
～ご注文・お問い合わせ～
東洋ビジネスサポート株式会社
営業部 東レショップ

担当 ： 堀

T E L ： 03-3245-5321

TOPS ： 72-5321

F A X ： 03-3245-5370

ＭＡＩＬ： naomi.hori.t7@mail.toray

         ●お気軽にお問合せ下さい。各種お見積り致します。

商品カタログ

東レショップ

＊在庫状況等によりご用意出来ない場合がございますので、予めご了承下さい。



東洋ビジネスサポートは、東レグループ企業です。1978年創業の当社は、東レからオフィスレイ
アウト、什器管理、各種印刷物作成など、主要な総務・勤労昨日の維持・運用を受託するととも
に、東レショップの運営、東レGの各種展示会の企画・設営等を手掛けています。
これまで積み上げてきた経験・ノウハウと信頼をベースにして、提供するサービスの品質を更に
向上させるため、従業員一同、日々自己研鑽に励んでまいります。また、一人一人が健康と安
全に留意し、明るく風通しのいい職場環境つくりを目指していくことで、持続的に成長できる会社
を目指してまいります。

■お問い合わせ先
〒103-8666　東京都中央区日本橋室町２－１－１－　日本橋三井タワー　２５F
　　　　　　　　　東洋ビジネスサポート株式会社　東レショップ（東京）



品名　　：「埼玉県×サマーシールド®」（男女兼用、晴雨兼用）
サイズ 　 :  全長５５ｃｍ　（収納時２５ｃｍ×６ｃｍ×６ｃｍ～）
重さ　　：２５５ｇ
カラー　：アイスグレー、ネイビーブルー
素材　　：東レの「サマーシールド®」
　　　　　　　　【素材の特長】
　　　　　　　　・優れた遮熱効果
　　　　　　　　・遮光率１００％
　　　　　　　　・ＵＶカット率９９％以上
　　　　　　　　・ゲリラ豪雨でも水漏れなし
                                 （耐水圧２万ミリ以上）

サマーシールド®折畳傘

サマーシールド®は優れた遮熱体感効果を実現するラミネート加工ポリエステル織物です。特
殊な三層構造によって、遮光率１００％、ＵＶカット率９９％以上を達成し、一般的な日傘に比
べて約４℃以上涼しく体感できることから、日傘だけでなく屋外パラソル、テント、帽子などにも
採用され、好評をいただいています。
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エアータスティックⓇとトレカⓇ使用 超軽量折りたたみ傘 (男女兼用）

･エンジ
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新UVION STAR
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・東レ製炭素繊維を親骨に使用
・硬くて折れにくい
・超軽量

従来の傘は、骨をポキポキ折るタイプ。 傘を閉じたとき、生地の濡れている面が内側にくる
簡単開閉式は、ろくろを上げるだけで開き、 構造なので、手を濡らさずに畳むことができます。
ボタンを押してろくろを引き下げるだけで
閉じることができます。

品名:UVION STAR軽量
親骨:５３ｃｍ 東レカーボン５本骨
直径（傘開時）:９０ｃｍ
重量:約１０９g

超軽量傘 （ＵＶＩＯＮ ＳＴＡＲ）

ネイビーブラック
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トレビーノⓇ

詳しくはこちらをご覧下さい↓
https://www.torayvino.com/

SX606V

MKC.MX2J MKC.2J

STC.V2J) STC.T2J STC.2J

MKC.T2J

SX705T

206SMX MK308T

SX904V
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トレビーノⓇ 詳しくはこちらをご覧下さい↓

https://www.torayvino.com/

PT306SV

PTC.SV2J

RSC.51

PT502SV

PT302SV
PT304SV

ﾄﾚｼｬﾜｰRS53
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トレシーⓇ

・１９ｃｍ
・２４ｃｍ
・３０ｃｍ

       １９ｃｍ ･ ２４ｃｍ     ３０ｃｍ

    グレー     ベージュ     ネイビー        セージ          スカイブルー

    コーラルピンク    ライトレモン      ピーチ        ラベンダー           アプリコット

・プリント

日本柄     ヨーロッパ柄         ラテン柄             北欧柄              アジア柄

サンカク     オータム・リーフ         キイロネコ             カモフラージュ             小紋
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葛飾北斎トレシーⓇ

神奈川沖波裏           凱風快晴(赤富士）

日本橋・戸田屋 トレシー 

金魚と手まり 鉢のぞき うさぎ

和のアートシリーズ トレシーⓇ

上村松園/序の舞               柴田是真/白梅            柴田是真/白牡丹

柴田是真/吾木香･桔梗 柴田是真/桜           柴田是真/山吹       柴田是真/菖蒲
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名画トレシーⓇ

    ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ / ﾓﾅ･ﾘｻﾞ ﾔﾝ･ﾌｪﾙﾒｰﾙ / 真珠の耳飾の少女 ｸﾛｰﾄﾞ･ﾓﾈ / 睡蓮

    ｼﾞｬﾝ=ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾐﾚｰ / 落ち穂拾い ﾋﾟｴｰﾙ=ｵｰｷﾞｭｽﾄ･ﾙﾉﾜｰﾙ ﾋﾟｴｰﾙ=ｵｰｷﾞｭｽﾄ･ﾙﾉﾜｰﾙ
/ ﾑｰﾗﾝ･ﾄﾞ･ｷﾞｬﾚｯﾄ / ピアノを弾く少女
その他　ﾙﾉｱｰﾙ/ﾀﾞﾝｽ　　　ﾙﾉｱｰﾙ/ｲﾚｰﾇ

源氏物語トレシーⓇ

     紫式部 末摘花              花宴

     初音 匂宮              橋姫
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トレシーⓇお年賀クロス　2022年寅年

