
名古屋

5F
ANNEX

10F
バッグ・
トラベル・
アウトドア

トラベル 財布・小物

アウトドア 腕時計

400ルーメンもの
明るさで、
ズーム機能付き。
ズームLEDライト
（直径3.8×長さ13.3㎝、テスト用

単4電池×3本付） 1,580円＋税 

最大250ルーメン、
最長照射距離80m。
エナジャイザー
ヘッドライト（4モード切替、
テスト用単4電池×3本付） 

1,800円＋税 
ナシカ 7～21倍ズーム
双眼鏡（幅10.7×奥9.1×
高4.4㎝） 3,580円＋税 

履き心地と
歩きやすさを追求した
サンダルを特別価格で。
リゲッタカヌー各種
各3,990円＋税 

人気の色柄や
通気性のいい
軽量上下セットなどを
豊富に揃えました。
レインウエア各種
①婦人レインポンチョ 各2,000円＋税 
②軽量・透湿レインコート各種 各2,980円＋税 

婦人傘各種 
1,000円＋税 より

吸収素材を使用、濡れた
状態での収納にも便利。
折傘ケース各種 
800円＋税 より

80cmの長傘、軽量タイプ、
晴雨兼用など豊富に展開。
紳士傘各種 
990円＋税 より

有名ブランド傘を
特別価格で
ご提供します。
ブランド傘セール
1,000円＋税 より

日傘各種
990円＋税 より

ナイロンベルト
のカジュアル
ウォッチなどを
多数ご用意。
タイメックス各種
4,800円＋税 より

電池交換不要な
ソーラー式腕時計。
アルバ
ソーラーウォッチ
4,600円＋税 より

スイス国鉄の
時計に採用
される見やすい
デザイン。
モンディーン各種 
12,800円＋税 より

色使いや細部の
マークが特徴的。
トミーヒルフィガー各種 
9,800円＋税 より

様 な々デザインを揃えました。
ファッションウォッチ各種
各1,000円＋税 

色・柄・サイズを豊富に揃えました。
替えベルト各種
500円＋税 より

ソーラー

パスケースや財布、
小銭入れ等を豊富に
取り揃えました。
財布・小物各種 
500円＋税 より

キャリーケースの
伸縮バーにセットアップできます。
折りたたみバッグ各種 980円＋税 より

旅行を
サポート
してくれる
快適グッズです。
トラベル
小物各種 
300円＋税 より

100席未満の
飛行機内への持ち込み、
小さなコインロッカーにも
対応のジップ式キャリー。
ロッカーサイズキャリー
（幅34.5×奥20×高44㎝、
重量：2.2kg、容量：22ℓ、

全3色） 各5,900円＋税 

TSA LOCK

普段使いや短期の
国内旅行にも便利な小型ソフトキャリー。
カジュアルソフトキャリー各種 
3,980円＋税 より

がっちりとしたフレーム構造に
静音キャスターを搭載。
全型専用カバー付き。
軽量ソフトキャリー
①横型27ℓ
（幅40×奥25×高47㎝、
重量：3.3kg） 

6,800円＋税
②40～45ℓ
（幅39×奥27×高59㎝、
重量：約3.9kg）

 7,800円＋税
③61～69ℓ
（幅45×奥30×高70㎝、

重量：約4.5kg） 8,800円＋税片面は傷が目立ちにくい素材、
コーナー付きで丈夫なジップ式。
コンビネーションキャリー（全4色）
①31ℓ（幅36×奥23×高54㎝、重量：約2.8kg） 各5,900円＋税
②45ℓ（幅42×奥25×高64㎝、重量：約3.4kg） 各6,500円＋税

TSA LOCKキャスター部分の耐衝撃構造
により凹凸路面の走行も安定。
サスペンションキャリー
（幅52×奥28×高77㎝、
重量：4.5kg、容量：91ℓ、全3色） 

各15,500円＋税 

TSA LOCK

ストリーク
フレームタイプ
①75ℓ（幅47×奥30×高67㎝、
重量：4.6kg、全5色） 

各12,000円＋税
②100ℓ（幅50.5×奥33.5×
高73㎝、重量：5.3kg、全4色）

 13,000円＋税

TSA LOCK

大型ダブル
キャスターにより走行も
スムーズ。小型から大型まで展開。
ストリークジップタイプ（全5色）
①38.5ℓ（幅37×奥24.5×高53.5㎝、
重量：約2.9kg） 7,800円＋税
②60ℓ（幅45.5×奥28×高61.5㎝、
重量：約3.7kg） 8,800円＋税

TSA LOCK

軽くて丈夫な素材を
使用。LCC機内持ち込みサイズ。
軽量ジップキャリー（全6色）
（幅36×奥23×高56㎝、重量：2.9kg、

容量：37ℓ） 各4,980円＋税 

TSA LOCK

機内持ち込みサイズは約2.3kg、
大型も約3.6kgと軽量。
ゼログラジッパーキャリー
①40ℓ（幅40×奥25×高50㎝、
黒・赤） 各9,800円＋税 
②104ℓ（幅52×奥33×
高72㎝、青）

