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New
Item

KN SU PD

クリップ&カードmini

商品名：クリップ&カードmini
希望小売価格：360円＋税
発注ロット：10
本体サイズ：W70×H95mm×D1mm
パッケージサイズ：W75×H97×D2mm
重さ（パッケージ含む）：5 g
内容：カード1枚、クリップ1個、ミニ封筒 
本体材質：カードと封筒：紙、クリップ：ファイバー紙
製造国：日本
発売予定日：2022年7月22日

Product Name：Clip & Card mini
MOQ：10
Product Dimensions：W70×H95mm×D1mm
Package Dimensions：W75×H97×D2mm
Weight：5g
Contents：1 Card, 1 Clip, 1 Envelope
Material：Card,Envelope：Paper,
                    Clip：Natural Fiber Paper
Made in Japan

ユニークな紙クリップが付いたミニバースデーカード

「クリップ&カードmini」は、動物型クリップが付いたミニバースデー
カードです。メッセージを贈るだけではなく、クリップを使ってブーケ
やギフトにカードを留めたり、贈った相手にクリップを使って楽しんで
もらうことができます。クリップは、プラスチックのように硬く丈夫で
ありながら、95％以上が天然繊維の特殊紙。生分解性なので、脱プラ、
SDGsを推進するエコフレンドリーな商品です。

"Clip & Card mini"  comes as a  set  of  a  mini  greeting card and a 
paper cl ip.  Using the paper cl ip,  you can attach the card to a  gift  
or  a  bouquet.  The paper cl ip wil l  a lso be a l i tt le  gift  for  your 
recipient.

タイプ 品番 JAN

クロネコ　　SW-CM-KN 4580316971370

シロウサギ　SW-CM-SU 4580316971387

パンダ　　　SW-CM-PD 4580316971394

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-CM3H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-CM3S

※初回合計30個ご注文に付き1点無料

Clip & Card mini Display

Free with 1st order of 30 units
Material : Paper
Size : W320×H205×D70 mm

クリップ や ブックマークとして。 5分、水に浸けると、 好きな形に曲げて遊べます。

Use as a paperclip or 
a bookmark.

Put in water for 5min, You can change
the pose.

-Clip&Card mini

SUGAI WORLD（スガイワールド）は、2011 年に東京でスタートした、遊び心溢れる商品を企画、製造するメー

カーです。オリジナル商品は、すべて自社で企画デザインし、できるだけ環境に配慮した素材で製造してい

ます。スガイワールドの想像力豊かな商品は、日本全国をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界

15カ国以上のミュージアムショップ、書店、ギフトショップなどでも扱われており、世界中から注目されてい

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 design gift maker with a playful attitude. Made 

in Japan using eco-friendly materials,  our playful  products are now sold at  l i festyle shops,  

museum stores,  and similar shops around the world. Enjoy SUGAI WORLD with a playful and 

happy attitude!

［ スガイワールドとは ］

About  SUGAI WORLD



Page｜02

タイプ 品番 JAN

コアラ SW-CF-KA　　4580316971349

カワウソ SW-CF-KU　　4580316971356

トラ SW-CF-TR　　4580316971363

キャット　　SW-CF-CC　4580316970502

シロウサギ　SW-CF-SU　4580316970878

タイプ 品番 JAN タイプ 品番 JAN

パンダ　　　SW-CF-PD　4580316970854

ペンギン　　SW-CF-PG　4580316971134

ナマケモノ　SW-CF-NM　4580316971158

タイプ 品番 JAN

クロネコ　SW-CF-KN　　4580316970519

モンキー　SW-CF-MK　　4580316970526

ベアー　　SW-CF-BA　　4580316970533

-Clip Familyクリップファミリー

商品名：クリップファミリー
希望小売価格：￥480＋税
発注ロット：10
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）：8 g
内容：5個入り
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本

Product Name：Clip Family (set of 5)
MOQ：10
Product Dimensions：W27×H62×D1 mm
Package Dimensions：W100×H150×D8 mm
Weight：8 g
Material：Natural Fiber Paper
Made in Japan

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。

Clip Family is  a  new type of  paper cl ip made of  natural  fiber paper.  
In  addit ion to its  use as  a  regular  c l ip or  a  bookmark,  you can also 
bend it  by dipping in water  for  5  minutes.  I t ’s  a  paper cl ip with 
added possibi l i t ies!

