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SUGAI WORLD（スガイワールド）は、2011 年に東京でスタートした、遊び心溢れるデザインギフトを企画、

製造するメーカーです。ひげのカタチをした愉快な付箋「ひげ付箋」ひとつから事業がスタートしました。

私たちの夢はこの世界を “ 夢と想像力 ”でいっぱいにすること。オリジナル商品はすべて自社で企画開発し、

日本の町工場の協力を得ながら、環境に配慮した素材で製造しています。今までにないアイデアと遊び心あ

ふれる世界をどうぞお楽しみください！☆

SUGAI  WORLD,  founded in  2011 in  Tokyo,  is  a  t iny design gift  maker  with a  playful  mind.  

SUGAI WORLD's history began with the fun sticky note named Mustache-it, mustache-shaped 

sticky notes.  Playful products of SUGAI WORLD are now sold at museum shops and concept 

stores across the world. SUGAI WORLD products are made from recyclable materials.

［ スガイワールドとは ］

About  SUGAI WORLD

［Clip family］クリップファミリー

商品名：クリップファミリー
本体価格 ：￥480＋税
発注ロット：10
内容：5個入り
本体サイズ：W27×H62×D1(mm)
パッケージサイズ：W100×H150×D8(mm)
重さ（パッケージ含む）：10g 
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本

Product name：Clip family
Packing unit：10
Product Dimensions：W27×H62×D1(mm)
Package Dimensions：W100×H150×D8(mm)
Weight：10g
Material：Fiber paper
Made in Japan

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

好きな形に曲げて遊べる新感覚の紙クリップ

「クリップファミリー」に新しい仲間が登場しました！新しい仲間は、
ご要望の多かったイヌ、ウサギ、パンダなど計6種類。「クリップファ
ミリー」は、書類を留めるクリップや、本や手帳のブックマークとして
使うことはもちろん、5分水に浸けると、好きな形に曲げて遊ぶことも
できる新感覚の紙クリップです。スマートフォンで撮影して遊んだり、
ちょっとしたお礼やプチギフトにも最適です。

"Clip family"  is  a  new type paper cl ip which you can use not only  
as  a  normal  c l ip or  bookmark,  but also bend it  by dipping in the 
water  for  5  minutes.  I t  can hold a pose,  s itt ing on a pen stand and 
can be a key hook.  You can take a fun picture with cl ips and it  
perfectly  suits  as  a  gift .

クロイヌ　　10個　　各￥480　　￥4,800

クロウサギ　10個　　各￥480　　￥4,800

パンダ　　　10個　　各￥480　　￥4,800

シロイヌ　　10個　　各￥480　　￥4,800

シロウサギ　10個　　各￥480　　￥4,800

シロクマ　　10個　　各￥480　　￥4,800

タイプ 個数 本体価格 合計

総合計　￥28,800＋税ボードサイズ：W320×H410×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

クリップファミリーアニマルセット（つり下げ式） 品番）SW-C4-SETB

クリップファミリーアニマルセット（スタンド式） 品番）SW-C4-SETS

Suspend type

［SW-C4-SETS］

ASSORTED

［SW-C4-SETB］

Stand type

クロイヌ　　SW-CF-KI　 4580316970830

クロウサギ　SW-CF-KU　4580316970847

パンダ　　　SW-CF-PD　4580316970854

シロイヌ　　SW-CF-SI　 4580316970861

シロウサギ　SW-CF-SU　4580316970878

シロクマ　　SW-CF-SK　4580316970885

クリップ や ブックマークとして
使ったり

Use as paperclip or 
bookmark.

5分、水に浸けると

Put in water for 5min,
好きな形に曲げて
遊ぶこともできます。

You can change
the pose.

#クリップファミリー

とてもユニークな写真が集まっています。
ぜひご覧下さい。※ 2017年 2月 10日 発売！

Hello!
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貼ったモノが猫に見える愉快な付箋

［Cat’s nose it］猫ひげ付箋

Product name：Cat’s nose it
Packing unit：10
Sheet：20
Product Dimensions：W92×H113×D2(mm)
Package Dimensions：W100×H150×D8(mm)
Weight：10g
Material：Paper
Made in Japan

商品名：猫ひげ付箋
希望小売価格 ：￥480＋税
発注ロット：10
本体サイズ：W92×H113×D2(mm)
パッケージサイズ：W100×H150×D3(mm)
内容：20枚入り
重さ（パッケージ含む）：10g 
材質：紙
製造国：日本

