
先日青森に行ってきました。自身25年ぶり2度目の青森で、
青森でスノーボードするのは初めての経験です。
ﾘﾝｺﾞもさることながら、
道の駅で食べたタコカラがめちゃくちゃ美味かったです。
自分史上一番のタコカラでした。
これから青森はタコカラを売りにするべきだと思いました。
混浴の酸ヶ湯温泉にも入りました。
もの凄い雰囲気の良い温泉なんですが、
おじさんたちが女子が来るのを今か今かと待ち受けてるのが、
みてて恥ずかしかったです。
そんな訳でこちらのレースシリーズ、いかがでしょうか？

ボックスポーチ

H100×W130×D65

後ろはティッシュケースと
なっております。

No.6956 ￥1800

7,

No.6957 ￥2800 No.6959 ￥3000No.6958 ￥2200

8, 9, 10,

1～10,

No.6953 ￥2600 No.6955 ￥2200No.6954 ￥2200

4, 5, 6,

No.6951 ￥3200 No.6952 ￥2800

1, 2, 3,

No.6950 ￥2000

ホワイト/ブルー/ピンク

５月末～納期予定

コットン 素材

バニティポーチ

H100×W165×D100

中に仕切りポケット6コあり
収納しやすくなっております。

マスクポーチ

H110×W150×D40
フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

ポーチ

H115×W160×D65

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H100×W135

ティッシュポーチ(S) 通帳ケース

H110×W160

通帳がピッタリ収まります。
中央にオープンポケットがありますので
現金やちょっとした物を入れられます。
カードポケット4コあります。

花粉症の方にもピッタリ。
ティッシュや目薬など
コンパクトにお持ち頂けます。

H200×W125

ふくさ

H160×W230

メディカルポーチ

Je voudrais pouvoir voir 
ton sourire pour toujours 

花粉症の方にもピッタリ。
マスクを折りたたんで入れられる
ポケット付き。目薬などを小分けに
出来るポケットも付いています。

後ろはティッシュケースと
なっております。

裏地には制菌・消臭機能のある
ナイロン素材を使用しております。

ファスナーＰ×１

カードＰ　×２

お薬手帳Ｐ×１

マスクＰ×１

フリーＰ×２

お薬手帳や診察券がピッタリ収まるポケットや
マスクを入れられるポケットもあります。
中央にファスナーポケットがあり
現金などを入れて頂くのに便利です。
母子手帳もＬサイズまで入れて頂けます。



字が小さすぎて見えない！

某ハズキルーペの有名すぎるキャッチコピーです。

しかしですな、四十路も半ばを過ぎるとこれマジ目が見えない。

字が小さすぎて見えない！本当にこう叫んでしまいます。

そこで登場したのがこのｳｻｷﾞ柄。ただのｳｻｷﾞ柄と思う無かれ、

このｳｻｷﾞを立体交差方で見ると、

なんと大きなｳｻｷﾞが浮き出てくるんです

それを毎日続けることによって視力もアップします！

ぜひお試し下さい。※効果には個人差があります

※もちろんウソです

No.6966 ￥1600

7,

No.6967 ￥2500 No.6969 ￥2800No.6968 ￥1600

8, 9, 10,

1～10,

No.6963 ￥3000 No.6965 ￥2100No.6964 ￥2400

4, 5, 6,

No.6961 ￥1800 No.6962 ￥1400

1, 2, 3,

No.6960 ￥2800

ベージュ/ブラック/グリーン

５月末～納期予定

コットン 素材

H160×W195×D45

インナーバック

H170×W200×D105

ポーチＬ ポーチ ポーチＳ

H65×W85×D50

ドライヤーなどが入る
大きめサイズのポーチです。
トラベルポーチとしても。
メッシュの仕切りポケット×6

ミニサイズのポーチです。
外したアクセサリーや小物を入れられます。

H115×W160×D65

H100×W135

ティッシュポーチ(S)

花粉症の方にもピッタリ。
ティッシュや目薬など
コンパクトにお持ち頂けます。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

