
< 創心万華鏡 >
レザーの万華鏡 ホリデー＆ノエル
7,700円（税込）

上質なレザーで筒を巻いたオイルタ
イプの万華鏡です。ライトゴールド
（ホリデー）・メタリックカーキ
（ノエル）の2種は中身も異なりま
す。

< アトリエ リモ >
イルミナフラワーボトル
3,300円（税込）

可愛いガラスリースの中に、トレン
ドのホワイトドライフラワーのツ
リーと暖かい色のLEDライトをア
レンジしました。ライトは電池交換
する事で長くお楽しみ頂けます。

< やなか珈琲店 >
ドリップバッグ5種類ＢＯＸミニギフト
1,010円（税込）

手軽にお飲み頂ける、コーヒーの
ドリップバッグ5種類ミニギフト。
寒い冬に、温かいコーヒーギフト
を是非。

< トウメイ >
クリスマスオーナメント5個セット
各2,200円（税込）

今年のサンタはかわいい動物たち？
それとも関取？いやいや妖怪？クリ
スマスの準備が一層楽しくなるオー
ナメントです。

< ターナーカラースパイス >
ミルクペイントmini
70ml 430円（税込）～

森永乳業のミルク原料を使用した天
然由来のペイントです。仕上がりは
マットで、乾燥後には耐水性になり
ます。 70mlボトルの使い切りサイ
ズです。

< 2mOa >
コトノハ
A：9,000円（税込）
B：13,000円（税込）

8文字前後の感謝の言葉やメッセー
ジをペンダントに。素材の形の偶然
性や言葉によってあなたの想いをペ
ンダントにします。
A：端材刻印タイプ
B：刻印切り抜きタイプ（シルバー
チェーン付き/オーダー品）

< K CRAFTWORK JAPAN >
MINASE SEVEN WINDOWS /
FIVE WINDOWS / 
FIVE WINDOWS Mid size
429,000円（税込）～

人気の3モデル全てに、10色の
中からお選び頂ける、スムース牛革ス
トラップが無料で1本が付いた、クリ
スマス限定セット商品になります。
[販売期間] 2022年11月 26日から
2023年1月10日まで

< Partina >
クリスマス柄 ミニポーチ
2,200円／2,500円（税込）

ギフト㏌ギフトでサプライズプレゼ
ントに最適！
[サイズ]
〇化粧ポーチ

約18cm×11cm 底部6.5cm 高さ11cm
〇持ち手付き
18cm×13cm 底部７cm 高さ約11cm

< World Coin Gallery >
純金オーバル 聖母マリア
18金枠ペンダント
60,500円（税込）

「イエスと聖母マリア」純金製オー
バル(2.5g)を用いたペンダント。
18金枠、両面に保護ガラスを使用。

< A:buchiadot >
NEW millefeuille ring（ミル
フィーユリング）
9,900円（税込）～

美味しそうなケーキの層をイメージ。
重ねることでホールケーキになるよ
うにデザインしました。ひとつずつ
集めたくなるリングです。各リング
での販売（ホイップクリーム・ナッ
ツ・タルトなど）
SILVER/K10/K18（リングに
よって）
[販売・サイズ受注期間] 2022年
12月 1日から

< GLEN CLYDE SOCK CLUB 
TOKYO >
【CHUP socks】Ho!Ho!Ho!
3,300円(税込)

ホリデイシーズン限定ソックス！
ウォッシャブルタイプのメリノウー
ルは、洗うごとに風合いが増してく
るのも特徴です。
[販売期間] 2022年12月25日まで

< LITSTA >
Coin Wallet2(GOLD)
11,550 円（税込）

整列する小銭だけでなく、お札や
カードも収納可能です。お名入れ
(ご注文から最大1週間)もできるの
で、大切な人への贈り物におすす
め！色違いで揃えるのも素敵です！

< ‘＠griffe東京 >
ヴィンテージマガジン×イタリアン
レザー
7,480円（税込）

使うほどにしっとりと馴染み、
色も深みを増してゆくレザーと
これまた革のように風合いを増して
ゆくリアルペーパー、贅沢な組み合
わせです。
※在庫に限りがございます。

※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。

< b3Labo >
マルシェバッグ
25,300円（税込）

風呂敷を縫い合わせて古くから日常
のバッグとして使われてきた「あず
ま袋」。この日本製のマルシェバッ
グを革で作りました。しっかりとし
た大きなフォルムに、シンプルな留
具がポイントです。ギフトで選んで
いただいた方には、イニシャル入り
クリスマスチャームをプレゼント！

