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有名企業×iPhone5×ストラップヤという異色のコラボ！？ 

 ストラップヤでしか手に入らないユニークな企業コラボ iPhone5ケース登場！！ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

株式会社 StrapyaNext（ストラップヤネクスト）は、有名企業とコラボレーションし、誰

も が 知 っ て い る 企 業 ロ ゴ や イ メ ー ジ が デ ザ イ ン さ れ た iPhone5 ケ ー ス

（ http://www.strapya.com/categories/12_6160.html ）を発売しました。 

 

当社は、国内外の企業とコラボレーションする「Strapya×企業衝撃コラボ企画」を始動し、

2012 年 1月 16 日（月）から順次発売しておりました。第 1弾では 8社様と、第 2弾、第

3弾では各 4社様と、今回は更に 4社様とのコラボレーションを実現しています。 

 

この度、販売を開始したのは、各方面で話題を呼んでいる「iPhone5」のケースになります。

現在 iPhone5 のカバーは数多く出回っていますが、長年愛されている企業様や若い世代に

支持されているお店のキャラクターなど、誰もが知っているロゴやパッケージのデザイン

が勢ぞろいしており、周囲の目を惹き、注目の的になること間違いなしの魅力的なライン

ナップとなっております。 

 

 

今回、iPhone5カバーの企業コラボにご参加いただいた企業様は以下になります。 

 

カバヤ食品(ジューC) 

川商フーズ 

ゴーゴーカレー 

瑞泉酒造(瑞泉) 

セメダイン(セメダイン C) 

寺西化学工業ハードケース(マジックインキ) 

東京タカラフーズ(チャームス) 



東洋水産 

常盤堂雷おこし本舗(雷おこし) 

ホッピー 

ポッカレモン 100(レモン忍者レモンじゃ) 

まんが喫茶マンボー(マンボー) 

※全 12社 敬称略 

 

 

これまで、16社の企業様とコラボレーションを実現しており、今回更に 4社増え、合計 20

社の企業様とコラボレーションを実現しています。 

「iPhone5ケース」「iPhone4[S]ケース」、「ソーラーチャージ eco for iPhone/iPod」、「FIT リ

ール式ネックストラップ」といういずれも当社で人気を誇る便利な 4 商品で開発されまし

た。第 4弾では商品数が 17種類増え、商品総数は 79種類となっております。 

 

今後も数多くの企業様とコラボレーションしたアイテムを続々と発売して参ります。他企

業様との次回作も既に企画中ですのでご期待下さい。 

 

 

 

【販売計画】 

掲載店舗 ：ストラップヤ本店他、ストラップヤ各店 

URL   ： http://www.strapya.com/ 

 

 

【参加企業様】※社名 50音順 

 

■第 1弾 

カバヤ食品株式会社 

株式会社常盤堂雷おこし本舗 

東洋水産株式会社 

株式会社ポッカコーポレーション 

株式会社マンボー 

株式会社麺屋武蔵  

株式会社リンガーハット 

六甲バター株式会社 

 



■第 2弾 

カゴメ株式会社 

牛乳石鹸共進社株式会社 

株式会社 共和 

東京タカラフーズ株式会社 

 

■第 3弾 

株式会社ゴーゴーシステム 

株式会社セキノレーシングスポーツ（フラハワイ） 

パール楽器製造株式会社 

ホッピービバレッジ株式会社 

 

■第 4弾 

川商フーズ 

瑞泉酒造(瑞泉) 

セメダイン(セメダイン C) 

寺西化学工業ハードケース(マジックインキ) 

 

 

【製品概要】 

1． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 川商フーズハードケース 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325391.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

種類    ： 

1.ノザキのコンビーフ  

2.GEISHA  

 

2． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 ゴーゴーカレーハードケース 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325392.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

種類    ： 

1.ロゴ  

2.ロゴ／星 

 



3． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 東洋水産ハードケース 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325393.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

種類    ： 

1.マルちゃん 

2.赤いきつねうどん 

3.緑のたぬき天そば 

 

4． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 ホッピーハードケース 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325395.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

種類    ： 

1.ボトルデザイン 

2.前掛けデザイン 

 

5． 

商品名 ：企業コラボ企画 常盤堂雷おこし本舗ハードケース(雷おこし) 

URL   ： http://www.strapya.com/products/325397.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

6． 

商品名 ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 瑞泉酒造ハードケース(瑞泉) 

URL   ： http://www.strapya.com/products/325400.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

7． 

商品名   ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 ポッカレモン 100ハードケース

(レモン忍者レモンじゃ) 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325398.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

 

 

 



8． 

商品名   ：[SoftBank/au iPhone 5 専用]企業コラボ企画 東京タカラフーズハードケース

(チャームス) 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325399.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

9． 

商品名   ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 セメダインハードケース 

(セメダイン C) 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325401.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

10． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 まんが喫茶マンボーハードケース

(マンボー) 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325394.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

11． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 カバヤ食品ハードケース 

(ジューC) 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325396.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

12． 

商品名  ：[SoftBank/au iPhone 5専用]企業コラボ企画 寺西化学工業ハードケース 

(マジックインキ) 

URL    ： http://www.strapya.com/products/325402.html 

販売価格： 1,480円（税込） 

 

 

 

【販売計画】 

販売方法   ：スマホ・携帯グッズ専門店「ストラップヤ本店」他、ストラップヤ各店 

店舗 URL ： http://www.strapya.com/ 

 



【株式会社 StrapyaNext概要】 

会社名 : 株式会社 StrapyaNext 

URL   : http://www.strapyanext.com 

設立   : 1998年 5月 

資本金 : 8,900万円 

代表者 : 代表取締役 樋口 敦士 

従業員数 : 128名（グループ連結） 

所在地 : 神奈川県小田原市栄町 2-7-25（3F/4F） 

TEL   : 0465-22-8064 

事業内容 : 携帯グッズ、雑貨のネット通販、卸、輸出入、ネット通販支援 ASP開発運営 

 

【本記事に関するお問い合わせ先】 

株式会社 StrapyaNext 

担当  : 広報担当 南、武井 

電話  : 0465-22-8043 

FAX  : 0465-22-8065 

e-mail : pr@strapya.com 