マスクポーチ

H110×W150×D40

H85×W110

カードケース

H105×W150×D65

スクエアティッシュポーチ

後ろはティッシュケースと
なっております。

H160×W230

メディカルポーチ
お薬手帳や診察券がピッタリ収まるポケットや
マスクを入れられるポケットもあります。
中央にファスナーポケットがあり
現金などを入れて頂くのに便利です。
母子手帳もＬサイズまで入れて頂けます。

ファスナーＰ×１

カードＰ　×２

お薬手帳Ｐ×１

マスクＰ×１

フリーＰ×２

仕切りポケット×2

仕切りポケット×3
ファスナーポケット×1

後ろはティッシュケースと
なっております。

裏地には制菌・消臭機能のある
ナイロン素材を使用しております。



H100×W135

ティッシュポーチ(S)

花粉症の方にもピッタリ。
ティッシュや目薬など
コンパクトにお持ち頂けます。

ポーチ

H115×W160×D65

H105×W150×D65

スクエアティッシュポーチ

後ろはティッシュケースと
なっております。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

花粉症の方にもピッタリ。
マスクを折りたたんで入れられる
ポケット付き。目薬などを小分けに
出来るポケットも付いています。

マスクポーチ

H110×W150×D40

No.6976 ￥2600

7,

No.6977 ￥2100 No.6979 ￥2600No.6978 ￥2300

8, 9, 10,

1～10,

No.6973 ￥2100 No.6975 ￥1600No.6974 ￥1800

4, 5, 6,

No.6971 ￥2200 No.6972 ￥2500

1, 2, 3,

No.6970 ￥3000

キナリ/ブルー/パープル

５月末～納期予定

リネンコットン 素材

後ろはティッシュケースと
なっております。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

H110×W145×D65

シェルポーチ

ダブルファスナーになって
使いやすくなりました。

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

通帳ケース

H110×W160

通帳がピッタリ収まります。
中央にオープンポケットがありますので
現金やちょっとした物を入れられます。
カードポケット4コあります。

ヘアアイロンポーチ

H60×W365×D55

裏には熱に強い耐熱素材を使用しています。

裏地には制菌・消臭機能のある
ナイロン素材を使用しております。

当方生粋のアレルギー持ちで、花粉症なんて名前の無いころから花粉症でした
花粉の時期は目ん玉ほじくりだしてハイターで消毒したいと思うほどでした。
しかし昨年6月から舌下免疫療法というのをはじめまして、
それがてき面に効いてます。
簡単に言うとスギ花粉のエキスを身体に微量づつ取り込んで免疫をつける
というものなんですが、薬を毎日飲む煩わしさはあるものの、
やっぱり普通に息できるのは快適です。
こちらの花柄はあまり害の無い花粉をもつチューリップさんです。
素材もみんな大好きコットンリネン！これは良く売れること間違いなし！



BK
BL

WH

No.6981 ￥3000 No.6982 ￥3000

No.6983 ￥2200 No.6985 ￥2000

No.6986 ￥1800

No.6984 ￥2500

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6980 ￥2900

H100×W135

ティッシュポーチ(S)

花粉症の方にもピッタリ。
ティッシュや目薬など
コンパクトにお持ち頂けます。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

ポーチ

H115×W160×D65

H105×W150×D65

スクエアティッシュポーチ

後ろはティッシュケースと
なっております。

H110×W145×D65

シェルポーチ

No.6987 ￥1600 No.6989 ￥1600No.6988 ￥2600

8, 9, 10,フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

花粉症の方にもピッタリ。
マスクを折りたたんで入れられる
ポケット付き。目薬などを小分けに
出来るポケットも付いています。

マスクポーチ

H110×W150×D40

1～10,

ホワイト/ブルー/パープル

５月末～納期予定

コットン 素材(表ラミネート)

