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COLLECTORS

東京都渋谷区神泉町8-16　渋谷ファーストプレイス10Ｆ　
TEL: 03-5428-2632
URL: http://www.collectors-web.com

NEUVE-A CO.,LTD.COLLECTORS DIVISION

※表示価格は税別価格です。
※印刷の状態により色調が実物と異なる場合があります。
※予告無く仕様・価格が変更になる可能性があります。ご了承ください。
※数量限定の商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

RECRUIT NEW STAFF

コレクターズでは、
一緒に働くスタッフを募集しています。
勤務地：全国のコレクターズ各店
勤務時間：シフト制
給与・条件：面接により応相談
お問い合わせ先：株式会社ヌーヴ・エイ　コレクターズ事業部
http://neuve-a-recruit.net/jobfind-pc/

［ リクルートニュースタッフ ］ NEUVE A MEMBER’S

ヌーヴ・エイのすべてのブランド
とオンラインストアでご利用可
能。税抜100円お買い上げご
とに、5ポイントプレゼント。次
回のお買い上げから、1ポイン
ト1円としてお使いいただけま
す。各ブランドのサービスを共通で受けられ、修理や配送のご優
待など、ショップごとに異なる特典も。

［ ヌーヴ・エイ メンバーズ ］

SHOP LIST
［ ショップリスト ］

【北海道・東北・関東エリア】

札幌 札幌パルコ５Ｆ 011-214-2314

仙台 仙台パルコ7F 022-774-8275

池袋 池袋パルコ本館4F 03-5391-8373

吉祥寺 アトレ吉祥寺2F 0422-22-2119

調布 調布パルコ4F 042-489-5353

立川 ルミネ立川6Ｆ 042-526-2680

町田 町田東急ツインズイースト3F 042-728-2230

武蔵小杉 ららテラス武蔵小杉3F 044-433-3400

川崎 ラゾーナ川崎プラザ3F 044-874-8356

横浜 ららぽーと横浜3F 045-414-2412

青葉台 青葉台東急スクエア South-1 別館2F 045-985-8221

海老名 ららぽーと海老名2F 046-233-7272

湘南平塚 ららぽーと湘南平塚2F 0463-21-2004

船橋 ららぽーとTOKYO-BAY南館2F 047-421-7272

浦和 浦和パルコ1F 048-611-8162

富士見 ららぽーと富士見2F 049-255-5216

【中部・近畿エリア】

新潟 万代シティビルボードプレイス3F 025-240-4648

松本 松本パルコ4F 0263-38-2238

軽井沢 軽井沢プリンス
 ショッピング・プラザ・ツリーモール 0267-41-1561

静岡 静岡パルコ5F 054-903-8806

名古屋 名古屋パルコ西館6F 052-264-8355

金沢 金沢フォーラス4F 076-265-8448

EXPO-CITY ららぽーとEXPO-CITY2F 06-4864-2235

梅田 ルクア7F 06-6151-1343

奈良 ならファミリー4F　 0742-33-8288

【中国・四国・九州エリア】

広島 広島パルコ新館4F 082-542-2309

松山 エミフルMASAKI 2F 089-985-1305

福岡 福岡パルコ本館7F 092-235-7278

熊本 熊本パルコ4F 096-327-4117

大分 アミュプラザおおいた３F 097-534-8088

GLOCCA by COLLECTORS

札幌 札幌JRタワーステラプレイス5F 011-209-5166

立川立飛 ららぽーと立川立飛2F 042-521-5401

なんば なんばパークス4F 06-6641-7087

鹿児島 アミュプラザ鹿児島3F 099-250-7045

COMPLETE WORKS Tokyo

新宿 ルミネエスト新宿5F 03-5269-7287

赤坂 赤坂 Bizタワー１F 03-5545-6433

COMPLETE WORKS

阿倍野 あべのハルカス近鉄本店ウィング館7F 06-6629-3383

NOVELLO by collectors

錦糸町 アルカキット錦糸町3F 03-3622-2941

木曽川 イオンモール木曽川3F 0586-86-8656

廿日市 ゆめタウン廿日市3F 0829-32-7999

福津 イオンモール福津２F 0940-43-8063

ONLINE　STORE

http://www.neuve-a.net/COLLECTORS/

Online Store Web Instagram Facebook Twitter

WINTER GIFT 2017-2018

自分で買うのも！
ギフトにも！

間違いないグッズ選び

自分で買うのも！
ギフトにも！

間違いないグッズ選び
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　「男性はやっぱり手触りと機能性で選
ぶことが圧倒的に多いですね」と語るの
はCOLLECTORS富士見店の坂本さ
ん。特にレザーを使ったアイテムはリピータ
ーも多いとのこと。「加えて業界でも人気
を誇るブランドのものなら絶対間違いな