シロ　　SW-NH-SR　　4580316970779

クロ　　SW-NH-KR　　4580316970786

ミケ　　SW-NH-MK　　4580316970793

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

サバシロ　SW-NH-SS　　4580316970809

チャシロ　SW-NH-CS　　4580316970816

ハチワレ　SW-NH-HW 　4580316970823

猫ひげ付箋　シロ　　　10個　各￥480　￥4,800

猫ひげ付箋　クロ　　　10個　各￥480　￥4,800

猫ひげ付箋　ミケ　　　10個　各￥480　￥4,800

猫ひげ付箋　サバシロ　10個　各￥480　￥4,800

猫ひげ付箋　チャシロ　10個　各￥480　￥4,800

猫ひげ付箋　ハチワレ　10個　各￥480　￥4,800

タイプ 個数 本体価格 合計

猫ひげ付箋セット（つり下げ式）

総合計　￥28,800＋税ボードサイズ：W320×H410×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-NH-SETB
猫ひげ付箋セット（スタンド式） 品番）SW-NH-SETS

「猫ひげ付箋」は、猫の愛らしい口元のかたちをした付箋です。付箋として
コップや本に貼ると、貼ったモノが猫のように見えたり、鉛筆やボールペン
に貼って鼻に当てると、変装して遊ぶこともできる愉快な付箋です。台紙は
自立し、机の上に飾っておくことが可能です。「猫ひげ付箋」を机の上に
飾っておけば、いつでも愛猫がそばにいる気持ちを味わうことができます。

Cute cat  whiskers  become fun st icky notes.  They can be used as 
st icky notes and presto!  They wil l  make cups or  smartphones look 
l ike a  cute cat!  The note mat is  self-standing and can be displayed 
on desks.  By placing your “Cat’s  nose it”  on the desk,  you can feel  
as  though your lovely cat  is  always beside you.

Suspend type

［SW-NH-SETS］

ASSORTED

［SW-NH-SETB］

Stand type

I'm happy 
to meet you.

on your mug

on your pencilon your book

［Clip family］クリップファミリー

商品名：クリップファミリー
本体価格 ：￥480＋税
発注ロット：10
内容：5個入り
本体サイズ：W27×H62×D1(mm)
パッケージサイズ：W100×H150×D8(mm)
重さ（パッケージ含む）：10g 
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本

Product name：Clip family
Packing unit：10
Product Dimensions：W27×H62×D1(mm)
Package Dimensions：W100×H150×D8(mm)
Weight：10g
Material：Fiber paper
Made in Japan

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

好きな形に曲げて遊べる新感覚の紙クリップ

「クリップファミリー」は、書類を留めるクリップや、本や手帳のブッ
クマークとして使うことはもちろん、5分水に浸けると、好きな形に曲
げて遊ぶこともできる新感覚の紙クリップです。形を変えることによ
り、ポーズをとることや、ペンスタンドに引っ掛け、輪ゴムをかけるこ
とも可能です。スマートフォンで撮影して遊んだり、ちょっとしたお礼
やプチギフトにも最適です。

"Clip family"  is  a  new type paper cl ip which you can use not only  
as  a  normal  c l ip or  bookmark,  but also bend it  by dipping in the 
water  for  5  minutes.  I t  can hold a pose,  s itt ing on a pen stand and 
can be a key hook.  You can take a fun picture with cl ips and it  
perfectly  suits  as  a  gift .

マン　　　　10個　　各￥480　　￥4,800

ガール　　　10個　　各￥480　　￥4,800

キャット　　10個　　各￥480　　￥4,800

クロネコ　　10個　　各￥480　　￥4,800

モンキー　　10個　　各￥480　　￥4,800

ベアー　　　10個　　各￥480　　￥4,800

タイプ 個数 本体価格 合計

総合計　￥28,800＋税ボードサイズ：W320×H410×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

クリップファミリーセット（つり下げ式） 品番）SW-C2-SETB

クリップファミリーセット（スタンド式） 品番）SW-C2-SETS

Suspend type

［SW-C2-SETS］

ASSORTED

［SW-C2-SETB］

Stand type

クリップ や ブックマークとして
使ったり

5分、水に浸けると 好きな形に曲げて
遊ぶこともできます。

1 . 2. 3.

