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ブランド

カンサイセレクション 
1971年ロンドンにおいて日本人デザイナーとして初めてのファッションショーを開催。既成概念を突き崩す　
アバンギャルドなデザインは、時代に敏感な若者から絶大な支持を獲得。デヴィット・ボウイを始めとした世界
のトップアーティスト達の衣装を手がけるなど、一躍時代の寵児に上りつめた山本寛斎のギフトライン。

ガレー（Galler CHOCOLATIER） 
1976年、21歳の若さで自らのチョコレートショップを設立したジャン・ガレー。その品質が認められ、1994年
には異例のスピードで「ベルギー王室御用達」認定を受ける。厳選された素材のみを使用した最高級品質のチョ
コレートを作り続け、世界5大陸、50か国以上で販売されている「ベルギー王室御用達」チョコレートブランド。 

マデーラ 
MADERA社は1984年イタリア・トスカーナ州にてベビーカーフの植物タンニンなめしのメーカーとして創業。
なめしの伝統的な技法を守りながら、新しい技術の開発にも積極的に取り組み、今なお熟練の職人たちの手作業
による特殊加工や染色などでファッショナブルな革素材および革小物を開発、提供し続けています。

アッシュ・エル 
世界を旅することが大好きな洗練された大人のための、コートダジュールで生まれたコーディネートブランド。　
オリジナリティのある素材感、カラフルな色使い、遊び心のあるデザインやディティールで明るく楽しい機能的な
カジュアルウェア。着心地のよさと自分らしさを表現する、真の豊かさに彩られたクオリティオブライフを演出。

イルムス 
デンマーク随一のインテリアショップ「イルムスボリフス」をベースにスカンジナビアモダンをコンセプトと
したライフスタイル専門店。自分が気に入ったものを長く大切に使い続け、使い込むほどに愛着が増してい
く。そんな考え方がイルムスのコンセプト。トレードマークに輝く王冠と「PURVEYOR TO HER 
MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK」の表記はデンマーク王室御用達の証。

タウハウス 
熊野筆のパフォーマンス―毛先の品質の高さ、一本一本手作業により生産される信頼性に「デザイン」をプラス。　
今までにないメイクブラシ、熊野筆ブランド「ＴＡＵＨＡＵＳ」として世界に発信。プロのメイクアップ・アーティ
ストから日々のメイクを楽しむ全ての人へ。

アーノルド・パーマー 
1961年プロゴルファーであるアーノルド・パーマーが創立したブランド。パーマー自身が考案した傘マークを
つけたアパレル、ゴルフアクセサリー、バッグ、レザーグッズは50年以上にわたり愛され続けている。

フリークエントフライヤー 
巨大なメトロポリタンに変身した“香港”で生まれたブランド。ブランドのフィロソフィーは“自身の都市”に誇り
を持つこと。世界を見るための“熱意”と“意欲”。日々の通勤や旅を想定し細部までデザインされています。全て
のファスナーを開くと一枚の布状になるZIP AROUND式のデザインは、収納にも便利と様々な国で支持されて
います。

ユキコ・ハナイ 
創業以来45年以上、「着る人を幸せにする服」を創るというスタイルを守り続けているユキコ・ハナイ。どの年
代の方がお持ちになられても、その人の美しさを際立たせるエイジフリーのデザイン。いつも新しい美しさを提
案し、常に原点は揺るがない。
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商品名
価格　 
（税別）

品番 サイズ 素材 原産国
名入れ

ロット コスト

1 タウハウス チークブラシ ¥1,500 THL189001 全長14.8cm  毛先3.8cm 筆部分   ヤギ　　持ち手   木 日本 500個~ ＠¥50