し！」とダメを押す。
　そんな坂本さんのイチ押しブランドが
MASTER-PIECE。“傑作”の意味を持
つマスピは、1994年スタートの国内ブラン
ド。特にバックパックなどの“背負い系”はフ
ァッション業界人からも人気が高い。さら

富士見店 ・ 坂本さん

指名買いされるほどファン
が増えている人気ブランド

「ＭＡＳＴＥＲ-ＰＩＥＣＥ」。
日本製なので安心感が
違います。

COLLECTORSスタッフに「正しいギフト選び」聞いてみました！
に今回の別注は素材や配色にこだわっ
たモデル。特にボディ素材には210デニー
ルナイロンを採用。通常より強度と撥水性
をアップさせた“背負い系”を多彩にライン
ナップ。他では手に入らない傑作ギフトと
して要注目。

軽い外出や散歩のときなどに重宝するワンショ
ルダーのボディバッグ。利き腕に合わせてスト
ラップ位置を設定できる仕様。スマートな細身
型ながら、内部にはスマホなどの小物収納に
適したジップポケットを2カ所装備。
Price: ￥16,000(+tax)
Size: W185×H400×D100mm

COLLECTORSだけの特別カラー

かぶせ部分はファスナー付きで、
携帯アイテムの収納や取り出し
も簡単にできる

大開口だから大きな荷物も出し
入れ簡単なデザイン

脇のジップから瞬時にアクセス！

特に働く男性のファンが多いのが、この２Way
ブリーフ。写真のようにバックパックとしてだけ
でなく、一般的なビジネスブリーフのように横向
き持ちも可能であるのが特徴。シックなブラック
を基調としつつ、ネイビースエードを配したデザ
インも実に洒脱。
Price: ￥28,000(+tax)
Size: W285×H420×D135mm

自転車通勤もクールにこなす

ブリーフケースとしても使える！

クッションパッドでPCも安心収納

背面のファスナーは左右
2カ所に付いていて、どち
らからもオープン可能

メインの荷室もフルジップ式なの
で使いやすい

※カラーはブラック、ネイビー、オレンジ

※カラーはブラック、ネイビー

※カラーはブラック、ネイビー

スタッフおすすめＮｏ.1はマスピ
今回の別注は素材＆配色アレンジが
絶妙で間違いなし！

RECOMMENDED POINT

ストラップ位置は右利き
でも左利きでも自由に変
えられる

ロゴ入りメタルパーツでリッチに
差別化

「傑作」という意味を持つ国内屈指のブランド

MASTER-PIECE DENSTY COLLECTORS SPECIAL EDITION

WINTERGIFT  from

ITEM:

Body ［ボディ］

ファッション感度の高い男性から支持を得てい
るバックパック。ネイビーカラーのものはフロント
スエードをネイビーからキャメルにアレンジ。昨今
トレンドのトラッドなアウターとのマッチングも抜
群。スポーティ過ぎない落ち着き感も魅力的。
Price: ￥23,000(+tax)
Size: W260×H460×D190mm

レザートリムやスエードで大人シックに

ITEM:

Backpack ［バックパック］

ITEM:

2way Brief ［2ウェイ ブリーフ］
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バッグがボロボロになる前に先手必勝！　男にとって欲しいバッグとは？

COMPLETE WORKS NEW ECSTASY
WINTERGIFT  from

　“上質なベーシック”をテーマに展開す
るCOMPLETE WORKSは、絶妙なプラ
イスとクオリティのバランスの良さで人気を
誇るバッグブランド。特に今季は、上質な
アニリン素上げレザーを採用したシリーズ
が人気。革が持っている自然な風合いを
生かすように染色された総レザー仕立て
のトートやショルダーバッグは、装いをさり
気なくランクアップさせてくれる名脇役。
　また、COMPLETE WORKSといえ
ば、使い勝手の良さで定評あり！　今回
も意外なところにポケットを装備。プレゼン
トしたものの、その使い勝手の良さから
「いっしょに使おう！」なんてことも想定され
ます。

