キャパシティ/35L ・素材/ABS+ポリカ—ポネート

1.テラコッタ MZK104-S-TE 4573345750696
2.クラウディブルー MZK104-S-CB 4573345750702
3.ミストカーキ MZK104-S-MK 4573345750719
4.ディープチャコール MZK104-S-DC 4573345750726
5.サニーグレージュ MZK104-S-SG 45733457507335.サニーグレージュ MZK104-S-SG 4573345750733
6.サンセットピンク MZK104-S-SP 4573345750740
7.モーニングネイビー MZK104-S-MN 4573345750757
8.ミッドナイトブラック MZK104-S-MB 4573345750764

おしゃれなくすみカラーのキャリーケースが新登場♪

CARRY CASE　　　モバエールこだわりのキャリーケース



豊富なカラーバリエーション

くすみカラーキャリーケース 31600円(税別)

M約3.5kg　約60L

・本体サイズ/H67×W42×D28cm （ワイド時約31）
・重さ/3.5kg ・キャパシティ/60L ・素材/ABS+ポリカ—ポネート

1.テラコッタ MZK104-S-TE 4573345750711 
2.クラウディブルー MZK104-S-CB 4573345750788
3.ミストカーキ MZK104-S-MK 4573345750795
4.ディープチャコール MZK104-S-DC 4573345750801
5.サニーグレージュ MZK104-S-SG 45733457508185.サニーグレージュ MZK104-S-SG 4573345750818
6.サンセットピンク MZK104-S-SP 4573345750825
7.モーニングネイビー MZK104-S-MN 4573345750832
8.ミッドナイトブラック MZK104-S-MB 4573345750849

おしゃれなくすみカラーのキャリーケースが新登場♪

CARRY CASE　　　モバエールこだわりのキャリーケース



03. 04.C A R R Y  C A S E C A R R Y  C A S E

トランクタイプキャリーケース

CARRY  CASE

開閉が簡単なファスナータイプを採用。ABS ボディ+ 合成皮革で軽量化にも成功。
汚れにも強くお手入れ簡単。

トラベルポーチ

3WAY リュック＆キャリー
リュックとしても、キャリーケースとしても、また手持ちバッグとしてもご使用いただける便利な 3WAYタイプ。
普段使いから、小旅行・出張等などあらゆるシーンで使いやすいお洒落な 3wayリュック&キャリーです。

35 L約 2.5 ㎏約

【Color variations】【Color variations】

〔内側〕

【リュック】

【バッグ持ち】

〔サイドポケット〕

〔底〕

ノートパソコンなどが入る
ポケットつき
内側の生地はオリジナルプリント

【キャリー】

ボタンを押して
キャリーバーを
伸ばします

リュックベルトを取り出してご使用ください

背中部分のファスナーにリュックベルトが収納
取り出すとリュックになります

水筒や折りたたみ傘を
収納できます

アジャスター付きで汚れが
つきにくい仕様です

タイヤカバー付きなので
背中が汚れることなく
清潔に使用できます

持ち手つきだから片手で
バッグのようにも持てます

37 L約2.5 ㎏約

1.

キャリーバーを伸ばして
ご使用ください

豊富なカラーバリエーション豊富なカラーバリエーション

使わない時はこのメインケースに
他のポーチを全て収めることが出来るので
コンパクトに保管できます

キャリーケースに入れる衣類や小物を収納する便利なケースです。
素材は防水性のポリエステル100％使用。
汚れなども綺麗にふき取れます。

メッシュ素材なので中身の確認が出来て便利

開閉に便利なダブルファスナー

キャリーケースにキレイに収まります

衣類などを収納 シューズケース

下着やソックスなどを収納

【Color variations】

【inside】

1. 