2 カンサイセレクション メンズベルト ¥2,000 KSM11620BK 全長114cm  幅 3.5cm 合成皮革 中国

3 マデーラ ミニ財布 ¥2,000 MDL183027
縦 7.5cm  横 10.2cm    

厚み1cm

表面 イタリア製牛革 /合成皮革　 

裏地 ポリエステル 中国 100個~ @¥150

4 カンサイセレクション メンズベルト ¥2,500 KSM11625BK 全長115cm  幅 3.5cm 合成皮革 中国

5 イルムス 長財布 ¥2,500 ILL173071
縦  9cm  横 19cm   
厚み 2.5cm

表面 合成皮革　　　 
裏地 ポリエステル

中国 100個~ @¥150

6 ガレー
チョコレート　

24個入り ¥3,000 CHOGA 
199014

縦 18cm 横 18cm   

厚み 2.5cm

カカオマス 砂糖 ココアパウダー 

全粉乳 他
ベルギー

7 カンサイセレクション メンズベルト ¥3,000 KSM11630BK 全長115cm   幅 3.5cm 合成皮革 中国

8 マデーラ 財布 ¥3,000 MDL183029
縦 7.8cm  横 12cm   

厚み 1.7cm

表面 イタリア製牛革 /合成皮革　 

裏地 ポリエステル 中国 100個~ @¥150

9 イルムス 財布 ¥4,000 ILL183036
縦 10cm   横 14cm   

厚み 3.3cm

表面 合成皮革　　　 

裏地 ポリエステル 中国 100個~ @¥150

10 カンサイセレクション 名刺入れ ¥4,000 EZ29-12 BK
縦7.8cm 横10.7cm   

厚み 1.8cm

表面 牛革　 

中面 牛革 / 合成皮革 / ナイロン
中国 100個~ @¥150

11 アーノルド・パーマー ボディーバッグ ¥5,000 APM165023 
BK

縦 37cm  横 17.5cm   

マチ 7cm

表面  合成皮革　  

裏地  ポリエステル
中国

12 イルムス ガーメントバッグ ¥5,000 IL1456BK
縦 44cm  横 56cm   
マチ 2.5cm

表面･裏地 ポリエステル　                             
パイピング　合成皮革

日本

13 カンサイセレクション 2つ折財布 ¥5,000 KSE105018 
BK

縦 9.7cm  横 11cm   

厚み 3cm
表面 牛革　裏 牛床革 / ナイロン 中国 100個~ @¥150

14 マデーラ 財布 ¥5,000 MDL173009
縦 9.5cm   横 19.5cm   

厚み 2cm

表面 イタリア製牛革 /合成皮革　 

裏地 ポリエステル 中国 100個~ @¥151

15 ユキコ　ハナイ
パール 

3点セット ¥5,000 YHYS8180

ネックレス  42cm
貝パール7mm    

真鍮 / ロジウムメッキ

日本
ペンダント 40cm 日本
イヤリング 日本

16 フリークエント     

フライヤー
バックパック ¥10,000 FF3048 縦 40cm 横 23～27cm  

マチ 16.5cm
表面 内部 ポリエステル 中国

17 アッシュ・エル ショルダーバッグ ¥10,000 T-HL932B
縦 25xm  横 37cm   
マチ 5cm～9cm

本体･ショルダー   綿        
トリミング  合成皮革 中国

18 黒桟革 コインケース ¥10,000 NOM163049 
BK-JL

縦7.2cm  横 8.2cm   

厚み 1.5cm
牛革（うるし加工） 日本 100個~ @¥350

19 マデーラ 財布 ¥10,000 MDL173011
縦 10cm   横 18.5cm   

厚み 4cm

表面 イタリア製牛革 /合成皮革　 

裏地 ポリエステル 中国

20 タウハウス

熊野筆　　　　　 
メイクブラシ 
4本 セット                      

 

¥20,000 THL189003

チーク 13.5cm 毛先  松リス　　軸 黒檀 日本 500個~ ＠¥50

アイシャドウ 13.8㎝ 毛先  松リス　　軸 黒檀 日本 500個~ ＠¥50

アイブロウ 12.7㎝ 毛先  ムジナ　　軸  黒檀 日本 500個~ ＠¥50

携帯用リップ 8.5㎝ 毛先 コリンスキー                                                 

金具  アルミニウム
日本 500個~ ＠¥50

ブラシケース 縦17cm                  

横9.8㎝
合成皮革　 中国

21 イルムス 長財布 ¥20,000 IL13314
縦 10cm   横 19.2cm   

厚み 2.3cm

表面  牛革　  

裏地  ポリエステル
中国

22 黒桟革 長財布 ¥30,000 153130BK
縦 9cm  横 19.2cm     

厚み 1.2cm
牛革（うるし加工） 日本 100個~ @¥350

23 コードバン 2つ折り財布 ¥50,000 NOM153102 
BK

縦9.5cm  横11.3cm    

厚み 3 cm

表面 コードバン   (馬革)    

内側 牛革    裏地 綿 日本 100個~ @¥350

アイテムリスト 

  ・サイズは個体差により若干の誤差があります。原産国・仕様・名入れコスト等は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
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職人が手作業で仕上げた山羊毛100%の熊野筆です。粉含みが良
くチークをふんわりとお肌にのせることができます。広い面に
パウダーをのせることに適した素材でチークやフェイスパウダー