専用ミニポーチ
付きだから小物
も見失わない

ポケット類は裏地に付いている
ので大きな荷物の出し入れ簡単

肩に掛けたまま小物の出し入れ
もスムーズにこなせる

肩のちょい掛けに加え、タスキ掛
けも可能な可変ストラップ

※カラーは全てブラック、ネイビー、キャメル、グレー

  『かわいい』より『革がいい』
革本来の質感が
楽しめるバック

荷物が出し入れし
やすいレイアウト

ちょっとしたお出掛けやカジュアルな出勤日にも使える
万能型のトートバッグ。入れ口脇にはスマホやＩＣカード
の収納に便利なポケットを装備。さらに内装にはペット
ボトルや折りたたみ傘などを入れる収納付き。シンプル
なルックスにして合計9個ものポケットを持つ。
Price: ￥34,000(+tax)
Size: W450×H350×D160mm

品良く大容量な万能トート

ITEM:

Tote ［トート］

青葉台店 ・ 石原さん

くしゃっとしたドレープ感、しっと
りとした手触り、革本来の質
感をあえて残しているので、革
好きにはたまりません！

RECOMMENDED POINT

「運ぶ荷物は多めだけど、両手は空けたい」という
男子に贈ると喜ばれる、縦型フォルムのショルダー
バッグ。最大のポイントはストラップの長さが簡単
に変えられること。肩へのちょい掛けからタスキ掛
けもOKなのだ。
Price: ￥32,000(+tax)
Size: W340×H380×D120mm

持ち方自在なシンプル･ショルダー

ITEM:

Vertical Shoulder ［縦型ショルダー］

近所への散歩やお買い物などのシーンにおい
て、圧倒的な使い勝手を発揮する小型のショル
ダーバッグ。本体内部はもちろん、外側にも複数
のポケットを配しており、手放せない携帯アイテム
を適材適所に整理できる親切設計が頼もしい。
Price: ￥27,000(+tax)
Size: W350×H220×D110mm

近所のお出掛けや散歩にも重宝

ITEM:

Mini Shoulder ［ミニショルダー］

本体の両脇にそれぞれジップ式
とマグネット式のポケット付き

各種小物入れの他に３つのペ
ンホルダーまで搭載

メインのジップを開けると現われ
る３つの荷室。誰でも収納名人！
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　創業の2004年から徹底して職人仕立
てにこだわり続ける革 小 物ブランド
Creed。そんな実力派が手掛ける商品
は、厳選の素材と確実な縫製、さり気なく
主張できる洒落たディテールにポイントが
ある。特に今季のCOLLECTORS別注シ
リーズは、革からして別格。伊国トスカー
ナ地方にて、植物タンニンのみでなめした

トリコロールステッチが個性をさり気なくアピール

本格革をベースに、職人が一枚一枚手塗
りにて染色したスペシャルレザーを採用。
現代のライフスタイルに適した機能性に
加え、華やかなトリコロール(3色)ステッチ
により、ほんのり個性を漂わせる高感度な
仕上がりがとにかく秀逸。
　男ってこんなこだわりのあるアイテムを
育てていくのが大好きなんです。

深めの箱ヒダ式
だから小銭が増
えても問題ナシ

カードや札に小銭など、整理しやすいレイアウト

ガバッと180度オープン！　だから使い勝手も最高

「パンパン」を回避できる大型の小銭ポケット

クールで都会的なフルブラック

片マチ付きのジップポ
ケットには小銭を入れて

クレジット系とポイント系など
個別収納できる2+１ポケット

※カラーは全てブラック、ネイビー、キャメル

見た目もいいけど
コスト感も抜群！
しかも男心に響くアイテム

コストを抑えて、喜んでもらえるのが理想！

CREED ITALY
WINTERGIFT  from

COLLECTORS SPECIAL EDITION

2+1のカードポケットに最低限の小銭ポケットを装備し
た超スモールサイズのレザーケースは、キャッシュレス派
にうってつけの新時代なお財布。手ぶらスタイルを好む
男性にプレゼントすれば、絶対に一目置かれるハズ。
Price: ￥6,500(+tax)
Size: W100×H65×D7.5mm