マン　　　SW-CF-CM　　4580316970489

ガール　　SW-CF-CG　　4580316970496

キャット　SW-CF-CC　　4580316970502

クロネコ　SW-CF-KN　　4580316970519

モンキー　SW-CF-MK　　4580316970526

ベアー　　SW-CF-BA　　4580316970533

メディア掲載実績
ヒルナンデス！（日テレ）
王様のブランチ（TBS）ほか 多数

BIG

HIT !



1.

2.

Page｜03

自撮りや集合写真で役立つボールペン

Hot
item !

めがね　SW-HP-MN　　4580316970410

ひげ　　SW-HP-HG  　  4580316970427

ほし　　SW-HP-HS        4580316970434

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

ねこ　　SW-HP-NK　　 4580316970441

ハート　SW-HP-HT　　 4580316970458

商品名：変装ペン
メーカー希望小売価格 ：￥800＋税
発注ロット：5
本体サイズ：W37×H190×D8(mm)
パッケージサイズ：W60×H250×D8(mm)
重さ（パッケージ含む）：10g
材質 ：紙
製造国：日本
ボールペン：黒　※替芯可

Product name：Photo props pen
Packing unit：5
Product Dimensions：W37×H190×D10(mm)
Package Dimensions：W60×H250×D10(mm)
Weight：13g
Material：Paper
Made in Japan

めがね　　5個　　各￥800　　￥4,000
ひげ　　　5個　　各￥800　　￥4,000
ほし　　　5個　　各￥800　　￥4,000
ねこ　　　5個　　各￥800　　￥4,000
ハート　　5個　　各￥800　　￥4,000

タイプ 個数 本体価格
合計

変装ペンセット（つり下げ式）
変装ペンセット（スタンド式）

総合計　￥20,000＋税ボードサイズ：W320×H358×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-HP-SETB

品番）SW-HP-SETS

Suspend type

［SW-HP-SETS］

ASSORTED

［SW-HP-SETB］

Stand type

［Photo props pen］変装ペン

「変装ペン」は、いつでもどこでも変装できる愉快な“ペン”です。ペン
として使うことはもちろん、集合写真などでサッと「変装ペン」を取り
出し、変装すれば、愉快な写真を撮影することができます。本体は折り
たたみが可能。胸ポケットに入れて持ち歩いたり、ノートや本に挟んで
持ち歩くこともできます。本体はリサイクルペーパーでできており、環
境に配慮した素材を使用しています。結婚式やお祝いのときなど、
ちょっとしたプレゼントとしても最適です。日本製です。

"Photo props pen" is a fun pen that allows you to disguise yourself when-
ever and wherever you like. Apart from serving its function as a pen, 
Photo props pen promises to bring you loads of fun and joy in a myriad of 
situations. When taking pictures for instance,  you will be able to share 
enjoyable moments with your family and friends by transforming your-
selves into something different with Photo props pen. 
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© SUGAI WORLD Inc.
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替芯（￥150＋税）SW-KT-KS  4580316970465

1. 2.

good nice!

MN HG HS NK HT

  メディア掲載実績
［TV］めざましテレビ（フジテレビ）、イチオシ！モーニング（北海道テレビ）
［雑誌］趣味の文具箱 vol.33（エイ出版社）、kodomoe（白泉社）、装苑（文化出版局）他多数

丸めがね　SW-FB-MM　4580316970175

クロブチ　SW-FB-KB 　 4580316970205

ザーマス　SW-FB-ZM 　4580316970199

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

アカブチ　SW-FB-AB　4580316970724

ひげ　　　SW-FB-HG　4580316970212

使って愉快な変装できるしおり

［Face&Bookmark］変装しおり

パシャ
！

nice  !

Product name：Face&Bookmark
Packing unit：5
Product Dimensions：W50×H140×D0.3(mm)
Package Dimensions：W70×H193×D2.5(mm)
Weight：7g
Material：PET
Made in Japan

商品名：変装しおり
メーカー希望小売価格：￥800＋税
発注ロット：5
本体サイズ ：W50×H140×D0.3(mm)
パッケージサイズ：W70×H193×D2.5(mm)
重さ（パッケージ含む）：7g 
材質：（本体：PET、パッケージPP、台紙：紙）
製造国：日本

キラキラ　SW-FB-KK 　4580316970229

ハート　　SW-FB-HT　 4580316970731

ネコ　　　SW-FB-NK　4580316970748

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

キリリ　SW-FB-KR　4580316970755

カブキ　SW-FB-KA　4580316970762

「変装しおり」は、ふとした瞬間に即座に変装できる便利な“しおり”です。
本に挟んで“しおり”として使うことはもちろん、集合写真でサッと変装しお
りを取り出し、変装すれば、愉快な写真を撮影することができます。

"Face & Bookmark" is  a  bookmark,  this  helpful  accessory can serve 
as  an instant and playful  disguise.  Use it  to avoid people encoun-
tered at  an inopportune moment,  change your appearance,  or  
cheer up a sad fr iend by making them laugh.