< 帽子工房イフティアート >
Iason beret big

イアソンベレービッグ
5,720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。

< MAITO DESIGN WORKS >
草木染コットンニットJQマフラー
9,900円（税込）

オーガニックコットンの原綿から
染めた、天然染料100％の糸使用。
ジャカード編みならではの感触と、
リバーシブルで楽しめるマフラー
です。

< nocra >
ホットケーキ皿
1枚 4,620円（税込）

木材を削り出して製作した、ケーキ
にピッタリのお皿。木の温もりがク
リスマスの食卓を演出します。
※木材は2種（ウォルナット材、
ビーチ材）

< 遊食家Boo >
シナモン香るまるごとリンゴの
パンケーキ
1,180円（税込）

りんごをまるまる1個のせた上にさ
らにアイスをのせたインパクト大な
パンケーキ！クリスマスにぴったり
な真っ赤なりんごが目を引くこと間
違いなし！インスタ映えも食べ応え
も大満足な１皿です♪
[予約販売可]店頭電話予約のみ受付
[販売期間] 2022年12月26日まで

今年のクリスマスは、

”ものづくりの街“でこだわりのギフトを探しませんか？

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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< 注染手ぬぐい にじゆら >
手ぬぐいのカレンダー
「SACUTONE」
7,700円（税込）

カレンダーであり手ぬぐい、手ぬぐ
いでありカレンダー。終わったペー
ジはさいて使って楽しみましょう。
一年が終わると残った部分がハタキ
になります。
※画像は2022年度版のデザインです。
[注文方法]店頭またはオンラインショップ
[注文受付期間]11月19日から12月上旬
まで

受注
生産

< MASAAKi TAKAHASHi >
真鍮のtreeブローチ/クリスマ
ス3樹種セット
３８,5０0 円（税込）

新作「真鍮のtree/ブローチ」クリ
スマス限定3樹種セットを特別包装
で販売。インテリアとしても楽しめ
ます。※単品販売(16,500円(税
込))もございます。
[販売期間] 2022年12月1日から
2022年12月25日まで

< mic >
ボルセッタ スマホショルダー
ウォレット
17,600 円（税込）

お財布としての機能を持つ縦型のス
マホポシェットです。お札を折らず
にしまえて、小銭、カード収納ス
ペースを設けてあります。スマホは、
内側にも外側にも収納可能です。

< 日乃本帆布 >
丸底トートバッグＳ(HP-217S)
5,390 円（税込）

軽量でカラーバリエーションも豊富、
シンプルなデザインに日乃本帆布の
ロゴを添えた定番スタイルが魅力的
なトートバッグです。
内容量約10L

< EDO COAT >
EDO COAT レデイスPコート
41,800 円（税込）

高級GIZA綿を使用し、生地から縫
製まで国内生産の【純国産品】。
素材は、撥水性のある高密度コット
ンで、ボタンのかけ方を左右で変え
れば 上前も変えられるというデザ
インが 特徴的です。色は、クリス
マスカラーをご用意しております。

< PEACH BRAND >
国産ゴム織物サスペンダー
8,400 円（税込）

自動車の安全織物を製造している
メーカー直営店だからオシャレなの
に丈夫。使用ゴム糸にもこだわり、
コシと耐久性があります。当店だけ
の珍しい織物を見て、触って、選べ
るカスタムオーダーも大人気です。
※クリスマスに合う織物も揃えてお
ります♪

< Tokyo noble* >
「着せかえタッセル」プレゼン
トキャンペーン

期間中、スマートブレラをご購入の
お客様に「着せかえタッセル」をプ
レゼントいたします。パールチャー
ム付きの冬らしく大人かわいいタッ
セルは、傘に付けても良し、お手持
ちのバッグなどにも付けることがで
きます。
[キャンペーン期間] 2022年12月
1日から2022年12月25日まで

< めぐりて >
つげ櫛
3,300～9,900 円（税込）

親愛なる貴方へ、整えるための道具
を贈る。大切な髪を守る道具として、
その昔から職人が伝え作り続けてき
たつげ櫛。最高級の材質・薩摩つげ
で仕上げました。保湿の高い手搾り
の椿油もご用意しています。乾燥す
るこの季節、艷やかで潤いのある美
髪を手に入れませんか。
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https://www.soshinkaleidoscopes.co.jp/
https://www.atelier-rimo.shop/
https://www.yanaka-coffeeten.com/
https://toumei.asia/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/turner/
https://www.2moa.com/
https://kcraftwork.jp/
https://www.sekikazu.com/
https://www.tiara-int.co.jp/
http://a-buchiadot.com/
https://glen-clyde.com/
https://litsta.com/
https://a-griffe.com/
https://www.jrtk.jp/2k540/info/detail_00080/
https://b3labo.jp/
http://ikhtiart.com/
https://maitokomuro.com/
https://www.nocratokyo.com/
http://www.uamou.com/boo/
https://www.jrtk.jp/2k540/
https://www.instagram.com/official_2k540/
https://nijiyura.com/
https://www.masaakitakahashi.jp/
https://www.mic1978.com/
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https://www.styletex.co.jp/
http://peach-brand.com/
https://www.tokyo-noble.com/
https://tsudoii.jimdofree.com/

