
BlueTrick賞
BlueTrick小物セット

Bluetrickで人気の小物詰め合
わせです。ランチョンマット、
ポーチ、マスクケースどれも岡
山デニムを使用しています。ぜ
ひ日常生活に岡山デニムを取り
入れてみてください♪

●おうち時間を豊かに

日本百貨店賞
森の香りのアイピローセット

職人の手によって一つ一つ丁寧
に作られたアイピロー。じんわ
り温めて付属のアロマウォー
ターをスプレーするとまるで森
の中にいるような気分。

Atelier Rimo賞
Quartette glowing flower✨

固まるオイルを使ってつくる
ハーバリウム作成キット。中に
は、LEDライトが入っており、
キラキラ輝きます。お花は、ピ
ンク系、ブルー系、グリーン系
よりランダムでお届けします。
作成方法のレシピ付き。

ターナー・カラースパイス賞
お試しDIYペイントセット

初めてのDIYお試しセット！
ターナーミルクペイントのお試
しキットと、塗るだけでアイア
ン風になる工作キットのセット
です。

Borsa de 木pera賞
「Kipera craft」
木製ミニチュア飛行機

木製だけど飛行性能抜群！！
超軽量の木製ミニチュア飛行
機で紙飛行機のように手で飛
ばすことができます☆
※完成品になります。

STUDIO UAMOU賞
おばけちゃん白色ランプ

ウアモウの相棒、おばけちゃ
んのランプ。電池式なので、
お好きなところで使っていた
だけます。
※電池は別売になります。

nocra賞
アロマプラント

インテリアとしても可愛いア
ロマデフューザー。中の瓶に
アロマオイルをセットし、
葉っぱからほのかに香りがひ
ろがります。

●ひとりでも、大切な人とでも、ほっとひといき

空間工房賞
切り株グラス

１cm単位でオーダーメイドも
できる自然志向の家具専門店
が手掛ける、手拭き霜降りガ
ラス＋天然木ベースのクラフ
トグラスです。

やなか珈琲店賞
オリジナルグッズ５点セット

美味しいコーヒーライフを楽し
める人気の"やなか珈琲店オリ
ジナルグッズ"をプレゼント！

匠の箱賞
パンダバッグチャーム＆
パンダコースター２枚セット

創作かんざしの匠が作るパン
ダのバッグチャームと、イ草
工芸の匠が作る国産イ草コー
スター2枚のセットです。

めぐりて賞
竹の優しいキッチンツール
３点セット

竹林面積日本一の鹿児島で創業
大正14年の「八木竹工業」がオ
ススメする逸品をセットにしま
した。

鬼丸雪山窯元賞
香るカップ

高取焼の特長を活かした口の薄
さ。香りを包み込む形状が味を
より豊かに、よりまろやかに感
じさせてくれます。お茶、珈琲、
日本酒、洋酒等是非飲み比べて
みてください。

Atelier SYOKO賞
オリジナル湯呑みセット

クレイドール作家、九嶋祥子
のアトリエショップにて転写
焼成した、オリジナルのお湯
呑みセットです。

toumei賞
押花コースターセットd

透明のアクリル材に本物の植
物が閉じ込められているよう
な、リアルで活き活きとした
デザインのコースター。

●初めての方も、常連さんにも、うれしいサービスチケット

創作空間caféアトリエ×
プレイフルマインドカフェ賞
フリータイム＋アトリエホットサンド券

画材使い放題で一日中創作が
楽しめるフリータイムとお店
一番人気のホットサンドの
サービス券です。

遊食家Boo賞
遊食家Booお食事券

食べて飲んで遊べる楽しい家
をコンセプトにした和風バー
ルな料理とお酒を楽しむお店、
「遊食家Boo」のお食事券です。

A:buchiadot賞
オリジナルチケット

パスタやフォークなど、知る程
に愛着が沸くユニークなジュエ
リーを揃えたアトリエ&ショップ
「A:buchiadot(ｱｰﾌﾞﾁｱﾄﾞｯﾄ)」
でお使いいただけるお買い物補
助券です。

【その他注意事項】当選の発表は、当選者の皆様への連絡をもって代えさせていただきます。当選された方へは、2k540公式
アカウントからInstagramのDMよりご連絡いたします。DM受信後、期限内に指定の賞品受け取り方法に履行いただけない場
合、当選無効とさせて頂きますのでご注意ください。賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。賞品発送は当キャン
ペーン運営事務局が指定する方法により、一度限り行うものとし、利用者に不受領または到着の遅延があっても、事務局の
故意重過失がない限り、一切再送せず、また、不受領や遅延の責任を負いません。本キャンペーン参加にあたるインター
ネット通信料等はご本人の負担となります。やむを得ない事情により、賞品内容・デザイン等が変更になる場合がございま
す。なお、当選権利はご本人のみ有効です。賞品及び当選権利の譲渡・返品・交換などは出来ません。
【個人情報の取扱いについて】お預かりした個人情報につきましては賞品お渡しおよびお渡しに関するご連絡以外に個人を
特定する情報として利用することはございません。また㈱ジェイアール東日本都市開発の定める「個人情報の取扱いに関す
る基本方針https://www.jrtk.jp/privacy/ 」に基づいて適切に取り扱います。