変装しおり マンガセット

変装しおり マンガセット

変装しおりめがねセット（つり下げ式）

総合計　￥20,000＋税

総合計　￥20,000＋税
ボードサイズ：W320×H310×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-FB-GSETB
変装しおりめがねセット（スタンド式）

品番）SW-FB-GSETS

Suspend type

［SW-FB-GSETS］

［SW-FB-GSETB］

Stand type

ASSORTED

変装しおりマンガセット（つり下げ式）
品番）SW-FB-MSETB

変装しおりマンガセット（スタンド式）
品番）SW-FB-MSETS

Suspend type

［SW-FB-MSETS］

ASSORTED

［SW-FB-MSETB］

Stand type

KK HT NK KR KA MM KB ZM AB HG

変装しおり めがねセット

変装しおり めがねセット

変装しおり 5種×各5個

変装しおり 5種×各5個
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人形遊びができる愉快なボールペン

［Puppet pen］パペットペン

商品名：パペットペン
メーカー希望小売価格：￥900＋税
発注ロット：5
本体サイズ：W30×H255×D10(mm)
パッケージサイズ：W60×H325×D10(mm)
重さ（パッケージ含む）：20g
材質 ：紙
※木製ペンスタンド付き
※替芯可
製造国：日本

Product name：Puppet Pen
Packing unit：5
Product Dimensions：W30×H255×D10(mm)
Package Dimensions：W60×H325×D10(mm)
Weight：20g
Material：Paper
※Attached wooden pen-stand
※Refillable
Made in Japan1.

Hello !
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社長　　SW-PP-SC　　4580316970250

ひめ　　SW-PP-HM　　4580316970267

ピエロ　SW-PP-PR　　4580316970274

タイプ 品番 JAN

パペットペン　社長　　5個　各￥900　￥4,500

パペットペン　ひめ　　5個　各￥900　￥4,500

パペットペン　ピエロ　5個　各￥900　￥4,500

パペットペン　ハカセ　5個　各￥900　￥4,500

パペットペン　画家　　5個　各￥900　￥4,500

タイプ 個数 本体価格 合計

タイプ 品番 JAN

for a gif t

Nice !

SC HM PR HS GK

「パペットペン」は、ペンの先にパペット（操り人形）が付いた遊べる
ペンです。パペットペンがあなたの代わりに、手や体を動かし、挨拶し
たり、謝ったり、おどけたりします（※手動です）。パペットペンで気
持ちを伝えれば、緊張感のあるオフィスも、ちょっと愉快なオフィスに
変わるかもしれません。付属の木製ペンスタンドに立てて飾っておくこ
とも可能です。職場を異動する方や、誕生日の方へのプレゼント、二つ
セットにして結婚祝いのプレゼントにも最適です。日本製です。専用替
芯もあります。

"Puppet Pen"  is a ball-point pen with a comical puppet on top.  You 
move the puppet ’s arms up or down to playfully communicate greet-
ings ,  sor r y,  e tc .   Let  i t  p lay  the c lown ins tead of  you .   Stage the 
puppet to amuse your office, school or home with a bit of whimsy.  Of 
course it ’s a useful ball-point pen too.  A wooden stand is included for 
you to display the puppet pen.  This would make a fun addition for 
birthdays, weddings, a colleague transferred to other workplace, and 
so on. Made in Japan.

パペットペンセット（つり下げ式）
パペットペンセット（スタンド式）

総合計　￥22,500＋税ボードサイズ：W320×H410×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-PP-SETB

品番）SW-PP-SETS

Suspend type

［SW-PP-SETS］
ハカセ　SW-PP-HS　　4580316970281

画家　　SW-PP-GK　　4580316970298

替芯（￥150＋税）SW-KT-KS  4580316970465

ASSORTED

［SW-PP-SETB］

Stand type

2.

Wow!