メディア掲載実績：
［TV］まちかど情報室（NHK）、
ヒルナンデス！（日テレ）、
王様のブランチ（TBS）ほか 多数

Best
Seller

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-CAT3H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-CAT3S

つり下げ式什器　SW-POP-CAT6H
スタンド式什器　SW-POP-CAT6S
Size : W320×H410×D70 mm

※合計30個ご注文に付き1点無料

Clip Family Display

Free with 1st order of 30 units
Material : Paper
Size : W320×H256×D70 mm

※6種がけタイプもございます。

クリップ や ブックマークとして。 5分、水に浸けると、 好きな形に曲げて遊べます。

Use it as a paperclip 
or a bookmark. 

Put i t in water for
5 minutes.

You can change 
its shape.

KA KU TR

KN MK BA
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商品名：アニマルハグ（２個入）
希望小売価格：480円＋税
発注ロット：10
本体サイズ：W66×H42×D1 mm
パッケージサイズ：W78×H88×D2 mm
重さ（パッケージ含む）：5 g
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本
※マスキングテープ標準サイズ
（15mm幅×10m巻き）専用

Product Name：Animal Hug (set of 2)
MOQ：10
Product Dimensions：W66×H42×D1 mm
Package Dimensions：W78×H88×D2 mm
Weight：5 g
Material：Natural Fiber Paper
For washi tape 15mm×10m
Made in Japan

タイプ 品番 JAN

コアラ　　 SW-AH-KA　4580316971318

ハムスター SW-AH-HS　4580316971325

トラ　　　 SW-AH-TR　 4580316971332

-Animal Hugアニマルハグ
動物が抱きしめる形をしたマスキングテープカッター 

「アニマルハグ」は、マスキングテープに装着しテープをカットするこ
とはもちろん、フィギュアのように机に飾ることもできる、新感覚の
テープカッターです。両足部分を優しく曲げてテープに装着すると、お
尻部分のカッターでテープをカットすることができます。

Animal  Hug is  an animal-shaped portable washi  tape dispenser.  
Rip the tape with the jagged edge located on the animals  bottom. 
　 Attached to your favorite tape,  i t  becomes a fun l i tt le  tabletop 
decoration.

HS TR KA

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-AH6H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-AH6S

※合計30個ご注文に付き1点無料

Animal Hug Display

Free with 1st order of 30 units
Material : Paper
Size : W320×H256×D70 mm

つり下げ式什器　SW-POP-AH9H
スタンド式什器　SW-POP-AH9S
Size : W320×H358×D70 mm

※9種がけタイプもございます。

メディア掲載実績：
［TV］日本テレビ「ヒルナンデス」
　　　など多数

タイプ 品番 JAN

クロネコ　SW-AH-KN　 4580316971165

モンキー　SW-AH-MK　4580316971172

ベアー　　SW-AH-BA　 4580316971189

タイプ 品番 JAN

シロネコ　　SW-AH-SN　4580316971196

シロウサギ　SW-AH-SU　4580316971202

シロクマ　　SW-AH-SK　4580316971219

タイプ 品番 JAN

グレーネコ　　SW-AH-GN　 4580316971226

グレーウサギ　SW-AH-GU　 4580316971233

ナマケモノ　　SW-AH-NM　4580316971240

文房具屋さん
大賞

2020、2021
入賞！

後ろ足、前足の順に
ゆっくり曲げて留める

テープを手前に
素早くカット！

Slowly bend and 
attach the legs. 

Pull up and rip
the tape swiftly.