などのメイクをナチュラルに仕上げます。

1. 熊野筆 チークブラシ      

全長14.8cm

¥1,500
🔷名入れ可能 バックルが主張しすぎない輝きで合わせやすいベルトです。 

内側に KANSAI SELECTION のロゴが箔押しされています。

2. メンズベルトベルト 

全長114cm  幅 3.5cm

¥2,000

　　　　　　ベージュ 

クロコダイル型押しにエナメルを施したイタリア製の牛革を 
使用。キーリングも付いた便利なミニ財布。　

　　 
　　ベージュ　　　　　　ピンク　　　　　グリーン

3. ミニ財布 

縦 7.5cm  横 10.2cm  

¥2,000
🔵名入れ可能　

!4

価格帯別商品　￥1,500 ～¥2,000   
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シンプルで使いやすいメンズベルトです。 
ベルト内側に KANSAI SELECTION のロゴが箔押しされています。

4. メンズベルト 

全長115cm  幅 3.5cm

¥2,500

イルムスらしいライトブルーが爽やかな長財布。　　 
お札入れ、カード入れ、ファスナー付きポケットの小銭入れ

もついた使いやすいデザインです。 
カード入れの下に ILLUMS のロゴが押されています。

5. 長財布 

縦  9cm  横 19 cm  

¥2,500 🔵名入れ可能　

!5

価格帯別商品　￥2,500 
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ミニタブレット型チョコレートを8種類詰め合わたセットです。ダーク
チョコレートからミルクチョコレート、またオリジナルフレーバーが　

お楽しみいただけます。

-ダーク85％ 
-ダーク70％ 
-ダーク70％カカオニブ 
-ダーク70％ミント・ライム 
-ミルク 
-ホワイトラズベリー 
-ミルクアーモンド 
-ホワイトMATCHA 

6. チョコレート　24個入り

¥3,000

バックルがつや消しになっているシンプルで使いや
すいベルトです。内側に KANSAI SELECTION のロ

ゴが箔押しされています。
7. メンズベルト 

全長114cm  幅 3.5cm

¥3,000

クロコダイル型押しにエナメルを施したイタリア製の牛革を使用。　 
キーリングも付いた便利なお財布です。

　　　　 
                       ピンク　　　　　　　      ブルー

8. 財布 

縦 7.8cm  横 12cm  

¥3,000

!6

価格帯別商品　￥3,000 
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ネイビーのベーシックなお財布を開くと、内側は 
グレーとネイビーのバイカラーデザインになっています。 
カード入れの下に  ILLUMS  のロゴが押されています。

9. 財布 

縦 10cm   横 14cm

¥4,000
🔵 名入れ可能　

牛革を使用した上品な名刺入れ。内側にポケットが2つ付いているので 
名刺以外にもカードなどを収納できる便利な仕様になっています。

10. 名刺入れ  

縦7.8cm 横10.7cm

¥4,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔵 名入れ可能
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価格帯別商品　¥4,000   
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幅広い年齢層に使われるようになってきたボディバッグ。 
外側のファスナー付きポケットが使い勝手がよく、また軽量な 

バッグです。ブランドの傘マークが主張しすぎない 
ポイントとなっています。

11. ボディーバッグ 

縦 37cm  横 17.5cm  マチ 7cm

¥5,000
＊

結婚式、冠婚葬祭や出張に便利なガーメントバッグ。 
持ち運びに最適な機能とデザインを備え軽量化を 

実現したアイテム。

12. ガーメントバッグ 

縦 44cm  横 56cm  マチ 2.5cm

¥5,000
＊

価格帯別商品　¥5,000   

　＊業種制限有    
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クロコダイル型押しが高級感を漂わせる牛革財布。札入、カード入れ 
小銭入にも仕切りがあり、細部まで使いやすさを追求しています

13. メンズ2つ折財布 

縦 9.7cm  横 11cm  厚み 3cm

¥5,000
🔵 名入れ可能　

　　　　　　　　　　　

ネックレスとイヤリングの基本セットにペンダン
トも合わせた高品質な貝パールのセット。フォー
マルだけではなく、カジュアルな装いにも活躍　

するセットです。

15. パール３点セット 

ネックレス　42cm  ペンダント40cm

¥5,000
14. 長財布 

縦 9.5cm  横 19.5cm

＊

¥5,000
　　　　　　　　　　🔵名入れ可能　
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価格帯別商品　¥5,000   

　＊業種制限有    

マット仕上げの皮革にゴールドの模様をのせた華やかなイタリア製の
牛革を使用。L字ファスナーが使いやすいスリムタイプの長財布です。

ベージュピンク 
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16. バックパック 

縦 40cm  横 23cm (最大幅27cm) マチ 16.5cm　

¥10,000

17. ショルダーバッグ 

縦 25cm  横 37cm  マチ 5cm～9cm

¥10,000

!10

価格帯別商品　¥10,000   

ファスナーを開くと1枚の布状になる ” Zip Around ” と呼ばれるバックパック。使用していない時には平らに
なり収納時にも場所を取らないなどメリットがたくさん。