宇宙　　SW-TR-UC　　4580316970311

そら　　SW-TR-SR  　　4580316970328

うみ　　SW-TR-UM　   4580316970335

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

世界　　SW-TR-SE　　4580316970342

太古　　SW-TR-TK　　4580316970359

憧れの旅気分を味わえる定規

［Travel ruler］トラベルーラー

商品名：トラベルーラー
メーカー希望小売価格 ：￥800＋税
発注ロット：5
本体サイズ：W37×H190×D8(mm)
パッケージサイズ：W60×H250×D8(mm)
重さ（パッケージ含む）：13g
材質 ：PET
製造国：日本

Product name：Travel ruler
Packing unit：5
Product Dimensions：W37×H190×D10(mm)
Package Dimensions：W60×H255×D10(mm)
Weight：13g
Material：PET
Made in Japan

トラベルーラーは、ロケットや気球、潜水艦、飛行機、UFO などの乗り
物が描かれた矢印を動かし長さを測ったり、その乗り物に乗った気分を想
像して楽しむこともできる定規です。乗り物が描かれた矢印をスライドさ
せることにより、まるで自分が宇宙や空、深海や恐竜時代などを旅してい
るかのような気持ちを味わうことができます。普通の定規としてご利用頂
けますが、矢印をスライドさせ、計ったところを記録させることもできま
す。トラベルーラーでぜひ憧れの宇宙旅行や世界旅行、深海探査や恐竜時
代への旅気分をお楽しみください。

"Travel  ruler"  is  a  ruler  which shows both a normal  centimetre 
scale and a condensed expansive scale l ike the univers,  sky,  deep 
ocean,  and t ime to fires up your imagination.
You can record the length by s l iding the arrow with a machine on 
the ruler ,  and also imagine that  you are r iding the machine and 
travel ing.  Enjoy your small  univers  in your hand.

トラベルーラー　宇宙　5個　各￥800　￥4,000

トラベルーラー　そら　5個　各￥800　￥4,000

トラベルーラー　うみ　5個　各￥800　￥4,000

トラベルーラー　世界　5個　各￥800　￥4,000

トラベルーラー　太古　5個　各￥800　￥4,000

タイプ 個数 本体価格 合計

トラベルーラーセット（つり下げ式）
トラベルーラーセット（スタンド式）

総合計　￥20,000＋税ボードサイズ：W320×H358×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-TR-SETB

品番）SW-TR-SETS

Suspend type

［SW-TR-SETS］

ASSORTED

［SW-TR-SETB］

Stand type

Sl ide 

the machine !Draw a l ine !

1.

Use as a  straightedge to draw l ines Imagine that  you are r iding a machine

定規として使ったり
乗り物を動かして
遊ぶこともできます

UC SR UM SE TK



リボンの勲章「ロゼット」の形をした付箋

［Rosette-it］ロゼットふせん

商品名：ロゼットふせん
メーカー希望小売価格：￥500＋税
発注ロット：10
付箋枚数：20枚
本体サイズ：W80×H125×D7(mm)
パッケージサイズ：W88×H150×D7(mm)
重さ（パッケージ含む）：12g 
材質：（本体・台紙：紙、パッケージPP）
製造国：日本

1.

write
 a message

Dear
Friend

Souvenir
for you

3.

paste it
Let’s

Merci
Thank you

Gracias

2.

double up

Merci

Thank you

Gracias

Product name：Rosette-it
Packing unit：10
Sheet：20
Product Dimensions：W80×H125×D7(mm)
Package Dimensions：W88×H150×D7(mm)
Weight：12g
Material：Paper
Made in Japan

ピンク　　SW-RF-PK　4560319244800

ネイビー　SW-RF-NV　4560319244817

カラー 品番 JAN

グリーン　SW-RF-GR　4560319244824

クリーム　SW-RF-CM　4560319244831

カラー 品番 JAN

ロゼットふせん　ピンク　　10個　各￥500　￥5,000

ロゼットふせん　ネイビー　10個　各￥500　￥5,000

ロゼットふせん　グリーン　10個　各￥500　￥5,000

ロゼットふせん　クリーム　10個　各￥500　￥5,000

タイプ 個数 本体価格 合計

ロゼットセット（つり下げ式）
ロゼットセット（スタンド式）

総合計　￥20,000＋税ボードサイズ：W320×H256×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-RF-SETB

