
No.5566 ￥1600

7,

No.5567 ￥1800 No.5569 ￥2300No.5568 ￥2700

8, 9, 10,

1～10,

No.5563

￥2600

No.5565 ￥1900No.5564 ￥2200

4, 5, 6,

No.5561￥3200 No.5562￥3200

1, 2, 3,

No.5560

ネイビー/パープル/ピンク

４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）

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。

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

￥2500

後ろはティッシュケースと
なっております。

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。

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

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。

先日数年前に離婚した友人から、急に写真が送られてきました。
協議の末、親権は母親がもち月に一度は面会の約束でしたが、
その約束は反故にされ、実に4年ぶりの再会だったそうで、
写真を撮る手が震えたと言ってました、
某有名な曲の詩ではありませんが、
ほんとうに何でもないようなことが幸せなんだよ、
友人は酒を片手にそう語ってました。
なんでもないような柄が一番売れると思う～
なんでもない花の柄、追加がきかない柄～
プワァ～プワァ～プワァプワァ～プワァ～プワァプワァワァ



7, 8,

1～8,

パープル/イエロー/グレー

４月末～納期予定

コットン 素材

1, 2, 3,

ノローナのスノーボードウェアを買いました。
ただのスノーボード用ではなく、バックカントリーという、
板を担いで自然の山を登って滑る、究極のスノーボードです。
今までノースフェイスのウェアを着てたんですが、
もう７年も前に買ったやつで、生地の汚れ、ヘタレがきになり、
シルエット的にもあまり気にっていませんでした。
スノーボードにとって一番なにが大切かというと間違いなくウェアなんです。
気に入ったウェアでないと、テンション上がらず滑ってても楽しくない。
で、先日ニセコに行ったんですけど、いかんせんウェアのせいで楽しくなかったんです。
最近のニセコほんとすごくて、まるで海外のリゾートみたいなんですよね。
そこでたまたま入ったショップにあったノローナのウェア、それを試着しましたところ、
やだ、カワイイ！と即決し購入しちゃいました。
そのノローナ、ノルウェー生まれのブランドなんですが、僕やっぱり体つきが北欧なんですね、
すごく似合ってるの。そこからもうテンションマックスでスノーボードを楽しめました
そんな気分を皆様にも分かち合いたいと思い、北欧柄をお勧めします！

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。

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

4,

5, 6,

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。

ポーチ

H115×W160×D65

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200H165×W245

H110×W145×D65

フラットポーチ

H110×W105

マスクケース
仮置きに便利なマスクケース
お食事や美容院などちょっと外したい時に。
持ち運びにもスマートに収まります。
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。

H110×W215

H105×W150×D65

シェルポーチ

No.5570 ￥3200 No.5571 ￥2300 No.5572 ￥2400 No.5573 ￥1600

No.5574 ￥1500 No.5575 ￥1800 No.5576 ￥2500 No.0331 ￥1000



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。

7, 8,

1～8,

ブルー/ピンク/グレー

４月末～納期予定

コットン 素材

1, 2, 3,

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。

4,

5, 6,

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。

ポーチ

H115×W160×D65

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H105×W150×D65
No.5580 ￥3200 No.5581 ￥2500 No.5582 ￥2400 No.5583 ￥1800

No.5584 ￥1600 No.5585 ￥1800 No.5586 ￥2500 No.5587 ￥2200

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

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。
抗菌アイテムなどの収納にも便利です。

中ポケット×１

布マスクの収納にも
ピッタリ。

もともと眠りが浅いタイプなんですが、最近特に眠れないことが多くなりました。
なんでも眠るのにも体力がいるようで、加齢とともにその体力も落ちていくみたいですね、
知らんけど。
最近加齢を実感することが多くなりましたが、そのうちの一つがYouTubeです。
我が家の子供たちはそれこそ一日中ずっとYouTubeやTikTokを見ていますが、
もうね、この年になるとYouTubeの情報量とうるささにうんざりするのよ。
you tuberたちはこぞってサムネに力を入れ派手に演出してますが、
もうサムネに蛍光色が多ければ多いほど敬遠してしまいます。
そして元気いっぱいのあいさつする動画も、元気酔いしてしまい、そっとページを閉じてしまいます。
そんな僕には、これくらい優しい花柄がちょうど良いのです。
動画を見つかれた貴女、どうぞこの優しい花柄で癒されてください。
そんな僕がお勧めするYouTubeはPUREJAMというスノーボードチャンネルです。
多分皆さん興味ないと思いますが、どうしようもなく暇なときによければみてください。



