
No.5326 ￥2000

7,

No.5327 ￥2100 No.5329 ￥2400No.5328 ￥2200

8, 9, 10,

No.5323 ￥2800 No.5325 ￥1800No.5324 ￥2400

4, 5, 6,

No.5321 ￥2800 No.5322 ￥1800

1, 2, 3,

No.5320 ￥3600

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。

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。

H65×W85×D50
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。

ポーチ

H115×W160×D65

ミニギャザーポーチ

フラットマスクケース

H110×W210

モバイルショルダー

H175×W100×D25

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。

マルチフラットポーチ

H140×W165

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。

布マスクにピッタリ
サイズです。
ハンカチなどを
入れるのにも◎

中ポケット×１

1～10,

ホワイト/ブラック/ピンク

１２月末～納期予定

コットン 素材

久しぶりにレースっす！

なんとレース職人が弊社のために精魂込めて織ってくれたそうです。

各１反はキープしておりますが、それ以上ご注文いただく場合、

またレースを織るのに２ケ月かかるそうです。

レースは毎回人気ですからね、

まだまだ締切まで時間あるから大丈夫。

なんて思わずに、すぐご注文を！

送料手数料はジャパネットたかたが負担しません

ショルダー1350mm
玉止めで長さ調整して頂けます。

後ろは透明ポケット。
スマートフォンを
入れたり
チケット入れにも
便利です



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×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。

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.5336 ￥1700

7,

No.5337 ￥1900 No.5339 ￥2300No.5338 ￥2700

8, 9, 10,

1～10,

No.5333 ￥2500 No.5335 ￥1800No.5334 ￥2200

4, 5, 6,

No.5331 ￥3200 No.5332 ￥2300

1, 2, 3,

No.5330 ￥3200

ブルー/グリーン/ピンク

１２月末～納期予定

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

トラベルポーチ

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

H110×W145×D65

シェルポーチ

マルチフラットポーチ

H140×W165

布マスクにピッタリ
サイズです。
ハンカチなどを
入れるのにも◎

中ポケット×１

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

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

転生モノ
今アニメや漫画で人気のジャンルですね。
突然主人公が異世界に転生してしまうというのが基本で
転生の際、主人公はチート能力を手に入れ、
異世界で無双するというのが多いです。
それがなに？と思われた方も多いでしょう。
なんとも奇妙な花柄でしたので、なんとなく異世界からの
転生柄かなと思いました。
チート級に売れて欲しい

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。

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。



No.5341 ￥1600 No.5342 ￥2600

No.5343 ￥2100 No.5345 ￥1600

No.5346 ￥1800

No.5344 ￥1800

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.5340 ￥2600

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

No.5347 ￥2800 No.5349 ￥2200No.5348 ￥1800

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/ネイビー/ピンク

１２月末～納期予定

コットン 素材

H65×W165×D40

ペンケース

中にクッション素材を
入れておりますので
メガネケースとしても
お使い頂けます。

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。

H130×W160×D85

ギャザーポーチ ミニギャザーポーチ

H65×W85×D50

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。

H115×W160×D65
マルチフラットポーチ

H140×W165

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。

布マスクにピッタリ
サイズです。
ハンカチなどを
入れるのにも◎

中ポケット×１

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。

ミラクルウェーブというシワ加工を施した
生地を使用しております。

ほっぺの内側に血豆ができました。
それをつぶしているときにこのコメントを求められました。
年と共に血豆のできる頻度があがってます。
これはあれね、ビタミン不足ね
ビタミン不足にはミカンが最適！
この柄でビタミン不足も売上不足も解消！



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×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。

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.5356 ￥1600

7,

No.5357 ￥2500 No.5359 ￥2100No.5358 ￥1800

8, 9, 10,

1～10,

No.5353 ￥2400 No.5355 ￥1800No.5354 ￥2200

4, 5, 6,

No.5351 ￥3200 No.5352 ￥2200

1, 2, 3,

No.5350 ￥3000

ブルー/レッド/イエロー

１２月末～納期予定

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。

通帳ケース

H110×W160

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。

H85×W110

カードケース

20枚収納可能

H160×W240×D100

トラベルポーチ

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

H110×W145×D65

シェルポーチ

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。

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。

あけましておめでとうございます！

え？気が早い？なにを仰いますやら。

この商品が届くころはもう年末ですよ、

笑ってはいけないも放送されますよ。

そんなわけで売れると評判の新春初売りに、

文字通り花を添えるこちらの花柄はいかがでしょうか？

毎年、孫中毒のジジババに会いに帰省しておりますが、

今年は帰省できるのでしょうか？



￥3000 No.5362 ￥2300

No.5363 ￥2400 No.5365 ￥1800No.5364 ￥2100

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.5360 ￥3000
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

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

￥1600

8, 9, 10,
(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

1～10,

キナリ/ブラック/ブルー

１２月末～納期予定

コットンリネン 素材

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。

No.5361

No.5366 No.5367 No.5368 No.5369￥2600 ￥2200 ￥2800

後ろはティッシュケースと
なっております。

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

フリーケース

ポーチ

H115×W160×D65
カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

H165×W245

フラットポーチＳ メディカルポーチ

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。

H160×W230

・ナー！　・マジか…　・スヤ
・おっす、俺ネコ　・何見てんねん
・撫でてもええんやで　・エサくれよ
・フッ　・知らんがな　・ニャんとも…
お好きな顔にセリフを当てはめてお楽しみください　



No.5376 ￥1600

7,

No.5377 ￥1800 No.5378 ￥2500

8, 9, 10,

1～10,

No.5373 ￥2400 No.5375 ￥1800No.5374 ￥2000

4, 5, 6,

No.5371 ￥3000 No.5372 ￥2300

1, 2, 3,

No.5370 ￥3000

ブルー/ピンク/グレー

１２月末～納期予定

コットン　素材

H160×W195×D45

インナーバック

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

マスクポーチ

H110×W150×D40H105×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×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

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。

ポーチ

H115×W160×D65

H110×W145×D65

シェルポーチ

H85×W110

カードケース

20枚収納可能

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。

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

No.5379 ￥1800
H165×W245

フラットポーチ

腱鞘炎を患いまして、激痛に苛まれております。

正直字を書くのも辛い状況でして、

何でもないようなことが幸せだったんだと思います

何でもない夜の事、二度とは戻れない夜はさておき、

何度も訪れる年末に、何とも特記のない花柄はいかがでしょう？

ちょうど一年前に、花柄を選んだ事、

昨日のことのように今はっきりと思い出す

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。



1,
PK

GR PU

No.5380 ￥1800 No.5381 ￥1800

1, 2,PK

GR

コットン素材 コットンリネン素材

No.5382 ￥1800 No.5383 ￥1800

3, 4,

5, 6,

No.5310 ￥1800 No.5311 ￥1800
コットンリネン素材 コットン素材

コロナウイルスの蔓延に伴い、２月に承認が下りたばかりの
【抗ウイルス性フィルム ローンエースＬＰ】を裏地に使用した
マスクポーチです。

NV

BL

GY

1～4,

サイズ　H115×W210

納期　 １２月末～納期予定

コットン素材

Antivirus 
      Mask case

PK

コットン素材

5～6, 納期　 次回納品時同送

NV

PK

YE

RDBL

BLKI

BK BL

BE
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