・１９ｃｍ
・２４ｃｍ

・和柄

くまモントレシーⓇ

キイロ  シロ             アカ

「ひこにゃん」クリーニングクロス  

ﾋﾟﾝｸ ｷｲﾛ ﾌﾞﾙｰ

色ガラス 花づくし 11 朝桜 跳びうさぎ

日本橋・榛原トレシー　



トレシーⓇ スキンケア

洗顔ネットクロス 洗顔クロスM

トレシーⓇ パーフェクトボディクロス

 テカリサラリ オイルコントロールクロス

         ボタニカルⅠ           　　　       ボタニカルⅡ

        トロピカル              　　　        トロピカルＰ

             コスメB               　　　          コスメW

        ジュエリーⅠ                       ジュエリーⅡ
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色々な用途の専用品

OAトレシーⓇ TVトレシー

グラス磨き上げ用トレシーⓇ

 Mサイズ　　　　　　　　　　　　　　 Ｌサイズ 

トレシーⓇ家じゅうキレイ トレシーⓇスポンジミトン

ブルー/ピンク/イエロー

トレシー・店舗サロン用ダスター　 トレシー・弁当箱仮洗いクロス
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CARBON CLUB

パスケース   

ネイビー

※リングが付いておりますので、ネックホルダーを付けて頂ければIDケースにもなります。

コインケース   

ネイビー

カードケース    

ネイビー ブラック タン
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ロングウォレット

ネイビー ブラック タン

ゴルフマーカー

ローズ　　　　　　サファイア　　　　　クリスタル

トレカ　キーホルダー（皮板付）  

トレカ　キーケース    
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TORAYロゴ入TORAYロゴ入

TORAYロゴ入
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　トレカ　マウスパッド

＊ステッチ色　各2色　赤・黒

ロングウォレット

二つ折りウォレット

カードケース
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TORAYロゴ入



Carbon Leather Line Series

＊LINEシリーズはコインケースの他に　財布・カードケースなど各種ございます。

Arch CBL システム手帳 BK

仕様 

主な材料 Carbon Leather(綾織)/革 
本体サイズ 150×193×45(mm) 
重量 約300g 
カラー 本体：黒 / ステッチ：黒 
生産国 CHINA 
パッケージ 黒箱 
仕様 6穴通常・ワイドタイプリフィル対応・
リング径25mm 

＊黒・赤ステッチ　２色
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東レコーテックス製 ゴルフグローブ

ｔ

白・黒　２色

サイズ：18ｃｍ～26ｃｍ

ブリヂストン TOUR B　SOFT　GLIP（東レコーテックス製）

白・黒　２色

サイズ：23ｃｍ～26ｃｍ

TORAYロゴ入りゴルフボール　ファイズ

１２個（１ダース）
３個入り

ﾎﾜｲﾄ 　　　ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ ｲｴﾛｰ 　　　ﾊﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

＊OWNネーム　１ダース単位で承ります。
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東レグループの方は定価の２０％ＯＦＦです。
詳しくはこちらをご覧下さい↓
http://store.ito-ya.co.jp/tokushu/cc_travel.html

＊市販価格は税別です。
＊店頭価格は税込です。

ｼﾞｭｴﾘｰｹｰｽ
20*8

三角ﾍﾟﾝｹｰｽ ﾍﾟﾝｹｰｽ
16.5*4.5*3.5 21*7.5

伊東屋ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄL
24*27*4.5

伊東屋ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄM
19*23*4

伊東屋ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄS
15*16*4

伊東屋ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄﾛﾝｸﾞ
24*33*5.5

ﾊﾞﾝﾄﾞ付ﾍﾟﾝｹｰｽ　A5
16*4

ﾊﾞﾝﾄﾞ付ﾍﾟﾝｹｰｽ　A6
15*4
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詳しくはこちらをご覧下さい↓
http://store.ito-ya.co.jp/tokushu/cc_travel.html

ｽﾀﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ
ｼｬﾁﾊﾀﾈｰﾑ９用120*43*20

ﾐﾆｹｰｽ

80*150 17.5*5/15*4

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｰﾁ　S ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｰﾁ　M
13*9.5 19*12.5

ﾍﾟﾝｼｰｽ ﾍﾙﾍﾞﾁｶﾊﾞﾝﾄﾞ付ﾍﾟﾝｹｰｽA5・B6

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞﾎﾟｰﾁ　L

ﾛｰﾙﾍﾟﾝｹｰｽ
230*185

25*16.5
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ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ二つ折り名刺入れ
7色

名刺入れS
7*11

名刺入れ
7.5*11*1　赤・黒・紺・茶

ﾏｸﾞﾈｯﾄｸﾘｯﾌﾟｾｯﾄ 小銭入れ
6色

携帯ﾊﾞｯｸﾞ
32*39*10

ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ・卓上ﾏｯﾄ
15.5＊19

ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ・ﾌﾞｯｸｶﾊﾞｰ
文庫本サイズ・東レロゴ入り
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ウルトラスエード®＋トレシー®　コラボ

カメレオンクリーナー

全7色（レッド、ライム、シトロン、セーブル、スカイ、グレー、ブラック）

ウルトラスエード®　めがね・ペンケース

縦型　４色オレンジ・ターコイズ・パープル・ネイビー 横型　５色オレンジ・ターコイズ・パープル・ネイビー・アイボリー

ウルトラスエード®　ふくさ　慶弔両用　　

落ち着いた深い紫

Ultrasuede®の刻印付き

名刺入れポケット付き
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ゴルフバッグカバー　　

東レナイロン素材ミラコスモ®使用

レッド ロイヤルブルー

速乾ウォッシャブルエコバッグ　

東レ素材　 仕様

ネイビー カーキ オフホワイト グレー

W290×H260×170(持ち手）×D100　ｍｍ
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