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■松本セイジ お仕事

JR Tokai
Poster,Web



■松本セイジ アート出展

2022/3/10‐3/13 Art Fair Tokyo 2022

2022/4/22‐5/28 Group exhibition “Characters

2022/6/3-6/5 art stage OSAKA 2022

■ANDYイベント

2022/5/20-6/2
東京駅一番街・東京キャラクターストリート（ワゴン展開）
コンテンツ平均売上：1500千円～3000千円

2022/6/29-7/24
東急ハンズ 横浜店7階 EVENT SPACE “Tips”
期間上代規模感：1000千円

-----------------------------------------
・6月以降催事予定
大阪エリア 駅ビル店舗様 最大19店舗同時開催(２週間予定)
渋谷エリア 駅直結店舗 １店舗（２週間予定）



人気インスタグラマーきなこさん
とのコラボ商品

千趣会さんとのコラボなどで
話題沸騰の大人気インスタグラマー
のきなこさんが
公式ANDYのインスタ写真撮影や投
稿など、SNSの発信のをご協力な
さっています。

■コラボ企画



■ANDY 他ライセンシー商品



ガラスタンブラー

¥950

サイズ：約φ8.4xH8.7㎝ 容量:約250ml
材質:ソーダガラス 電子レンジ不可・食洗器不可
日本製（ガラス／トルコ、プリント／日本）

※ ANDY x designaccess ※ price + TAX      ※ JAN : 4971587 + item no

タンブラーC
チーズを運ぶ
ANDY
543333

タンブラーA
お絵描きしている
ANDY
543319

タンブラーB
おすわりしている
ANDY
543326

タンブラーD
総柄な
ANDY
543340



ANDY 耐熱マグ

¥1,400

サイズ：約φ7.5xH9㎝ 容量:約330ml
材質:耐熱ガラス 電子レンジ可 食洗器不可 オーブン不可
耐熱温度差:120℃
日本製（ガラス：中国、プリント：日本）

※ ANDY x designaccess ※ price + TAX      ※ JAN : 4971587 + item no

アンディ
541063

フェイス
541070



¥600

ANDY 綿薄地ハンカチ
サイズ:約46x46㎝
材質:綿
日本製

チェックレッド
543302

チェックネイビー
543296

ブラックウォッチ
543272

ギンガムチェックブラック
543289

※ ANDY x designaccess ※ price + TAX      ※ JAN : 4971587 + item no



¥500ANDY リフレクター

材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
中国製

バスケ
約4ｘ7cm
544538

ベースボール
約5ｘ4cm
544545

ローラースケート
約5ｘ4cm
544552

※ ANDY x designaccess ※ price + TAX      ※ JAN : 4971587 + item no



※ ANDY x designaccess ※ price + TAX      ※ JAN : 4971587 + item no

Partner’s Item



ANDY ガラスタンブラー ¥1,200

※ ANDY x partner ※ price + TAX

Partner’s Item

チーズで頭がいっぱいのANDY
4580664766970

チーズに挟まるANDY
4580664766987

ショッピングカートに乗るANDY
4580664766994

約φ9x12cm ／ 約570ml
ガラス
日本製



ANDY ステンレスボトル ¥2,000

ホワイト 4580664765867
イエロー 4580664765874

約φ6x17cm / 約350ml

本体：ステンレススチール、フタ：ポ
リプロピレン／シリコーンゴム
中国製

ホワイト 4580664767007
イエロー 4580664767014
ミント 4580664767021

真空二重構造なので冷たい飲み
物を入れても結露しにくく、温
かい飲み物も外側が熱くならず
に使えます。

カップホルダーとしても、そのまま飲み物を入れても両方使え
て便利です。

約φ8.5x12cm / 約450ml
ステンレススチール
日本製

ANDY コンビニマグ ¥1800

Partner’s Item

※ ANDY x partner ※ price + TAX



ANDY オーバルランチボックス ¥2,200

Partner’s Item

ホワイト
4580664767038

イエロー
4580664767045

ミント
4580664767052

(上段)11.5×奥行8.5×H4cm
(下段)12.2×奥行9.3×H4.3cm
容量 : 上200ml / 下320ml
材質 : (本体上段・下段) PET、ABS樹脂(上蓋)PET、ABS樹脂(中ブ
タ)ポリエチレン
日本製

ホワイト
4580664767069

ミント
4580664767083

イエロー
4580664767076

約19x2.5x1.3cm

箸箱：ABS樹脂、ポリプロピレン
箸：天然木
日本製

カタカタ音が鳴らない仕様

ANDY 携帯用お箸 ¥1,300

※ ANDY x partner ※ price + TAX



ANDY ランチプレート ¥1,500

Partner’s Item

ホワイ
4580664766949 

イエロー
4580664766956 

ミント
4580664766963 

約φ8.2x9cm
PET、ABS(合成漆器)
日本製

ホワイト
4526017082953

イエロー
4580664766925

ミント
4580664766932 

約24x20x2.3cm 
PET、ABS(合成漆器)
日本製

ANDY スタッキングマグ ¥1,300

※ ANDY x partner ※ price + TAX



ANDY ランチ巾着 ¥1,200

アイボリー 4580664765935
ベージュ 4580664765928

アイボリー（裏面） ベージュ（裏面）

アイボリー ベージュ

約29x13x19.5cm
中国製

表と後ろでデザインが違います。
ランチBoxや小物入れに。

ANDY ランチクロス ¥1,000

総柄イエロー
4580664765942

ショッピングカート
2580664765959
約50x50cm
中国製

Partner’s Item

※ ANDY x partner ※ price + TAX



ANDY 保冷ランチバッグ ¥2,400

Partner’s Item

内側はアルミシート貼りで汚れもさっと
拭きとれます。
メッシュポケット付きで保冷剤を入れて
も◎！

グレー
4580664765881
ベージュ
4580664765898 

約31x15x22.5cm
綿／アルミ
日本製

ANDY ミニトート ¥2,400

グレー
4580664765911
ベージュ
4580664765904

約25x13x23cm
綿
中国製

※ ANDY x partner ※ price + TAX