 14,000円＋税

TSA LOCK

〈使用例〉

〈収納時〉

レザーバッグ各種
メーカー希望小売価格より 50%OFF

ビジネスからカジュアルまで
デザイン豊富に取り揃えました。
革ベルト各種
1,000円＋税 より

手持ち、肩掛けもできる
3ウェイタイプから、オン・オフ両用
デザインのリュックタイプまで取り揃えました。
背負えるビジネスバッグ各種 4,980円＋税 より

エース社製ビジネスバッグ各種
3,980円＋税 より

サムソナイト各種
メーカー希望
小売価格より 30～40%OFF

使い方は5通り。
たすきやおんぶ
紐を参考にした
紐の掛け方で重さを分散。
コアルー各種 
メーカー希望小売価格より 50%OFF

〈使用例〉

エース社製婦人バッグ各種
2,900円＋税 より

イタリア人
デザイナーが蚊帳の
再生素材でつくるバッグ。
スマテリア各種 1,500円＋税 より

バービー各種
1,980円＋税 より

ビアンキ各種
2,980円＋税 より

鞄の産地として知られる
「兵庫県豊岡市」の高い
縫製技術でつくられたバッグ。
豊岡製バッグ各種 2,980円＋税 より

別名ドクターズ
バッグとも言われる口枠式。
ダレスバッグ各種 
メーカー希望小売価格より 50%OFF

アウトドアプロダクツ各種
1,980円＋税 より

人気スポーツブランドバッグ各種 
1,280円＋税 より

ビクトリノックス各種
メーカー希望小売価格より 30～50%OFF

紳士カジュアルバッグ各種
2,000円＋税 より

オティアス各種
2,500円＋税 より

ドイター各種
特別提供価格

コールマン各種
780円＋税 より

モーブス各種
1,280円＋税 より

マキャベリック各種
メーカー希望小売価格より 50%OFF

ジーンズブランド
バッグ各種 980円＋税 より

容 量
サイズ選びの目安

泊 数
20～30ℓ 1～2泊用
30～40ℓ 2～3泊用
40～55ℓ 3～5泊用
55～75ℓ 5～7泊用
75～85ℓ 1週間～10日
85ℓ以上 10日以上

※②③は拡張機能付きです。

※最大200ルーメンのタイプ
1,550円＋税もございます。

傘・雨具

TSA LOCK

10%OFF
※メッセ特別提供品・一部商品を除く。

全
品

店頭表示価格より

クロノグラフ
付きなどデザイン
豊富にご用意。
逆輸入SEIKO各種 9,800円＋税 より

電池不要の
自動巻き
海外モデル。
セイコーファイブ 
8,800円＋税 より 

自動巻き

全 品バッグ ※メッセ特別提供品・男の書斎・一部商品を除く。
ハンズクラブ
ポイント10倍！

※トラベラー（白）
2,600円＋税もございます。

小型で日常生活に役立つ
7種類のツールを搭載。
ビクトリノックス クラシック
各1,200円＋税 

アウトドアやスポーツ観戦、お出かけに。
軽量でコンパクトなサイズを多数ご用意。
折りたたみチェア各種
950円＋税 より

雨の日が
楽しくなる
レイングッズブランドです。
KiU
①レインウエア各種
各3,500円＋税 
②折りたたみ傘各種
各1,500円＋税 

キャスター
ストッパーが付いたケース。
サイズ、機能を豊富に展開。
ジップタイプストッパー付き
スーツケース各種（全6色）
①フロントオープン35ℓ（幅35.5×奥24.5×高54㎝、重量：約3.1kg） 12,900円＋税
②フロントドア35ℓ（幅35.5×奥25×高54㎝、重量：約2.8kg） 12,900円＋税
③36ℓ（幅35.5×奥24.5×高54㎝、重量：約2.7kg） 各9,900円＋税 　
④57ℓ（幅44×奥26.5×高66㎝、重量：約3.5kg） 10,900円＋税 　
⑤フロントオープン57ℓ（幅44×奥26.5×高66㎝、重量：3.8kg） 14,900円＋税
フレームタイプ
⑥68ℓ（幅47×奥28×高69.5㎝、重量：約4.8kg） 14,900円＋税
⑦91ℓ（幅52.5×奥29.5×高74.5㎝、重量：約5.2kg） 15,900円＋税

有名トラベルメーカーと共同開発した
東急ハンズオリジナルバッグ。
有名トラベルメーカー バッグ各種
1,100円＋税 より

トップオープン
タイプ。拡張
機能付き。
クロノ（全4色）
①36.5～44ℓ
（幅37.5×奥24～28.5×
高53.5㎝、重量：3.4kg）

各10,500円＋税
②60～70ℓ
（幅45.5×奥28～32.5×
高61.5㎝、重量：4.3kg）

各11,500円＋税

ムスタッシュ バッグ各種
1,280円＋税 より

〈背面〉

〈拡張時〉

TSA LOCK
①②③のみ機内持込可

※90ℓ 11,900円+税
もございます。

TSA LOCK
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