品番）SW-RF-SETS

「ロゼットふせん」はリボンの勲章「ロゼット」の形をした付箋です。
「ロゼット」は海外では称えるシンボルとして贈られます。何かを成し
遂げた人に、友人のお誕生日に、ちょっとした気持ちを伝えられるロ
ゼットです。なんでもない日でもロゼットふせんを使えば、毎日が
ちょっと特別な日に生まれ変わります。中にメッセージを書き、二つ折
りにすると本物のロゼットのような形になります。元となったロゼット
の制作は、日本のロゼット界の第一人者WHYTROPHYさんです。

"Rosette-it"  is  a  rosette shaped st icky note.  You can post  your 
l i tt le  messages in it  and express your thanks or  honor to some-
one.  Makes up your gift  wrapping with "Rosett- it  " !   The master  
rosette is  made by WHYTROPHY.  Made in Japan.
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Rosste-it Rosste-it Rosste-it Rosste-it

Suspend type

［SW-RF-SETS］

ASSORTED

［SW-RF-SETB］

Stand type

［Mustache-it］ひげ&めがね付箋

商品名：ひげ付箋、めがね付箋
希望小売価格：カラー各￥380＋税
※ブラック￥400＋税
発注ロット：10
付箋枚数：20~30枚　※ブラック20枚
付箋サイズ：W83×H28×D2.5(mm)
パッケージサイズ：W100×H150×D3(mm)
重さ（パッケージ含む）：13g 
材質：台紙と付箋（紙）、外装（PP）
製造国：日本

on your apple

on your book

Product name：Mustache-it　Glasses-it
Packing unit：10
Sheet：20-30 ※Black20
Sheet Dimensions：W83×H28×D2.5(mm)
Package Dimensions：W100×H150×D3(mm)
Weight：13g
Material：Paper
Made in Japan

ブルー　　SW-HF-BL　4580316970014

イエロー　SW-HF-YL　4580316970021

ブラック　SW-HF-BK　4580316970038

カラー 品番 JAN

ブルー　　SW-MF-BL　4580316970069

イエロー　SW-MF-YL　4580316970076

ピンク　　SW-MF-PK　4580316970083

カラー 品番 JAN

Best
seller

貼ったものがヒゲメガネキャラクターに見えてくる不思議な付箋

「ひげ付箋」と「めがね付箋」は、貼って愉快なヒゲとメガネの形をし
た付箋です。付箋として使うことはもちろん、ノートやパソコン、コッ
プなどに貼ると、貼ったモノがかわいいヒゲメガネのキャラクターにな
ります。ヒゲメガネ好きの方や、ヒゲメガネがチャームポイントの方へ
のちょっとしたプレゼントとしても最適です。台紙はスタンド式になっ
ており、デスクの上に立てて飾っておくこともできます。日本製。

"Mustache-it"  is  a  mustache shaped st icky note.  You can st ick it  
on a book,  your PC,  a  cup or  something,  then you wil l  see it  l ike a  
mustache character.  I t  is  ideal  gift  for  a  mustache lover  or  some-
one who has a  mustache.  The body can stand,  so you can decorate 
on your desk.  Made in Japan.  

ひげ付箋　　ブルー　　10個　各￥380　￥3,800

ひげ付箋　　イエロー　10個　各￥380　￥3,800

ひげ付箋　　ブラック　10個　各￥400　￥4,000

めがね付箋　ブルー　　10個　各￥380　￥3,800

めがね付箋　イエロー　10個　各￥380　￥3,800

めがね付箋　ピンク　　10個　各￥380　￥3,800

タイプ 個数 本体価格 合計

ひげ&めがね付箋セット（つり下げ式）

総合計　￥23,000＋税ボードサイズ：W320×H410×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-HF-SETB

ひげ&めがね付箋セット（スタンド式） 品番）SW-HF-SETS

My name is Fu.
Nice to meet you !

My name is Fu.
Nice to meet you ! My name is Fu.

Nice to meet you !

Suspend type

［SW-HF-SETS］

ASSORTED

［SW-HF-SETB］

Stand type

※ブラックは黒い特殊紙を使用しています。

ひげ付箋 めがね付箋
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指輪のかたちをした不思議な輪ゴム

［Soft-Ring］ゆびわゴム

商品名：ゆびわゴム
メーカー希望小売価格：￥380＋税
内容：3個入り
発注ロット：10
本体サイズ：W21×H26×D2.5(mm)
※本体内径16mm（11号相当）
パッケージサイズ：W70×H70×D3(mm)
重さ（パッケージ含む）：4g 
材質：（本体：シリコーン、パッケージPP、台紙：紙）
製造国：中国