キャッシュレス時代に適した
超スモールサイズ

ITEM:

Card/Coin Case ［カード/コインケース］

武蔵小杉店 ・ 永井さん

トリコロールのステッチもポイン
ト！　人と違うものが好きな人
にはぴったりです。プレゼント
はサプライズ感がある演出で
贈ろう。

RECOMMENDED POINT

ジップアラウンド型の長財布は使い勝手に優れた最
強財布。さらにこのCOLLECTORS別注モデルは、ガ
バッと開いてお札や小銭が取りだしやすい仕様に進
化。都会的なフルブラックに効かせたシルバーロゴに
て高級感まで完備。
Price: ￥17,000(+tax)
Size: W190×H95×D20mm

開きが制限される蛇腹式から
取りだしやすいフルオープン式に別注

ITEM:

Long Wallet ［長財布］

小銭をパンツのポケットに直接入れてしまう男子
に、ぜひ使ってほしいコインケース。イタリアン･レ
ザーを使った逸品ケースを持てば、レジ前でも品
格がにじむこと確実。箱ヒダ式のケースだから小
銭もかさばらない。
Price:￥5,500(+tax)
Size:W95×H75×D15mm

小銭専用ケースを使用してこそオトナ

ITEM:

Coin Case ［コインケース］
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「革よし」「縫製よし」「使い心地よし」

CORBO
WINTERGIFT  from

中型サイズにして大型並の収納力を誇る

　1998年に日本で誕生したCORBOは、
流行に左右されず末長く愛用できる絶品
レザーを使った革小物ブランド。昨今は手
触りが良く和紙のような繊細なルックスと、
味わい深いシワ加減で人気の“プエブロレ
ザー”によるアイテムが爆発的にブレイク。
その地位を不動のものにしているのだ。
　10年以上使ってにじみ出る「経年変化
の美」を特徴とするCORBOの製品は、

「変わらぬ長い付き合い」をメッセージとし
て託すのに相応しいアイテム。贈られた

男子もきっとそんな気持ちに気付くこと太
鼓判！　しかも外見からでは想像できない
ほどの機能美も有しているから、「気がつ
く女性？」なんて思ってくれるはず！

カード専用仕切り搭載に
より全13枚も収納OK

札入れも仕切りつきだから
レシートとの個別収納も可

内装にも色違いのプエブロレザーを使用

カード8枚収納の他、メタル製マネー
クリップでお札もしっかりホールド

※全シリーズ共通
Color variations

 10年かけて育てるがコンセプト
『それくらい愛されたい』という
気持ちも込めて贈りたい！

COLLECTORS SPECIAL EDITION

フルサイズの収容力を備えたミドル丈の財布は、
プエブロレザーの味わいを手の平全体で実感で
きる傑作。札や小銭に加え、全13枚ものカードを
飲み込むところが最大のポイント。鮮やかなカラー
リングも男子の心に響く。
Price: ￥25,000(+tax)
Size: W140×H95×D25mm

使い続けることで愛着が増していく
プエブロレザーの良さを凝縮

ITEM:

Mid-length Wallet ［ミドル丈財布］

何とカードポケットはマチ
付きとマチなしの計4つ

さらにフラップを開けば
小銭入れが現われる

小銭を整理するのに欠かせない小型のケース。ただ
しこの新作モデルは、大容量のカードポケットを搭
載しているのが特徴的。マチ付きの2部屋のみなら
ずマチなしスリットも併設。お札をたたんでしまうこと
も可能だ。
Price: W140×H95×D25mm
Size: ￥17,000(+tax)

パンツのポケットにも
ピッタリ収まる“やや小振り”

ITEM:

Card/Coin Case ［カード/コインケース］

「とにかくスマート！」にこだわる男子から支持
されているマネークリップ付きの薄型ウォレッ
ト。CORBOの人気モデルは、カードを8枚
収納できるポケット付き。メタル製クリップの
札ばさみは、一回使うと止められない便利さ。
Price: ￥13,500(+tax)
Size: W114×H85×D10mm

ジャケットのポケットに入れても
外見に響かないスーパースリム型

ITEM:

Money Clip ［マネークリップ］

立川店 ・ 岡本さん

男性は革の経年変化にロマ
ンを感じます。革に詳しくない
人でも、とりあえず「CORBO」
を贈れば間違いなし。

RECOMMENDED POINT
新色のブラックが登場
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イタリア語で「貴重なるもの」を意味するイタリア発 Orobiancoなら

OROBIANCO
WINTERGIFT  from WINTERGIFT  from

ふたりの関係がほっかほっか になるギフト小物集めてみました!

