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アクティブな大人のライフスタイルを編集する「MILESTO UTILITY」シリーズより
ウォッシャブル仕様のトラベルグッズが7月下旬 新発売！
インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う株式会社 イデアインターナショナル（本社：東京都港区、代表：森 正人）は、
“毎日を旅するように暮らしたい”大人へ向けたトラベルブランド
「MILESTO（ミレスト）
」の「MILESTO UTILITY（ミレストユーティリティ）」シリーズより
高機能かつ、素材とディテールにこだわったトラベルアイテムを2016年7月下旬に発売致しました。

MILESTO UTILITY（ミレストユーティリティ）
active × basic
アクティブな大人のライフスタイルを編集
ビジネスユースとしての機能を加え、素材とディテールにこだわったシリーズ

2016AW NEW “WASHABLE SERIES”

color：

1. 伸縮性に優れているためフィットしやすく、肌触りの良いスパンデックス素材を採用。旅行中のリラックスタイムをサポートします。
2. ウォッシャブル仕様なので、旅先や移動中に汚れてしまっても、洗って繰り返し衛生的にお使いいただけます。
3. ラゲッジカバーはポケッタブルに、小物は収納ポーチが付属しており、
コンパクトに持ち運びが可能です。

▷ WASHABLE SERIES ITEM LINEUP
旅先のリラックスタイムに寄り添うマルチピロー

旅の疲れを癒す上質素材のアイマスク

旅の移動時間はもちろん、旅先でのリラックスタイムにマルチに活躍する洗えるネックピロー。
広げてブランケット、スナップ使いで腰に巻いたりボレロにしたり便利な3way仕様。

ウォッシャブル仕様で衛生的に使えるアイマスク。
肌触りの良い上質な生地が旅先のリラックスタイムをサポート。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。
POINT

HOW TO USE

鼻にフィットし光が入りにくい仕様

ネックピローとして

商品名 ：洗える3WAY
価

ネックピロー

ブランケットとして

上質なスパンデックス素材

商品名 ：洗えるアイマスク

格 ：￥3,800（税抜）

価

格 ：￥1,300（税抜）

カラー ：オレンジ、ライトグリーン、ネイビー、迷彩

カラー ：オレンジ、ライトグリーン、ネイビー、迷彩

サイズ ：ネックピロー時：W580×H190×D60[mm]、
ブランケット時：W1160×H590×D5[mm]
重 量 ：420g

サイズ ：アイマスク：W205×H85[mm]、巾着：W120×H140[mm]

材

質 ：本体：ポリエステル95％、ポリウレタン5％ / 中綿：ポリエステル

肩にかけてボレロ風に

重

量 ：30g

材

質 ：アイマスク、付属巾着：ポリエステル、ポリウレタン

縫製製品の為、サイズはおおよその値となります。商品ごとに柄の見え方が異なります。
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持ち運びに便利な収納ポーチ
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衛生的に使える、ウォッシャブルスリッパ

大切なキャリーケースを傷や汚れから守るラゲッジカバー

飛行機内や旅先で汚れても、洗って繰り返し使える軽やかで優しい履き心地のトラベルスリッパ。
持ち運びに便利な収納ポーチ付き。

「MILESTO UTILITY ハードキャリー キャビンサイズ/66サイズ」にそれぞれぴったりの、洗えるラゲッジカバー。
背面にはチケットやパスポートが収納できるポケット付き。
POINT

POINT

大切なキャリーをしっかりカバー

優しい履き心地

持ち運びに便利な収納ポーチ

折りたたんでコンパクトに

商品名 ：洗える携帯スリッパ

商品名 ：洗えるラゲッジカバー

価

価

格 ：￥1,500（税抜）

材

質 ：スリッパ本体：ポリエステル、ポリウレタン / 底面：ポリエステル
付属巾着：ポリエステル、ポリウレタン

格 ：￥3,600（税抜）/ ¥3,800（税抜）

サイズ ：S：収納時：W130×H200[mm]、使用時：W390×H460×D210[mm]
L：収納時：W150×H200[mm]、使用時：W460×H620×D280[mm]

サイズ ：約24cm（スリッパ：W100×H260[mm]、巾着：W140×H200[mm]）
量 ：80g

L

カラー ：オレンジ、ライトグリーン、ネイビー、迷彩

カラー ：オレンジ、ライトグリーン、ネイビー、迷彩
重

S / 洗えるラゲッジカバー

重

量 ：125g / 190g

材

質 ：ポリエステル、ポリウレタン

便利な背面ポケット

▷ さらに、旅を快適にしてくれるユーティリティアイテムが登場！
落ち着いたカラーがうれしい着圧オープントゥソックス

取扱説明書不要の変換アダプタ

機内や旅の移動中でも自然に使えるデザインの着圧ソックス。
かかとには吸放湿性に優れたシルク素材を使用し、履き心地もなめらか。

使用する国・地域に合わせてスライドさせるだけで該当のプラグに切り替わる海外用変換プラグアダプタ。
USB出力が2ポート搭載されているので、同時に2台の接続が可能。

8月下旬以降発売

POINT

POINT

旅先のリラックスタイムをサポート

スライドするだけで切替可能

USB出力2ポートを搭載

商品名 ：トラベルコンプレッションサポーター 着圧
価

格 ：￥2,800（税抜）

商品名 ：トラベル用変換プラグアダプタ
心地よい段階圧力設計

カラー ：ベージュ、グレー

価

格 ：￥3,600（税抜）

サイズ ：W61×H55×D50[mm]

サイズ ：オーバーニー/オープントゥタイプ、太ももまわり：24〜64cm、対応丈：53.5cm

重

着

圧 ：上から11hPa/12hPa/19hPa

材

質 ：本体：ポリカーボネート、ポーチ：ナイロン

材

質 ：ナイロン、綿、ポリウレタン、絹

機

能 ：USBポート：2個口、合計2,100mA
（2個同時使用の際は、それぞれ1,000ｍAずつとなります。）

量 ：105g
旅先で便利なコンパクトサイズ

*海外専用品のため日本国内での使用はできません。
*変圧器ではございません。

旅するように、暮らしたい。ミレストと。

TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL
TRAVEL

はじめて訪れる街 ビジネストリップ お気に入りのカフェへの道のり
旅は私たちを日常の中にいつも在る。
ON もOFF も、どんな瞬間も寄り添う
機能性と普遍的なデザインで、自分らしくいられる心地良さ
“Standard” “Relax” “Borderless”
こころ踊る、旅へ出よう。

SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP

MILESTO
MILESTO
MILESTO
MILESTO
MILESTO
MILESTO
MILESTO
MILESTO

成田国際空港
有楽町マルイ
Echika ﬁt 東京
渋谷ヒカリエ ShinQs
キラリナ京王吉祥寺
ルクア大阪
アミュプラザ博多
エスパル仙台

T.0476-32-8767
T.03-6269-9930
T.03-3201-1250
T.03-6434-1530
T.0422-26-5216
T.06-6151-1221
T.092-409-3684
T.022-253-6781
※2016年7月時点
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