豊富なカラーバリエーション

内部は片面はメッシュポケット。
もう片面はベルトで荷物をしっかりホールドします。
中生地はおしゃれなストライプ生地。

開閉が簡単なファスナータイプ キャリーバーはで 2段階調整可能です

4 輪走行だから動きが滑らかで
移動中のストレスはありません

アメリカ運輸保安局によって認可されているロック
システムです。アメリカの空港を利用する際には

安心のTSAロック
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05. 06.E M E R G E N C Y  G O O D S O E M / B A T T E R Y

2000mAh
30 コ生産の場合

防災セット付き 3WAY リュック＆キャリー ( 全 38 点）

防災時にも役立つ、缶ストーブ

モバイルバッテリー /MB

防災対策として使用していただけるリュック＆キャリーケースです。
1人用で 3日間過ごせる内容量となっております。

いざというの為に‥備えて安心防災グッズ

4000mAh
30 コ生産の場合
¥2,380

10000mAh
30 コ生産の場合
¥2,980

●スマホ使用時間の急増により充電切れが多発！
●軽くて薄く携帯しやすいモバイルバッテリーの需要は増えています
●もらって喜ばれるモバイルバッテリーを小ロットで！！

1個から
生産

①バッテリー容量と数量をお選びください。
②こちらよりテンプレートをメールで送信します。
テンプレートに貼り付け弊社の入稿専用メールへ送信して頂きます。
（データの作成は弊社でも可能でございます。）
③サンプルを１枚作成致します。
（1オーダーで1個です）（最大で 30 種類×1個のデザインが可能です）
④色校正校了後、最短１週間で納品可能です。（500 個まで）
⑤納品形態：ブリスターと台紙はご注文数量ごとにオリジナル対応も可能です。
※その他ご不明な点はお問い合わせください。

〔ご注文の手順〕
フルカラー
印刷

【セット内容：サイズ、容量】

【セット内容】

【電気やガスがなくても、これがあれば煮炊きできる】
枯れ枝、木炭、練炭など色々な燃料が使えて着火も簡単「マルチに使える 缶ストーブ」に。
いざという時に使えるアイテムをセットしました。

大容量の 2000mAh の便利なモバイルバッテリーの
軽量＆スリムタイプ。厚みはわずか7ｍｍです。

大容量の 4000mAh の便利なモバイルバッテリーの
軽量＆スリムタイプ。厚みはわずか 9.5ｍｍです。

●リュックとしても

【防災対策グッズ中身】
水 (500ml)：6 本 /白米：1袋 /ドライカレー：1袋 /チキンライス：1袋 / 五目ご飯：1袋 / 携帯わかめおにぎり：1袋 /
携帯鮭おにぎり：1袋 /プロテクトマスク：3袋 /モリヤヒートパック：3袋 /モリヤ袋 (M)：1袋 / 携帯ミニトイレ：2袋 /
USB 対応乾電池バッテリー：1個
【レジャー防災15点】非常持出袋：1枚 /レスキューシート：1枚 /レスキュー簡易寝袋：1枚 / 冷熱遮断アルミシート：1枚 /
ソーラー＆ダイナモLEDライト：1個 / 携帯用ミニトイレ：1袋 / 軍手：1セット/ロープ：1本 / 笛：1個 / 防災のしおり：1冊 /
非常用給水バック(3L)：1袋 / 防災用ウェットティッシュ(20 枚入 )：1個 / 絆創膏：5枚 / 綿棒：10 本 / 殺菌ジェル：1個

●バッグのようにも
持ち運べます

●キャリーとしても

〈フルカラー実施例〉

パッケージ

オープンプライス オープンプライス オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス オープンプライス



MOBAYELL BIKE  電動バイク モバエール

電動バイク モバエール　¥198，000円(税抜き)

タイプ2/BLACK GRAY 
JANコード:4573345750627

タイプ２/BLACK SilverWHITE
JANコード:4573345750634

※現在タイプ1の製造は行っておりません。
※自転車ではなく原動付自転車となります。

重量：28.5㎏ 容量：20インチ 材質：アルミ合金
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