
【BlueTrick】
BlueTrickオリジナル雪駄
14,080円（税込）

岡山県と奈良県の職人の手でつくら
れた BlueTrick オリジナル雪駄。
鼻緒には岡山デニムのジャガード生
地を使用しています。ジーンズやス
カートに合わせたデイリー使いにも
オススメです。
販売期間：なくなり次第終了

【nocra】
木製うちわ
S1,650円、L1,760円（税込）

扇と柄、すべてが木製のうちわで
す。扇部分は木と和紙を重ね合わ
せた5層構造になっており、薄い
ですがしなやかで丈夫なつくりに
なっております。SとLの2サイズ
あり。
販売期間：なくなり次第終了

【空間工房】
すだれ
34,100円（税込）～

天然素材と伝統製法、確かな素
材選びと伝統工芸「八女すだ
れ」。サイズなどオーダー可能、
他種類有。
W90ｘH180cm～

【やなか珈琲店】
アイスリキッド
650円（税込）

店頭で抽出したアイスコーヒーを
ペットボトルに詰め、販売してお
ります。ご家庭でも深いコクとキ
レのある苦味、芳ばしい風味をお
楽しみいただけます。

【匠の箱】
柿渋染めフェア リビングマットＭ
夏季限定特価36,960円（税込）

サラッとした涼感が心地よい柿渋
染めマットは、汗をかいてもむれ
にくく、抗菌・防臭効果も◎！夏
に手放せない逸品です。
※両面柿渋染
販売期間：～9月末まで

【めぐりて】
久留米絣 新型もんぺ
(サイズS、Ｍ、L、LL)

13,750円（税込）～

綿100％の涼しい着心地で、男女
兼用。
糸から染めて織った生地は伝統柄
から可愛らしい柄まで、ほぼ一点
物です。

【toumei】
あわいろcoaster金魚4枚セット
3,300円（税込）

日本の夏の風物詩、金魚のコー
スター。とても涼やかに、水の
中を泳ぐさまを水彩で表現しま
した。冷えたグラスの下に置け
ば、涼やかさをよりいっそう演
出してくれます。

【創作空間caféアトリエ×
プレイフルマインドカフェ】

アトリエホットサンド
500 円（税込）

✨当店人気No1✨創作空間café
アトリエのロゴが入ったハムと
チーズと卵がとろける、お子様か
ら大人まで幅広い人気のホットサ
ンドです⭐️

【日乃本帆布】
丸底トートL
13.200円（税込）

シンプルかつ機能的な収納力
たっぷりのトートバッグ。A4サ
イズも余裕で対応します。

【RayzCloset】
透かし編みメッシュトートバッグ
（山羊革） Sサイズ
31,900円（税込）

一部が透かし編みの山羊革メッ
シュバッグは、すべて職人が手編
みで製作しています。涼し気な雰
囲気で夏にもピッタリです！

【World Coin Gallery】
ブルーカット枠コインペンダント
ラッセンのイルカ
44,000円（税込）

クック諸島発行、1/30オンス純金
貨。海洋をイメージした長方形のブ
ルー枠ペンダント。クリスチャン・
ラッセン作画のイルカが表現された
金貨を使用。

【GLEN CLYDE】
CHUPカバーソックス/KUUMA 
2,200円（税込）

世界中の靴下愛好家から支持され続
けるCHUP socksから、夏を彩る
カバーソックスが入荷しました。細
部までこだわり、丁寧に仕立てられ
た伝統的なパターンは、夏の軽やか
な足下とも相性抜群です。

【＠griffe東京(ｱｸﾞﾘﾄｰｷｮｰ)】
アグリリュック
25.300円（税込）

販売してすぐ完売してしまった
リュックがやっと出来上がりました。
夏の装いにぴったりの新聞柄です。
特殊なプラスティックコーティング
は軽く、雨にも強く、もちろん同じ
柄は二つとありません。早い者勝ち
になります。
販売期間：限定20本なくなるまで

【b3Labo】
Jeans サコッシュ（大）
12,100円（税込）

レジャーや夏祭りに身軽に出掛けら
れるサコッシュバッグ。
薄マチながら大容量で、長財布やス
マートフォン、文庫本も入ります。
ショルダーストラップを外して、ク
ラッチバッグとしてもお使いいただ
けます。

【LITSTA】
Tiny Wallet / Blue Green
10,670円（税込）

電子マネー派も、現金派も、現代の
様々なお財布の持ち歩き方に合わせ
た使い方が出来る、LITSTA史上最
小財布！カラーは夏にぴったりの
Blue Green他、全16色。

【PEACH BRAND】
レインボーシリーズ織物
カスタム ガチャベルト
3,000円(税込)～

例年夏に人気のレインボー。
華やかな織物を追加しました。
独特なサイドフリンジ織はグラ
デーションバックルと相性良し！
ベルト以外のカスタムにも使用可
能です。
夏の暑さに負けない明るいアクセ
ントアイテムです。

【２ｍＯａ】
さらっと羽織れる麻のストール
8,000 円（税込）

抗菌素材の麻100％のストール
です。特殊な加工によるテクス
チャーで夏の装いにアクセントを。
冷房対策としてもお使いいただけ
ます。色：２色（黒・白）、テク
スチャー：３種類