我が家の中三の娘、受験を直前に控えたさなかに

まさかのコロナショックですよ！

えー卒業まで学校なしってマジか！最悪！って叫んでました。

卒業式の練習もしてないのに卒業式はするらしいです。

そうか、我が子もとうとう中学校卒業か…。

そう思うと涙がホロリと落ち、この商品の上に落ちました。

滲みてなーーーい。さすがのラミネート加工。

私の流した熱い涙も完全にブロック！防水態勢は完璧です

後ろはティッシュケースと
なっております。

裏地には制菌・消臭機能のある
ナイロン素材を使用しております。

スパバック

H160×W225×D100 H100×W165×D100

バニティポーチ

中に仕切りポケット6コあり
収納しやすくなっております。

H85×W110

カードケース

20枚収納可能

シャンプーリンスなど入浴に必要な物を
ひとまとめに収納出来ます
底は乾きやすいメッシュ素材です



No.6991 ￥3000 No.6992 ￥2300

No.6993 ￥2400 No.6995 ￥1600

No.6996 ￥1500

No.6994 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6990 ￥2900

H100×W135

ティッシュポーチ(S)

花粉症の方にもピッタリ。
ティッシュや目薬など
コンパクトにお持ち頂けます。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

ポーチ

H115×W160×D65H105×W150×D65

スクエアティッシュポーチ

後ろはティッシュケースと
なっております。

H110×W145×D65

シェルポーチ

No.6997 ￥2500 No.6999 ￥2600No.6998 ￥1600

8, 9, 10,フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H160×W195×D45

インナーバック

花粉症の方にもピッタリ。
マスクを折りたたんで入れられる
ポケット付き。目薬などを小分けに
出来るポケットも付いています。

マスクポーチ

H110×W150×D40
ヘアアイロンポーチ

H60×W365×D55

裏には熱に強い耐熱素材を使用しています。

1～10,

グリーン/イエロー/グレー

５月末～納期予定

コットン 素材
（オーガニックコットン）

ヒーローは遅れて現れる、それがメキシコ式。

生地選びは時に紛糾します。昔は会議で生地を決めていたんですが、

最近は営業が忙しくなかなか会議の時間も取れず、

グループLINEで来月の生地候補が回ってきます。

今月も中々決まらない月でした、そこで最後に登場したのがこのドット。

滑り込んできた新星、しかもオーガニックコットン。

いいぞドット、今月はキミに任せた！

H85×W110

カードケース

20枚収納可能

裏地には制菌・消臭機能のある
ナイロン素材を使用しております。

後ろはティッシュケースと
なっております。

GR YE

仕切りポケット×3
ファスナーポケット×1

仕切りポケット×2

GY



BK
BL

WH

No.5001 ￥3000 No.5002 ￥2200

No.5003 ￥2400 No.5005 ￥1700

No.5006 ￥1600

No.5004 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.5000 ￥2900

H100×W135

ティッシュポーチ(S)

花粉症の方にもピッタリ。
ティッシュや目薬など
コンパクトにお持ち頂けます。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

ポーチ

H115×W160×D65

H110×W145×D65

シェルポーチ

No.5007 ￥2600 No.5009 ￥2600No.5008 ￥2200

8, 9, 10,フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

花粉症の方にもピッタリ。
マスクを折りたたんで入れられる
ポケット付き。目薬などを小分けに
出来るポケットも付いています。

マスクポーチ

1～10,

ホワイト/ブラック/ブルー

５月末～納期予定

コットン 素材

先日、近所の鶏屋さんで鶏がらを買いましてスープを取り、

博多風水炊きを作ったんですが、これがめちゃうま！

15本買った手羽元も、400gの鶏つみれも一瞬で売り切れました。

そんなだしを取り切った鶏がら、良く見ると肉が少し付いてるんですよね。

これはもったいないと思い、肉がついてて骨が小さい部分だけ、

飼い犬にあえました。ウチのワンコ普段はドッグフードオンリーで、

他のエサを一切与えてないのですが、鶏がらよほど美味かったのか

食べ終わった後のお皿もベロベロなめたおしてました。

そんなうちのワンコが全力で威嚇するのがネーコー。

鉄板で売れる柄、ネーコー。毛細血管の集まってる所ワーキー

裏地には制菌・消臭機能のある
ナイロン素材を使用しております。

H105×W150×D65

スクエアティッシュポーチ

後ろはティッシュケースと
なっております。

H110×W150×D40
カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

ヘアアイロンポーチ

H60×W365×D55

裏には熱に強い耐熱素材を使用しています。

H160×W195×D45

インナーバック

仕切りポケット×3
ファスナーポケット×1

仕切りポケット×2

後ろはティッシュケースと
なっております。
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