Pink Blue

Green Orange

for accessary

for cablefor pen

Product name：Soft Ring（three-pack）
Packing unit：10
Product Dimensions：W21×H26×D2.5(mm)
Package Dimensions：W70×H70×D3(mm)
Weight：4g
Material：Silicon
Made in China（Japanese Company）

ピンク　SW-SR-PK　4580316970151

ブルー　SW-SR-BL　4580316970168

カラー 品番 JAN

グリーン　SW-SR-GR　4580316970236

オレンジ　SW-SR-OR　4580316970243

カラー 品番 JAN

ゆびわゴム　ピンク　　10個　各￥380　￥3,800

ゆびわゴム　ブルー　　10個　各￥380　￥3,800

ゆびわゴム　グリーン　10個　各￥380　￥3,800

ゆびわゴム　オレンジ　10個　各￥380　￥3,800

タイプ 個数 本体価格 合計

ゆびわゴムセット（つり下げ式）
ゆびわゴムセット（スタンド式）

総合計　￥15,200＋税ボードサイズ：W320×H256×D70（mm）
材質：紙　　　Board made from paper

品番）SW-SR-SETB
品番）SW-SR-SETS

「ゆびわゴム」は、指輪のかたちをした不思議な輪ゴムです。指輪は、
堅いイメージのものだけど、そんな堅いイメージの指輪をゴムのように
柔らかくしてみたらとっても便利なものになりました。アクセサリーと
して使うことはもちろん、傘の目印やラッピングに使ったり、ペンや
ケーブルをまとめたり、あると不思議と便利な輪ゴムです。丈夫なシリ
コン製なのでめったなことでは切れません。

"Soft  Ring" is  a  sol itaire r ing shaped si l icon rubber band.  You can 
use it  as  an accessory,  a  marker,  to bundle wires,  and a wrapping 
item. It 's  very convenient and fun!  

for umbrel la

for cable

for gift

for pen

for accessary

Suspend type

［SW-SR-SETS］

ASSORTED

［SW-SR-SETB］

Stand type

世界が虹色に見えるメガネ型のネックレス

［Rainbow glasses］虹色めがね

商品名：虹色めがね
メーカー希望小売価格：￥3,000＋税
発注ロット：1
本体サイズ：W75×H25×D5(mm)
パッケージサイズ：W95×H50×D15(mm)
重さ（パッケージ含む）：18g 
材質：フレーム（アクリル）
製造国：日本
※ブラックとレッドの裏は、べっ甲色です。
　ピンクの裏はイエロー、ゴールドの裏はシルバーです。

Product name：Rainbow glasses
Packing unit：1
Product Dimensions：W75×H25×D5(mm)
Package Dimensions：W95×H92×D5(mm)
Weight：7g
Material：Acryl
Made in Japan

Wow !

ブラック　SW-RB-BK　4580316970366

レッド　　SW-RB-RD　4580316970373

ブラウン　SW-RB-BW　4580316970380

ピンク　　SW-RB-PK 　4580316970397

ゴールド　SW-RB-G 　 4580316970403

カラー 品番 JAN カラー 品番 JAN

「虹色めがね」は、光が虹色に見える特殊なレンズをはめ込んだ、めが
ね型のネックレスです。普段、アクセサリーとして使えることはもちろ
ん、電球や夜景、花火などの光を「虹色めがね」を通して見ると、光が
虹色に輝き出します。創業41年のアクリル専門加工会社（有）三幸の協
力のもと1点1点手作業で製造されています。

創業41年のアクリル専門加工会社
（有）三幸の協力のもと1点1点手
作業で製造されています。

“Rainbow glasses”  is  a  necklace with a mini  glasses which has 
special  lenses that  make any l ights  shine in rainbow colors.  I t  wi l l  
shine in rainbow colors  when you look at  a  l ight bulb,  a  night 
view,  and a hanabi  (fireworks)  through “Rainbow glasses”!  Not to 
mention,  you can wear it  as  an accessory for  your dai ly  use.  The 
frame is  made from japanese-made acryl ic .

Wow !



