
7, 8,

1～8,

ブルー/ピンク/グレー

５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。

H160×W195×D45

インナーバック 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

H105×W150×D65

シェルポーチ

No.5610 ￥3000 No.5611 ￥2600 No.5612 ￥2600 No.5613 ￥2200

No.5614 ￥1600 No.5615 ￥1600 No.5616 ￥1800 No.5617 ￥2600

マスクポーチ

H110×W150×D40

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。

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

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。

小学校2年生の時、西崎君という大層絵の上手いクラスメイトがいました。
図工で描くような絵だけではなく、漫画のキャラもうまく、発想力もありました
僕と彼はマンガ部に所属しておりましたが、彼の画力は群を抜いてました、
そんな彼が書いたギャクマンガその名も「スーパープカポン」
そのキャラの造形センスだけではなく、スーパープカポンというネーミングセンスにぐうの音も出ませんでした。
その圧倒的なセンス差を目の当たりにした僕はあり得ない行動に出ました、
なんと同じ「スーパープカポン」というタイトルで作品を発表し、偶然被ったというてぇを装ったのです。
そんなわけあらへんで、思われるでしょうが、なんせ周りは全員小2、それがまかり通ったのです。
しかも画力、ネーミングでは圧倒してた西崎君、脚本力は皆無で、内容については僕の方が評価を得てしまったのです。
ちなみに僕の画力は、絵心無い芸人の絵を「なかなかやるな」とライバル視するレベルです。
模倣がオリジナルを上回る。そんな事例があることもまた事実。
そう、北欧風、北欧風とかいうてますが、今やジャパニーズ北欧、それがスタンダードになると思うのです。
ジャパニーズ北欧風、これがそのうち北欧に輸出される未来も近づいていると思います。



No.5626 ￥2000

7,

No.5627 ￥2900 No.5629 ￥3200No.5628 ￥2200

8, 9, 10,

1～10,

No.5623

￥2600

No.5625 ￥2000No.5624 ￥1800

4, 5, 6,

No.5621￥3400 No.5622￥2800

1, 2, 3,

No.5620

ホワイト/ブラック

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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

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。

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

￥2200

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
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。

H160×W230

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。

フラットマスクケース

H110×W210

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。

先月小欄にて報告させていただいたノローナのウェア購入報告その後。
なんと、破れましたorz
もちろんケンシロウが怒りに任せ巨大化した時の革ジャンのように、
着用不能ではなく、ほんの5mmほど木の枝で切れた程度なんですが、
心の傷は５ｍ級です。巨人でいうと５ｍ級は小型ですけど、
こころの傷にしては超大型。
しかしながらスノーボードウェアに傷はつきもの、
勲章ととらえ修理して引き続き愛用したいと思います。
そう良いもんは傷ついても、時がたっても使えるのです。
当シリーズも大層よい半別注生地を使った代物なので、
皆様に長く愛されると自負しております。



7, 8,

1～8,

ブラック/ブルー/ピンク

５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.5630 ￥3200 No.5631 ￥2600 No.5632 ￥2600 No.5633 ￥1800

No.5634 ￥1600 No.5635 ￥1600 No.5636 ￥2600 No.5637 ￥1000

バニティポーチ

H100×W165×D100 H130×W160×D85

ギャザーポーチ

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

H140×W210

フラットポーチＳ

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。

スノーシューを22incから25incに買い換えました。
スノーシューとは雪の上を歩くときに体が沈まないようにする、雪山登山の必須アイテムです。
たった3incとあなどることなかれ。
当方、バックカントリースノーボードを趣味とし、毎年北海道に山登りに行くんです。
北海道では同じBCSBの友人たちがいいところへガイドしてくれるのですが、
そののぼりの速さにまったくついていけなかったんですよ。
いくら彼らが毎週上ってる猛者とはいえ、当方もまあまあ体力には自信のあるタイプ。
こんなにあっさり置いて行かれるはずはない。と、思いながらも猛者たちの背中は遠い。
で、スノーシューを買い替えサイズアップしたところ、サクサク登れる、付いていける！
たった3incとはいえ少しの違いが天と地ほどの差を生むことがあるんですね。
花柄も同じです。毎回同じように見えて、少しずつテイストが変わっていっております。
毎回グレードアップされる花柄、最新アップデートされた花柄ver2021、こちらいかがでしょうか？



No.5646 ￥1600

7,

No.5647 ￥1600 No.5649 ￥2200No.5648 ￥2600

8, 9, 10,

1～10,

No.5643

￥2200

No.5645 ￥1800No.5644 ￥2200

4, 5, 6,

No.5641￥3000 No.5642￥3000

1, 2, 3,

No.5640

キナリ/ブラック/グリーン

５月末～納期予定

コットンリネン 素材

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200H100×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。

￥2500

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。

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

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

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

H165×W245

フラットポーチ

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。

ああ、大人になったなぁ…
と、思ったときはいつですか？
タバコを吸ったとき？お酒を飲んだ時？
それとも失恋した時？
自分的にはホテルの朝食バイキングで、
余計な食材を取らなくなった時です。
昔は別に食いたくもない地元の名産品とか皿にのせてましたよね
今ではごはん、目玉焼き、ウィンナーといたってシンプル。
しかしですね、そんな大人な僕でもまだやめられないのが、
サラダバーのベビーコーン、大好きなんですよねあれ
と、いうわけで今月のベビーコーン柄よろしくお願いします
（※注　ベビーコーン柄ではない）



7, 8,

1～8,

ネイビー/グリーン/イエロー

５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×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
No.5650 ￥3400 No.5651 ￥2600 No.5652 ￥2000 No.5653 ￥1800

No.5654 ￥1800 No.5655 ￥2800 No.5656 ￥2300 No.5657 ￥1000

スノーボードの話ばかりで恐縮ですが、
海外と日本におけるスノーボードにおける大きな違いの一つに、
ヘルメットの着用率があります。
日本では着用率が著しく低いヘルメットですが、海外ではほとんどの人が着用してます。
してますと、聞きます。知らんけど。
まあその辺はやはり日本人の危機管理能力や、自己責任の問題なのですかね、知らんけど。
かくいう僕はヘルメットを着用派です。
とくにバックカントリースノーボードでは自然の中を滑るので、どこから何が飛び出してくるかわかりません。
今回のこちらの柄も、どの家からどんな動物が飛び出してくるのか？
ドッキドキのワックワクです。ダメ、ノーヘル、ゼッタイ！

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

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

H145×W210

フラットポーチＳ



中国製

1～3,

No.8035 ￥2500

1, 2,

3, レインハット

Back style

NV

TBRD

BK

GYBE
MD

. Hat selection .

即納(次回納品分と同送)

◆数に限りがございます
売切れの際はご了承下さい。

No.8036 ￥2500

No.8037 ￥2500
コットン１００％

★撥水加工

撥水加工パッカブルハット 撥水加工アドベンチャーハット
★超撥水加工（傘用の強力な撥水加工生地を使用しております）

★吸水速乾汗止め

★UV遮蔽率　99.9％
★サイズ調整可能

BK

★コンパクトに
　持ち運べます

BK

★両サイドにはムレを軽減するため
　通気性の良いメッシュ素材を
　使用しています

ポリエステル１００％ ポリエステル１００％

NV NV

★超撥水加工（傘用の強力な撥水加工生地を使用しております）

★吸水速乾汗止め

★UV遮蔽率　99.9％
★サイズ調整可能

KH


	1（ツタ実）_compressed
	2（刺繍）_compressed
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	6（帽子）_compressed