コットンにパイピングのコントラストがアッシュ・エルらしいデザイン。 
外側のファスナー付きポケットも機能的で、洗練された大人の休日カジュアルシーンに。
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戦国時代に甲冑に使われていた日本古来の伝統技法で作られる 
姫路黒桟革。まるで小さなダイヤを散りばめたかのような輝きを放ち 

「革の黒ダイヤ」との異名を持つ黒桟革を使った 
小銭が見やすいコインケース。

18. ボックス型コインケース 

縦7.2cm  横 8.2cm  厚み 1.5cm

¥10,000
◉名入れ可能

19. 長財布 

縦 10cm  横 18.5cm 

¥10,000

価格帯別商品　¥10,000   

⿊桟⾰

マット仕上げの皮革にゴールドの模様をのせた華やかなイタリア製の牛革を
使用。カードが12枚入る仕様で収納力に優れた長財布です。
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チークブラシ 
頬の曲面に沿った狙い通りのブラシストロークが
可能。 

アイシャドウブラシ 
アイホールにムラなくカラーをのせ、自然な立体
感を演出するアイシャドウブラシです。鼻筋や眉
下のハイライトにもお使いいただけます。 

アイブロウブラシ 
繊細なライン取りから自然な濃淡のぼかしまで、
この１本で美しく眉を描くことのできます。 

リップブラシ　　 
粘りの良さ、しなやかな弾力に富む丁寧に揃えら
れた毛先で、より繊細かつ美しいラインを描くこ
とができます。

20. 熊野筆メイクブラシ4本セット  

チーク 13.5cm  アイシャドウ13.8㎝   
アイブロウ 12.7㎝  携帯用リップ 8.5㎝

¥20,000 ケース  縦9.8cm     横17cm  
　　　　　　　　　　　　　　　🔷 名入れ可能

21. 長財布 

縦 9cm  横 19.2cm    厚み 1.2cm

¥20,000
＊

!12

価格帯別商品　¥20,000

　＊業種制限有    

収納力のあるラウンドファスナータイプの長財布。 
ライトブルーの牛革にゴールドの鋲とホワイトのステッチが映えるデザインです。カード入れは８枚
あり、お札入れも仕切りがあるので領収書の収納などにも使いやすい仕様になっています。
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戦国時代に甲冑に使われていた日本古来の伝統技法で作られる姫路黒桟革。 
まるで小さなダイヤを散りばめたかのような輝きを放ち「革の黒ダイヤ」との

異名を持つ黒桟革を使ったシンプルな長財布です。

22. 長財布 

縦 9cm  横 19.2cm    厚み 1.2cm

¥30,000
◉名入れ可能

　　　　　　　　　　　
使うほどに艶が出る「革のダイヤモンド」とも呼ばれるコードバン。 
日本国内で熟練した職人による仕上げも魅力の逸品です。

23. コードバン2つ折り財布 

縦 9.5cm  横11.3cm   厚み 3.2cm

¥50,000
◉名入れ可能

価格帯別商品　¥30,000 ～¥50,000

⿊桟⾰

cordovan

黒桟革表面
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”ギフト” にたずさわって30年　ー　ギフトはコミュニケーション 

●上質で繊細なディテール、落ち着きのある「大人」なデザインをコンセプトにバッグ・財布・アクセサリー・時計
をはじめ、様々なファッション雑貨の企画・製造を行い、ギフトマーケットで30年の販売実績を持っています。 

●自社ブランド、海外・国内ライセンスブランドの企画・製造・販売と海外ブランドの輸入販売も行っています。 

○ 海外・国内ブランド約15社と契約。

エルシオンについて 
about us

自社ブランド 
企画 

製造・販売

海外・国内 
ライセンスブランド 

企画 
製造・販売

海外ブランド 
輸入・販売

メーカー機能を持つトレーディングカンパニー 

●長年に渡るライセンス製品の企画・製造の実績により、アジア及びヨーロッパの現地工場との密なコミュニケーショ
ンが可能な組織を確立。スピーディーで小ロットに対応できる生産・品質管理を実現しています。 
○ 2017年 イタリア ミラノ駐在事務所開設 

●自社倉庫と物流機能を完備し、ものづくりからエンドユーザーへの個別配送まで一貫体制でご提供しています。 

○ 2016年9月 プライバシーマーク取得

社名 株式会社 エルシオン

所在地 東京都港区麻布十番1丁目5番8号

設立 1988年01月

資本金 30,000,000円

代表取締役 磯部 克己

事業内容 海外・国内ブランドのファッション雑貨、ジュエリー、ステーショナリー、食品等の輸入、企画、
製造、卸売業及び物流貿易業務代行

物流センター 長島梱包株式会社 松本事業所 (アウトソーシング)

会社概要