▶

KN MK BA

1 2

SN SU SK

3 45

GN GU NM
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-Earphone Buddyイヤホンバディー

商品名：イヤホンバディー
希望小売価格：580円＋税
発注ロット：5
本体サイズ：W40×H77×D1 mm
パッケージサイズ：W85×H153×D1 mm
重さ（パッケージ含む）：6 g
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本

Product Name：Earphone Buddy
MOQ：5
Product Dimensions：W40×H77×D1 mm
Package Dimensions：W85×H153×D1mm
Weight：6 g
Material：Natural Fiber Paper
Made in Japan

タイプ 品番 JAN

ケーブルが絡まるイライラを解消してくれる可愛い相棒

「イヤホンバディー」は、動物の形をしたイヤホン用のケーブルホル
ダーです。体にクルクルとケーブルを巻き、腕の間にケーブルの端を留
めると、簡単にケーブルを収納することができます。本体は2gと大変軽
く、イヤホンに付けたままぶら下げても邪魔になりません。フックなど
に足を引っ掛け、ぶら下げて収納することもできます。

Earphone Buddy is  an animal  shaped cable holder which keeps 
your earphones t idy,  never to be tangled again.  Made of  
eco-fr iendly fiber paper,  the Earphone Buddy is  a  lovely gift  for  
yourself ,  f r iends,  or  family.  

クロネコ　　SW-EB-KN 　4580316971103

ナマケモノ　SW-EB-NM　4580316971110

パンダ　　　SW-EB-PD 　4580316971127

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-EB3H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-EB3S

Earphone Buddy Display

Material : Paper
Size : W320×H256×D70 mm

KN NM PD

-Animal Hookアニマルフック

商品名：アニマルフック
希望小売価格：480円＋税
発注ロット：5
本体サイズ：W37×H100×D1 mm
パッケージサイズ：W72×H130×D1 mm
重さ（パッケージ含む）：5 g
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本

Product Name：Animal Hook
MOQ：5
Product Dimensions：W37×H100×D1 mm
Package Dimensions：W72×H130×D1mm
Weight：5 g
Material：Natural Fiber Paper
Made in Japan

タイプ 品番 JAN

マスクフックにもなる多機能フック

「アニマルフック」は、S字フックのように、小物をひっかけ吊り下げ
たり、本のしおりとしても機能する、動物型多機能フックです。動物の
手としっぽにマスクのゴムを引っ掛け、マスクフックとしても使用でき
ます。本体は生分解性の特殊紙製で、環境に優しい製品です。重さはわ
ずか2gと軽量でコンパクトなため、持ち運びにも便利です。

Animal  Hook is  a  fun animal-shaped multi-purpose hook.  You can 
use it  as  an accesory hook,  purse key hook or  as  a  bookmark.  To 
use it  as  an ear  saver,  just  hook the elastic  bands of  a  face mask to 
the animal’s  hand and tai l .  

モンキー　　SW-AK-MK　 4580316971295

ナマケモノ　SW-AK-NM 　4580316971301

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-AK3H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-AK3S

Animal Hook Display

Material : Paper
Size : W320×H205×D70 mm

MK NM

シロクマ　SW-CC-SK　4580316971028

ベアー　　SW-CC-BA　4580316971059

タイプ 品番 JAN

スタンド式什器　Stand　　SW-POP-CC2S

商品名：クリップ&カード
希望小売価格：￥480＋税
発注ロット：5
本体サイズ：W105×H148×D3 mm
パッケージサイズ：W120×H164×D4 mm
重さ（パッケージ含む）：18 g
内容：カード1枚、クリップ1個、洋2封筒
本体材質：カードと封筒：紙、クリップ：ファイバー紙
製造国：日本

Product Name：Clip & Card
MOQ：5
Product Dimensions：W105×H148×D3 mm
Package Dimensions：W120×H164×D4 mm
Weight：18 g
Contents：1 Card, 1 Clip, 1 Envelope
Material：Card,Envelope：Paper,
                    Clip：Natural Fiber Paper
Made in Japan

ユニークな紙クリップが付いたグリーティングカード

「クリップ&カード」は、大きなクリップが付いたグリーティングカー
ドです。メッセージを贈るだけではなく、紙クリップを手帳や本のブッ
クマークとして、ずっと使ってもらうことができます。紙クリップが
ちょっとした会話のきっかけになり、贈った相手と楽しいコミュニケー
ションが生まれます。

Clip & Card comes as a  set  of  a  greeting card and a paper cl ip.  The 
paper cl ip,  made of  natural  fiber paper,  is  bendable when it 's  wet 
and you can change its  shape as you l ike.  I t  can spark exchanges 
between you and a fr iend,  leading to very amusing conversations!