●日常使いからこだわりたい、そんなあなたへ

日乃本帆布賞
kissoraコラボ キーケース

MADE IN JAPAN 、天然皮革に
こだわったレザーブランド
「kissora」とのコラボアイ
テム。Kissora様でも使用し
ている手触りの良い本革と、
10号帆布の組み合わせです。

ｍiｃ賞
バグッダ メガネケース

タンニンなめしのキップレザー
を使った首から下げられるメガ
ネケース。メガネが傷つかない
よう内側はスエード生地です。

RayzCloset賞
日本牛革がま口ミニポーチ

柔らかい牛革を使用した、がま
口のミニポーチです。小銭入れ
や小物入れなど様々な使い方が
できます！

MASUNAGA1905賞
オリジナルセリート

メガネの水洗い後、タオル面
で吸水し、マイクロファイ
バー面で拭き上げる便利なメ
ガネ拭きのセット。
（サイズ：18×18㎝）

World Coin Gallery賞
古代ギリシャ 純銀レプリカ
コインペンダント

古代ギリシャコインを再現した
純銀製。変色を防ぐ古美メッキ
を施しています。2mmシルバー
ボールチェーン45cm付属。

GLEN CLYDE賞
relacksセット

特殊な機械による編み立て製法
により、よく伸びてつま先の縫
い目がないソックスができまし
た。柔らかくて締め付けがない
のにフィット感があるので、と
にかく履きやすいです。

＠griffe東京賞
アメコミスモール財布

アメコミをコーティングした
スモール財布。カードが8枚
くらいと紙幣を入れてパンツ
の前ポケに収まります。

b3Labo賞
イタリアンレザーポーチ

イタリアンレザーのナバホベ
リーを使用したシンプルなマル
チポーチ、文房具の他に充電器
なども入ります♪

LITSTA賞
Tiny Coin Case (Yellow)

どこにもない小ささに、可能性
が詰まったコインケース。
小銭が約20枚収納できます。
アクセサリーケースとしても◎

Tokyonoble賞
ベジタブレラ

普段はただのレタスですが、
開くとシワ加工もエレガント
な折りたたみ傘です。 雨の
日はもちろん、日傘としても
ご利用いただけます。

PEACH BRAND賞
NEWカジュアルゴム織物
ベルト＋織物コースター

とにかく軽い！ワンタッチ調整
♪サイズフリーで長く使えるベ
ルト。可愛いコースターと一緒
にプレゼント♪

２ｍＯａ賞
缶バッチ（ペア）

実際の缶(お菓子・紅茶など)か
ら切り出して作ったジュエリー
のシリーズです。店舗ではお客
様の思い出の缶からのお作りも
承ります。

抽選

35名様

●ショップで体験♪ オリジナルワークショップ

にじゆら賞
手ぬぐいを染めるワークショップ

手ぬぐいの生地を染める技法、
「注染」の体験。にじゆらの手
ぬぐいがどのように作られてい
るのか、実際に手ぬぐいを染め
ることで楽しく学ぶことができ
ます。

MASAAKi TAKAHASHi賞
石留体験ワークショップ

お好きな空枠とクリスタルを選
んで、世界に一つのアクセサ
リーをつくるワークショップ参
加チケットです。

中澤鞄賞
革小物ワークショップ

昭和3年創業 歴史の中、革の
趣とメンズ職人のこだわりで生
まれた「中澤鞄」による、オリ
ジナルの革小物がお作りいただ
けるワークショップです。

応 募 方 法

Instagramで2k540 AKI-OKA ARTISAN公式アカウント

＠official_2k540 をフォロー
▼

キャンペーン投稿に2k540へのご意見・感想を「コメント」
▼

応募完了！

2022/３/７㈪ 2022/３/21 ㈪応募期間

賞品ラインナップ

器屋TUKU賞
粉引タンブラーペアセット

粉引という伝統的な技法によ
る、優しい質感のタンブラー
です。これから春、夏に向け
て大活躍します。

※画像をクリックするとショップ詳細がご確認いただけます。

※賞品の画像はイメージです。
※当選はお一人様１賞品までとなります。また、賞品内容はお選びいただけませんのでご了承ください。
※本キャンペーンは既にフォロー済みのお客様も対象になります。
※応募期間終了時点でアカウントが非公開の方や、抽選時に公式アカウントのフォローを外されていた場合、
抽選の対象外となります。

※当選者は、配送の都合で日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。
※当選の発表は、当選者の皆様への連絡をもって代えさせていただきます。
当選された方へは、2022年4月上旬頃までに2k540公式アカウントからInstagramのDMにてご連絡いたします。

イフティアート賞
コーマパラハンチ

男女兼用のハンチング帽。
アジャスター付きで、サイズを
縮めることが可能です。ボディ
は綿100％、ツバは牛革となって
おり、真夏以外は被れるように
なっています。

創心万華鏡賞
レザーの万華鏡

上質なレザーで筒を巻いた
オイルタイプの万華鏡です。
ゆったりと動く図形は一本ず
つ異なります。
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