7, 8,

1～8,

サックス/レッド/イエロー

４月末～納期予定

コットン 素材

1, 2, 3,

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。

4,

5, 6,

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。

ポーチ

H115×W160×D65

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H105×W150×D65
No.5590 ￥3200 No.5591 ￥2300 No.5592 ￥2300 No.5593 ￥1600

No.5594 ￥1500 No.5595 ￥1600 No.5596 ￥2400 No.5597 ￥2800

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

フラットポーチ

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

一周回ってやってくるマイブームってありますよね。
そんなわけで私今一周回って塩辛にハマっております。
もちろん塩辛といえば王道のイカ一択で、それ以外の選択肢ございません。
さて、そのイカの塩辛に何を合わせるのか？白ご飯？日本酒？
チッチッチ、違います！今イカの塩辛と最高にマッチングするのは、
ずばりお粥さんでございます。
朝、お茶碗にお粥さんを盛り、そこにイカの塩辛を乗せてすする、
あー、日本人に生まれてよかったー、と思える至福の時でございます。
そんなあなただけでマッチング、こっそり教えて頂ければ幸いです。
さて、こちらは北欧と幾何学がマッチングしたかわいいシリーズ。
トラベルポーチにイカの塩辛を詰め込んで旅に出ましょう。

RD YESA

RD YE RD

YE

SA



7, 8,

1～8,

ブルー/レッド/マスタード

４月末～納期予定

コットン 素材

1, 2, 3,

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。

4,

5, 6,

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。

ポーチ

H115×W160×D65

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H110×W145×D65

H110×W105

マスクケース

仮置きに便利なマスクケース
お食事や美容院などちょっと外したい時に。
持ち運びにもスマートに収まります。
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。

H110×W215

H105×W150×D65

シェルポーチ

No.5600 ￥2300 No.5601 ￥2400 No.5602 ￥1800 No.5603 ￥1600

No.5604 ￥1600 No.5605 ￥2500 No.5606 ￥1600 No.0340 ￥1000

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。
抗菌アイテムなどの収納にも便利です。

中ポケット×１

布マスクの収納にも
ピッタリ。

カードケース

20枚収納可能

H85×W110

変な弟の話
そうです、僕の弟変なんです。
いろいろ変なところはあるんですが、今回紹介するのは彼の好きな漫画に関して。
僕も漫画を読むのは大好きで、いまだに週に何冊も読んでいます。
変な弟も漫画が好きなのですが、彼が小学生の時に集めていたには「のらくろ」
そう、田河水泡のあの犬漫画です。
主人公ののらくろが巻を進むごとに上等兵から、伍長、曹長と、昇進していきます。
戦時中を色濃く反映していた内容も、戦後にはのらくろ喫茶店なんて、
よくわからないセカンドライフの漫画になってたりします。
え？弟やなくて、お前も詳しいやないかい！ですって？
まあね、変な漫画とは思いつつも弟が持ってるとついつい読んじゃいますよね。
そんな話を今回こちらのレトロな柄を見て思い出しました。
単行本のサザエさんにでてくる女性は大体こんな水着来てますね。
どうしようのなく暇な方は一度のらくろご覧ください。



中国製

＊スイッチスタンスの
　オリジナル商品ではございません。

1～4,

ブラウン（犬）
サックス（猫）
ネイビー（デニム風）
オレンジ（クラシックソーイング）
グレー（無地）

３月末～納期予定

H180×W220×D125
No.0341 ￥1200 No.0342 ￥1500

No.0343 ￥1600 No.0344 ￥1800

H360×W320×D180

H260×W340×D240 最大サイズ　H330×W400×D260

1, 2,

3, 4,

保冷、保温どちらにも使えるバックです。
裏のアルミニウム素材も厚めで
しっかりとしています。
お買い物やピクニックに便利なバックです。

ランチバック

ランチボックスと
５００mlペットボトルが入るサイズ

２Lのペットボトルが５本入ります

レジカゴバック

レジカゴより少し小さめサイズ
マチが大きいので収納力があります。

トートバック

バルーンバック

形の可愛いバルーンバック
両サイドのポケットもついて
２Lのペットボトルが６本入り
収納力も抜群です

GYBR

OR NV SA
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