　シンプルでスタンダードな装いがトレンドの昨今。差別化を図
る最も手軽な方法がアクセサリーの起用だ。ただし華美なモ
ノは下品になりがち。イタリア発Orobiancoのアクセは小振りな
がらセンスを詰め込んでいて、キラリと光る逸品揃い。特にペ
アのネックレスは、“二人だけの着こなし”を完成させるコレ以
上ないアイテムだ。

　今旬なスタンダードスタイルにアクセントを添え
つつ、防寒の役割をも果してくれるマフラーは、
これからの時期のマストアイテム。いわゆる羊毛
マフラーも多いなか、贈るならしっとり高級な光
沢感と抜群の温かさ、軽さを誇るカシミア製が
一番。しかも驚きの一万円ジャスト！

　ナゼか男子は後回しにしてし
まいがちなグローブ。だからギフ
トにすれば「気が利くね」と信頼
感もアップ確実。特に人気の革
製のなかでも、他人と差が付く
プラスαなグローブを種類豊富
にラインナップ。しかもどれも“ス
マホ操作可能！”な特殊レザー
を採用した、使える逸品。

格上げするなら
ウールじゃなくて
やっぱりカシミア！

天使のストールの異名を持つ
「カシミアマフラー」

EIGHT BEES

フォトジェニックなデザイン

ヒットを飛ばしたリングネックレ
スがダブルにアップデート。２
つのカラーで洒落感も２倍。
Price: 各￥14,000(+tax)

品のよいアンティーク風

細革の２重巻きブレスレットは、素朴に
して重厚な雰囲気。メタルフックに掛
けて留めるだけの簡単装着もグッド。
Price: 各￥14,000(+tax)

中央にドルジークォーツを配したペ
ンダントは、渋味ある輝きが魅力。
Price: 大￥18,000(+tax)
 小￥16,000(+tax)

男前な腕元が演出できる２重巻きブレス

着こなしに合わせやすい定番ソリッドカ
ラーの6色（ブラック、ネイビー、ベージュ、
グリーン、ワイン、チャコール）展開。
Price: 各￥10,000(+tax)

EIGHT BEES & COMPLETE WORKS

オーセンティックな作りだか
ら、スーツなどビジネススタイ
ルに合わせることも可能。
Price: 各￥7,600(+tax)

Price: 各￥6,500(+tax)

ウールタッチの素材を甲部
分にあしらっており、素朴な
温かみを放つのがポイント。

Price: 各￥7,000(+tax)

カラフルな挿し色ニットリブを
手首部分にあしらったレザー
グローブ。防寒性も抜群。

配色ニットで防寒に加え洒落感もプラス

男らしく攻めるなら絶対にフルレザー

指先までほっこりな裏ファー仕立て

褒められアクセで一歩進んだ関係に！
ペアもアリでしょ。

優しげな印象伝わるウール･コンビ

COLLECTORS SPECIAL EDITION

絶対レザーグローブでしょ！
暖かさよりオシャレ優先なら

川崎店 ・ 田代さん

アクセサリーは年中使えるか
ら、汎用性も抜群！　大小サイ
ズのあるネックレスなら、ペア
でつけるのもあり！

RECOMMENDED POINT

PR担当・神長さん

ウールのチクチクが苦手な人
に贈るなら、断然カシミア。寒
い冬にガンガン使い込めるうれ
しいプライスです。

RECOMMENDED POINT

リーズナブルプライスで手に入る最上級の温かみ

PR担当・天野さん

防寒を叶えられるレザーグロー
ブ。スマホ対応だから、いちい
ち操作のたびに外すなんてや
ぼったいこともありません。

RECOMMENDED POINT

WINTERGIFT  from


