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“loop＝輪”が紡ぐ、旅の愉しみ
2016年9月中旬「andloop」シリーズDEBUT！
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）
」より
ベーシックな雰囲気にヌメ革のループをポイントに施した「andloop（アンドループ）」シリーズを2016年9月中旬発売致します。

andloop（アンドループ）
natural × comfort
ベーシックな雰囲気にヌメ革のループをポイントに施した
シーンに合わせて、日常に心地良く寄り添うシリーズ
《 NEW SERIES 》andloop（アンドループ）
「MILEST O」の刻印を施したヌメ革のループが印象 的な「andloop」シリーズ。
旅先でふれあう人と人、そこから生まれる繋がりを愉しんでもらいたいという気 持ちを“ l o o p ＝ 輪”にこめて。

POINT 1

POINT 2

POINT 3

ざっくりとした生地と、同系色で施した

ロゴ が 刻 印され たヌメ革 の ループが

表地のコーティング部分と内側部分には

表面のコーティング部分の異素材感が

ナチュラルな印象。

撥水の特殊加工を施しているため汚れ

デザインのアクセントに。

女性らしいゴールドの金具がカジュアル

もつきにくく、日常のあらゆるシーンで

バッグ類はストラップを付け替える事で、

な 中 にも大 人っぽさをプラスします。

持ち方のバリエーションが広がります。

活躍します。(※ロールポーチ、セイフティ
ウォレットは表地コーティング部分のみ)

▷ ITEM LINEUP
大人カジュアルに持てる2WAYデイパック

収納力と持ちやすさがうれしいビッグトート

荷物の出し入れに便利なサイドファスナー付きポケットを配置したデイパック。
ショルダーベルトを調節して、デイパックとトートの2WAYで愉しめる。

たっぷり大容量サイズのトートバッグは、トートとスリングの2WAY仕様。
サイドには荷物の出し入れに便利なファスナーポケット付き。

POINT

POINT

デイパックで軽快に

ストラップを絞って
スリングバッグに

デイパックで軽快に

商品名 ：デイパック
価

商品名 ：ビッグトートバッグ

トートとして

格 ：￥5,000（税抜）

価

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）
サイズ ：W345×H395[mm]
材

格 ：￥6,500（税抜）

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）
サイズ ：W565×H395×D100[mm]

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

材

【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

縫製製品の為、サイズはおおよその値となります。撥水加工は防水加工とは異なるため、長時間の雨水では水が染みこむ場合がございます。

■ 掲載クレジット

■ 会社概要
会社名
設立年月日
本社住所
事業内容
証券銘柄コード
URL
公式Facebook

株式会社イデアインターナショナル 代表取締役：森 正人
（RIZAPグループ株式会社 グループ）
1995年（平成7年）11月30日
〒108-0014 東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル３階
人々の暮らしを豊かにするためのライフスタイルカンパニー
1. 製造卸売事業 / 2. 小売事業
3140（東京証券取引所 JASDAQ）
idea-in.com
www.facebook.com/IDEA.INTERNATIONAL

たっぷり入るサイズ感のトート

【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

MILESTO(ミレスト)／イデアインターナショナル
URL：http://milesto.jp
Tel. 03-5446-9530

■ 公式SNSアカウント
：MILESTO.jp
：MILESTO.jp
：MILESTOjp

NEWS RELEASE
NEW ITEM

IDEA INTERNATIONAL
2016.8

デイリーに持ちたい3WAYカジュアルバッグ

トラベルスタイルにマッチする2WAYベルトポーチ

ショルダー・スリング・トートの3WAYに活躍するバッグ。
コンパクトな印象でもしっかりとマチがあるので、デイリーに持ちやすい収納力とサイズ感。

小型のトラベルブックが収まるサイズ感で、ウェストポーチ・クラッチと2WAYに活躍。
荷物の整理がしやすい小分けポケットが充実。

POINT

POINT

デイリーに丁度良いサイズ感

スリング持ちで
軽快な印象に

商品名 ：ショルダーバッグ
価

格 ：￥4,800（税抜）

すっきりと持てる
ウェストポーチ

クラッチバッグとして

商品名 ：ベルトポーチ
価

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）

格 ：￥3,500（税抜）

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）

サイズ ：W345×H240×D105[mm]

サイズ ：W270×H200×D22[mm]

材

材

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革
【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革
【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

トラベルシーンで大切なものを守るセイフティウォレット

シーンに合わせて活躍するロールポーチ

パスポートや外貨などの貴重品が収納でき、斜め掛けしてアウターの中に隠せばセイフティポーチに。
二つに折りたたんでコンパクトウォレットとしても。ファスナーポケットには小銭やカードが収納可能。

内側は中身を確認しやすいメッシュポケットになっており、絡みやすいコード類やメイクブラシも
縦にすっきり収納できる、マルチに使えるロールポーチ。ストラップはハンギングが可能な仕様。

商品名 ：セイフティウォレット
価

POINT

POINT

折りたたんで
コンパクトウォレットとして

イヤホンや
ガジェット類の整理に

アウターやジャケットの
下に身に着けて

格 ：￥2,800（税抜）

価

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）

格 ：￥2,700（税抜）

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）

サイズ ：ウォレット時：W130×H130、シークレットポーチ時：W130×H210[mm]
材

アメニティ等も
すっきり仕分け収納

商品名 ：ロールポーチ

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、裏：ポリエステル、付属：牛革
【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、裏：ポリエステル、付属：牛革

サイズ ：折りたたみ時：W100×H215[mm]、フルオープン時：W290×H215[mm]
材

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、裏：ポリエステル、付属：牛革
【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、裏：ポリエステル、付属：牛革

マルチに使えるフラットポーチ

用途を問わない万能ポーチ

インナーやランジェリー類の収納にもぴったりなポーチ。
バッグインバッグとしても、クラッチとしても持てるサイズ感。

バッグの中でバラバラになってしまいがちなちょっとした小物をまとめるのに便利なサイズ感。
絆創膏やリップなど日常アイテムの収納にぴったり。
POINT

POINT

インナーや
ランジェリーの収納に

小物の収納に

バスグッズをひとまとめに

商品名 ：フラットポーチM

商品名 ：フラットポーチＬ
価

価

格 ：￥2,200（税抜）

格 ：￥1,800（税抜）

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）

カラー ：ホワイト、キャメル、ブラック（全3色）
サイズ ：W345×H263[mm]

サイズ ：W250×H185[mm]

材

材

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

質 ：【ホワイト】本体：コットン（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革
【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工)、付属：牛革

【キャメル、ブラック】本体：ポリエステル（シリコーン樹脂加工/ラバー樹脂加工）、付属：牛革

縫製製品の為、サイズはおおよその値となります。撥水加工は防水加工とは異なるため、長時間の雨水では水が染みこむ場合がございます。

■ 会社概要
会社名
設立年月日
本社住所
事業内容
証券銘柄コード
URL
公式Facebook

■ 掲載クレジット
株式会社イデアインターナショナル 代表取締役：森 正人
（RIZAPグループ株式会社 グループ）
1995年（平成7年）11月30日
〒108-0014 東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル３階
人々の暮らしを豊かにするためのライフスタイルカンパニー
1. 製造卸売事業 / 2. 小売事業
3140（東京証券取引所 JASDAQ）
idea-in.com
www.facebook.com/IDEA.INTERNATIONAL

MILESTO(ミレスト)／イデアインターナショナル
URL：http://milesto.jp
Tel. 03-5446-9530

■ 公式SNSアカウント
：MILESTO.jp
：MILESTO.jp
：MILESTOjp