【染めこうばにじゆら】
手ぬぐい屋さんが作るガーゼスカーフ
2,530円（税込）

使うほどに肌ざわりのいいやわら
かなガーゼ生地をスカーフにしま
した。おしゃれに汗のケアもでき
るうれしいアイテムです。

【MASAAKiTAKAHASHi】
富士山ブローチ
限定特価22,300円（税込）

日本の象徴的シンボル「富士山」を
「よせもの」でデザイン。作家の
MASAAKi TAKAHASHiの富士登
頂を記念して、富士山（フ２・ジ
２・サン３）に合わせて、特別価格
で販売。細部の形から色味まで富士
山を表現すべくこだわりました。
販売期間：9/10(富士閉山)まで

親子で使える動物の形のかわい
い革小物です。カードや小銭が
入ります。

※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。

※価格は全て税込み表記です。
※画像は全てイメージです。
※商品、サービスの詳細やご予約方法は各店舗にお問い合わせください。
※各店舗の最新の営業情報は、各店舗HP・SNS等をご覧ください。
※2k540では、お客さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行って
います。詳しくはこちらのページをご覧ください。

【帽子工房イフティアート】
The Panama 6cm
20,900円（税込）

エクアドルで手編みされている本パ
ナマで仕立てた中折れハット。通気
性の良いレース編みが入り、太めの
リボンがクラシックで上品です。ブ
ラック、ナチュラル、ネイビー3色。
販売期間：9月末まで

【創心万華鏡】
万華鏡でホタル鑑賞
9,900円（税込） ※３本限定

定番の丸木管(まるもっかん)本体。
覗くとホタルの光が飛び交います。
太陽光はもちろん、暗い場所でブ
ラックライトを照らすと特定のオ
ブジェクトが強く蛍光し、回すた
び映像が変わります。
※なくなり次第、受注生産となり
ます。

【LITSTA】
Carta Pochette
9,900円（税込）

和紙のようなざっくりとした風合
いの表面感、LITSTAオリジナル
の 「カルタレザー」で仕立てた
ポシェット（サコッシュ）です。
カラーはIvoryとBlackの２色。

【World Coin Gallery】
時計盤枠コインペンダント
ラッセンのイルカ
38,500円（税込）

クリスチャン・ラッセン作画のイル
カが表現された金貨を使用したコイ
ンペンダント。南太平洋のクック諸
島で発行された1/30オンス純金貨。

【中澤鞄】
動物革小物
1,320円（税込）

【MAITO DESIGN WORKS】
リネンマルチウィービングストール
19,800円（税込）

富士山の町で織りあげた手染めの
大判リネンストール。サラッとし
た風合いと独特の透かし模様が清
涼感を与えます。

【K CRAFTWORK JAPAN】
HORIZON (ホライゾン)
VM06series Mid size 
ラバーモデル
352,000円（税込）

夏のコーディネートにピッタリな、
ホワイトラバーベルトとホワイト
ダイアルに青針を組み合わせた、
見た目にも爽やかなモデルです。
程よいサイズ感の腕時計ですので、
男女問わずお使い頂けます。

【ハロー！2k540】
ドライフラワーベース
550円（税込）

陶磁器の産地、岐阜県瑞浪市の
「マスターズクラフト」さんのド
ライフラワーのための小さな一輪
挿し。

【Partina】
猫柄シースルーソックス
770円（税込）

今欲しい！真夏の新定番。猫好きさ
んへのギフトにもおススメ！肌触り
＆履き心地抜群！シルク混でさわや
か、軽くてまるで履いていないみた
い！ 驚きの心地よさをお試しくださ
い。サンダル、スニーカーと合わせ
ておしゃれな透け感を楽しんだり、
パンプスの靴ずれ防止としても◎夏
のコーディネートに快適さと遊び感
をプラスします。
販売期間：9月末まで

【遊食家Boo】
トロピカルマンゴーのパンケーキ
1,180円（税込）

今が旬のマンゴーをたっぷり使った
夏にぴったりのパンケーキです！
アイスに添えたレモンがさっぱり感
をさらにUPさせています♪
提供期間：～8月末まで

【ターナー・カラースパイス】
ガラスや瓶などガラス製品の
リメイクに「GLASS PAINT」
803円（税込）～

アンティーク調のカラー９色と、
曇り、泡玉、専用クリアの12種類
をご用意しております。
※お色により価格が違います
https://turner.co.jp/paint/glas
spaint/

【Atelier SYOKO】
夏休み体験教室
ねんどでストラップを作ろう！

500円/個（税込）

クレイドール作家、九嶋祥子の
アトリエショップにて、粘土で
カエルのかわいいストラップを
作れます。所要時間は約30分。
事前予約：03-6803-2664
a-syoko@juno.ocn.ne.jp

【conosaki】
conosaki なつやすみフェア
2022

これからランドセルを探される
お客様がワクワクするものやご
家族で楽しく過ごして思い出に
残る夏休みになるようなワーク
ショップ、さらにご⼊学してか
ら役に⽴つ、特別なノベルティ
をご⽤意させていただきました。

実施期間：～8月末まで

この夏は、

”ものづくりの街“でこだわりの夏を過ごしませんか？

各ショップいちおしのアイテムを大特集！

施設名称 2k540 AKI-OKA ARTISAN（ニーケーゴーヨンマル アキオカアルチザン）
所 在 地 東京都台東区上野5-9 （JR山手線 秋葉原～御徒町駅間高架下）
営業時間 11:00-19:00（水曜日定休）
運営会社 株式会社ジェイアール東日本都市開発
公式HP https://www.jrtk.jp/2k540/
公式Instagram  @official_2k540
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