Clip & Card Display

Material : Paper
Size : W320×H256×D70 mm

-Clip & Cardクリップ&カード

SKBA

メディア掲載実績：
［TV］日本テレ「バゲット」TBS「あさチャン」
［新聞］朝日新聞（朝日新聞社）ほか

メディア掲載実績：
［TV］あさチャン（TBS）ほか
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-Monster Clipsモンスタークリップ

商品名：モンスタークリップ
希望小売価格：480円＋税
発注ロット：10
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）：10 g
内容：5個入り 
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本

Product name：Monster Clips (set of 5)
MOQ：10
Product Dimensions：W27×H62×D1 mm
Package Dimensions：W100×H150×D8 mm
Weight：10 g
Material：Natural Fiber Paper
Made in Japan

ユニークなモンスターの形をした新感覚の紙クリップ

「モンスタークリップ」は、ユニークなモンスターの形をした、新感覚
の紙クリップです。書類を留めたり、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
きます。ギフトカードに添えたり、インテリアのアクセントに使うな
ど、工夫次第で使い方が広がります。

Monster  Cl ips is  a  new type paper cl ip shaped unique monsters.  
You can use not only as  a  normal  c l ip or  a  bookmark,  but also 
bend it  by dipping in water  for  5  minutes.  These cute monsters  
add a personal  touch to your gift  or  working space.

タイプ 品番 JAN

ホワイト 　SW-MC-WH 4580316970915

グレー 　SW-MC-GY 4580316970922

ブラック 　SW-MC-BK 4580316970939

メディア掲載実績：
［雑誌］文房具屋さん大賞2018
　　　   クリップ賞 第1位受賞
［TV］ZIP!（日テレ）、あさチャン（TBS）ほか

文房具屋さん
大賞2018
クリップ賞
第１位

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-MON3H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-MON3S

※初回合計30個ご注文に付き1点無料

Monster Clips Display

Free with 1st order of 30 units
Material : Paper
Size : W320×H256×D70 mm

後ろ足、前足の順に
ゆっくり曲げて留める

テープを手前に
素早くカット！

Slowly bend and 
attach the legs. 

Pull up and rip
the tape swiftly.

▶

商品名：モンスターハグ（２個入）
希望小売価格：480円＋税
発注ロット：10
本体サイズ：W70×H30×D1 mm
パッケージサイズ：W78×H88×D2 mm
重さ（パッケージ含む）：4 g
本体材質：ファイバー紙
製造国：日本
※マスキングテープ標準サイズ
（15～18mm幅×10m巻き）専用

Product Name：Monster Hug (set of 2)
MOQ：10
Product Dimensions：W70×H30×D1 mm
Package Dimensions：W78×H88×D2 mm
Weight：4 g
Material：Natural Fiber Paper
For washi tape 15~18mm×10m
Made in Japan

タイプ 品番 JAN

ホワイト　SW-MH-WH　4580316971257

グレー　　SW-MH-GY　 4580316971264

ブラック　SW-MH-BK　 4580316971271

-Monster Hugモンスターハグ
モンスターの形をしたマスキングテープカッター 

「モンスターハグ」は、マスキングテープに装着しテープをカットする
ことはもちろん、スマホスタンドにもなる、新感覚のテープカッターで
す。両足部分を優しく曲げてテープに装着すると、お尻部分のカッター
でテープをカットすることができます。

Monster Hug is an monster-shaped portable washi tape dispenser. Rip  
the tape with the jagged edge located on the monsters bottom. 
Attached to your favorite tape, it becomes a fun little tabletop decora-
tion. It works as a simple phone stand, too.