［ 会社概要 ］

Web、Facebook、Twitter、 Instagramにてスガイワールドの最新情報を配信中です！

スガイワールド 検索

｜メディア掲載歴
［TV］ヒルナンデス！（日テレ）、まちかど情報室（NHK）、王様のブランチ（TBS）、めざましテレビ（フジテレビ）、WBS（テレビ東京）
［新聞］The Japan T imes、朝日新聞、日本経済新聞、日経流通新聞、関西文具時報
［雑誌］BRUTUS、GINZA、OZマガジン、愛しの文房具、METROPOLIS、anan
［書籍］DESIGNER ’S FILE、こだわりのブックカバーとしおりの本ほか多数

Company prof i le

SUGAI WORLD, Inc.
A d r e s s ：202,  2-12-4 Yoga,  Setagaya-ku,  Tokyo 158-0097 Japan
U　R　L：http://www.sugai-world.com
Tel  /  Fax：＋81-3-5716-1963
e ‒ mail  ：miyusugai@gmail .com
Bank transfer：Sumitomo Mitsui  Banking Corporation
＊We can ship overseas.  Please contact  us for  more detai ls .

商　　号：株式会社スガイワールド
創　　業：2011年9月1日
設　　立：2014年5月20日
住　　所：158-0097 東京都世田谷区用賀2-12-4-202
代　　表：須貝　悠
事業内容：デザインギフトの企画、製造、卸、輸出
U　R　L：http://www.sugai-world.com
Tel  /  Fax：03-5716-1963（平日 9：00～18：00）
e ‒ mail  ：yu@sugai-world.com
取引銀行：三井住友銀行　二子玉川支店
加　　入：東京商工会議所、PL保険、東京都中小企業振興公社登録デザイナー
主要取引先：株式会社日東商会（エコール流通グループ）／株式会社アミング／株式会社トーハン／株式会社ふたば書房／丹波屋株式会社
株式会社グラビティー／株式会社ラスタックス／株式会社C&L／加藤憲G.R.S.株式会社／株式会社アムス他（敬称略／順不同）

［ 商品に関するお問合せ ］ 03-5716-1963（担当：須貝） yu@sugai -world.com

+81-3-5716-1963（Miyuki） miyusugai@gmail .com

CEO /  Designer
須貝　悠 / Yu Sugai　製品開発、製品管理、広報 担当
1980年山形県生まれ。多摩美術大学 情報デザイン学科卒業。デザインコンサルティング会社、メーカーの商品部を
経て、2011年、遊び心あふれる製品開発を行う「SUGAI WORLD（スガイワールド）」の活動をスタート。「世界
にもっと夢と想像力を！」をミッションに商品の企画デザイン、コンサルタントを行う。
Born in Yamagata prefecture,  1980.  Graduated from Tama Art  University,  majored in information design.  
He has launched his  own company “SUGAI WORLD” after  working for  design company and hobby craft  
company.  He is  working for  his  strong idea “  creating design that  gives dream”.  He is  hoping that  he can 
create design which can give imagination and dream to the world.

Overseas Sales Manager
須貝　美由紀 / Miyuki  Sugai　経理、出荷、海外事業 担当
1981年北海道生まれ。2004年文化女子大学服装学部卒業。フランス語学留学を経て、アパレル会社やインテリアシ
ョップで企画や仕入れを経験する。スガイワールドでは、主に経理と海外取引を担当。セミオーダーの服飾ブラン
ドmadame pomme（マダムポム)事業部としても活動中。
Born in hokkaido prefecture,  1981.  Graduated from Bunka Gakuen University,   the Faculty of  Fashion 
Science.  After  a  study in france,  worked in an apparel  company and an interior  shop as a  designer and 
buyer.  She handle the overseas sales of  SUGAI WORLD, and also as  a  designer of  “madame pomme”,  
semi-order clothing l ine.

PR Manager
ミスターワールド / Mr.World　広報 担当
1955年 ニューヨーク生まれ。数々のベンチャー企業の支援を経験したのち、2015年 株式会社スガイワールドのPR
マネージャーに就任。偶然出会ったスガイワールドの遊び心あふれる商品に惚れ込み、それらを世界中に広めるた
めに来日。起業家支援、アイデアの創出、マーケティング及びセールスが専門。You t u b eチャンネルSUGA I 
WORLD TVにてレギュラー出演中！
Born in NY,  1955.  He is  the SUGAI WORLD’s  mascot.  His  mission is  to expand SUGAI WORLD’s  products  
worldwide.  His  specialty  is  support  an entrepreneur,  the generation of  a  new idea and marketing.

［ For Oversea s Sales ］

本紙

このカタログは、リサイクル可能な紙を使用しています。
This catalog is made from recyclable paper.
Designed by SUGAI WORLD Inc. Printed in Japan.

www.sugai -world.com
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