WH GY BK

つり下げ式什器　Suspended　SW-POP-MH6H
スタンド式什器　Stand　　　　SW-POP-MH6S

※合計30個ご注文に付き1点無料

Monster Hug Display

Free with 1st order of 30 units
Material : Paper
Size : W320×H256×D70 mm

Hot
Item

クリップ や ブックマークとして。 5分、水に浸けると、 好きな形に曲げて遊べます。

Use it as a paperclip 
or a bookmark. 

Put i t in water for
5 minutes.

You can change 
its shape.

メディア掲載実績：
［雑誌］文房具屋さん大賞2018
　　　   クリップ賞 第1位受賞
［TV］ZIP!（日テレ）、あさチャン（TBS）ほか



［ 会社概要 ］

Company profile

SUGAI WORLD, Inc.
Address：202,  2-12-4 Yoga,  Setagaya-ku,  Tokyo 158-0097 Japan
U　R　L：https://www.sugaiworld.com
Tel  /  Fax：＋81-3-5716-1963
e ‒ mail  ：miyu@sugai-world.com
＊We can ship overseas.  Please contact  us for  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：商品の企画、デザイン、製造、卸、輸出
U　R　L：https: //www.sugai -wor ld .com
Tel  /Fax：03-5716 -1963（平日 9：00～18：00）
e ‒ mai l：yu@sugai -wor ld .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

［ 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） miyu@sugai -world.com［ For Oversea s Sales ］

©2022 SUGAI WORLD, Inc.

Instagram、Twitter、Facebook にて、スガイワールドの最新情報を配信中です、ぜひご覧ください。

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）、マツコの知らない世界（TBS）、あさチャン！
［新聞］The Japan T imes、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、東京新聞、産経新聞
［雑誌］BRUTUS、GINZA、OZマガジン、愛しの文房具、METROPOLIS、anan
［書籍］DESIGNER ’S FILE、かんたんマスキングテープの本 ほか多数

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.comsugaiworld こちらからも
ご覧頂けます。▶

Animal  Hug is  an animal-shaped portable washi  tape dispenser.  
Rip the tape with the jagged edge located on the animals  bottom. 
　 Attached to your favorite tape,  i t  becomes a fun l i tt le  tabletop 

株式会社アムス／株式会社ウイング／株式会社エイケイ／舎株式会社エヌ・ビー・シー／加藤憲G.R.S.株式会社／カルチュア・コンビニエンス・クラブ
株式会社／サダフィール株式会社／東京共同貿易株式会社／公益財団法人東京動物園協会／株式会社永池／株式会社日東商会／株式会社日本クリ
ノス／株式会社美術出版エデュケーショナル／株式会社ふたば書房／株式会社ラスタックス　他　（敬称略／五十音順）

主要取引先：

CEO & Founder / Designer
須貝　悠 / Yu Sugai　企画、デザイン 担当
1980年山形県生まれ。2004年 多摩美術大学 情報デザイン学科卒業。デザイン会社、メーカーの商品部を経て、2011年、遊び心溢れ
る商品開発を行う、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を行ってい
る。2018年文房具屋さん大賞クリップ賞第１位受賞。東京都起業家教育推進事業講師。著書に「スガイワールドのつくりかた」
（BCCKS出版）。
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　海外事業、経理、出荷 担当
1981年北海道生まれ。 2004年文化女子大学服装学部卒業。 アパレル会社、インテリアショップを経て、2013年よりスガイワール
ドに参加。海外取引、経理、出荷を担当。スガイワールド商品を通して、世界中の人々に、より多くのハッピーを届けることが目
標。
Born in hokkaido prefecture, 1981. Graduated from Bunka Gakuen University, the Faculty of Fashion Science. After working in 
an apparel company and an interior shop as a designer and buyer, has joined the SUGAI WORLD in 2013 and handles the 
overseas sales. Her goal is to deliver more happiness to more people around the world through SUGAI WORLD’s products.

PR Manager
ミスターワールド / Mr.World　法務、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相談役に就
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。YoutubeチャンネルSUGAI 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.




