
↓↓↓注目↓↓↓

あら、こんなところにQRｺｰﾄﾞが！

そうです、最近インスタにて商品の紹介動画上げてます。

おかげさまで再生回数もうなぎのぼり、なんと毎月２０再生！

少なすぎるわ！（お好きな芸人の声で読んでください）

カタログに紹介文書き、動画もアップするというこのサービスっぷり。

とりあえず嘘でも今月は一度こちらの動画ご覧ください。

僕のやる気のない営業トークが聞けます

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.5666 ￥2000

7,

No.5667 ￥2800 No.5669 ￥3000No.5668 ￥2200

8, 9, 10,

1～10,

No.5663

￥2600

　　　　　　　No.5665 ￥2000No.5664 ￥1800

4, 5, 6,

No.5661￥3400 No.5662￥2800

1, 2, 3,

No.5660

ブルー
ピンク
マスタード

６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

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。

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。

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

フラットマスクケース

H110×W210

動画紹介ＱＲ

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。



7, 8,

1～8,

パープル/ピンク/イエロー

６月末～納期予定

コットンリネン 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.5670 ￥3200 No.5671 ￥3200 No.5672 ￥2300 No.5673 ￥2400

No.5674 ￥1800 No.5675 ￥1600 No.5676 ￥1800 ￥2400

動画紹介ＱＲ

H160×W195×D45

インナーバック

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

H165×W245

フラットポーチ

H110×W145×D65

シェルポーチ

YEPK

No.5677

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

PU

SPITZが３０周年ということで、最近ラジオでよく流れてますねぇ。

もう僕の２０代前半はSPITZと天下一品でできているといっても過言ではございません。

毎日カーステでSPITZを聴き、しんや天一のラーメンで締める１日の充実感！

しかし若い頃に聴いていた唄ってのは、なぜずっと歌詞覚えてるんでしょうね？

いまだにびっくりすくらいそらで歌えます。

さてそんなSPITZであじさいといえば、あじさい通りですね。

あの名盤「ハチミツ」に収録されている名曲です。

ハチクロの愛称で有名な漫画「ハチミツとクローバー」ですが、

あれは作者が執筆中にずとこのハチミツとスガシカオのクローバーを聴いていたから

つけられたタイトルらしいですよ。

ほらまたひとつ雑学が増えましたね。多分誰にも語ることない雑学ですけど。

東大王ほどはためにならないけど、心のいやしになる小欄、今回も長文ご愛読ありがとうございました。



7, 8,

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.5680 ￥2400 No.5681 ￥2400 No.5682 ￥1800 No.5683 ￥1600

No.5684 ￥1800 No.5685 ￥2600 No.5686 ￥1800 No.0345 ￥1000

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

1～8,

ブラック/グリーン/イエロー

６月末～納期予定

コットン素材

MOVIX八尾でシン・エヴァンゲリオン劇場版観てきました。

ネタばれはするのもされるのも嫌いなので、内容にはふれませんが、

とりあえず鑑賞後の感想は、「ながっ」でした。

この年になって約３時間の上映時間は疲れる。

しかしながら、八尾にはそんな疲れた体をほぐせるオアシスがあることを最近知りました。

その名は八尾グランドホテル！

宿泊は持ちろん、温泉、レストラン、そして大衆演芸場を兼ね備えた八尾のコートダジュール。

コートダジュールといえば南フランス、南フランスといえばソレイヤード。

と、いうわけで南フランスからソレイヤード柄の紹介です。

いや、正確には東大阪からソレイヤード風柄の紹介です。

Go to 近場！が主流の昨今、ぜひ弊社ポーチを銭湯のお供に！

動画紹介ＱＲ

H85×W110

カードケース

20枚収納可能

マルチフラットポーチ

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。

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



7, 8,

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.5690 ￥3000 No.5691 ￥2400 No.5692 ￥2400 No.5693 ￥2000

No.5694 ￥1800 No.5695 ￥1600 No.5696 ￥1600 No.5697 ￥2600

H160×W195×D45

インナーバック

H110×W145×D65

シェルポーチ 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。

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

1～8, 動画紹介ＱＲ

ブルー/レッド/オレンジ

６月末～納期予定

コットン 素材

BL BL

BL

OR

OROR RD

RD

ヨガがよか（博多風）
もともと不眠症気味なんですよ、酒飲むか睡眠薬のまないと熟睡できないタイプ。
しかしですね、最近夜に妻と娘とYouTube見ながらヨガやりだしまして、
ヨガやったあとは、スッと眠りにつけるんですよ。
もう僕の世代だとヨガ＝ダルシムでして、
眠るよりは火ぃ吐くいめーじやったんですけどね、ヨガ。
よい睡眠取れると生活に張りがでて、なんか人生に花が咲く感じですね。
おっそうそう、まさにこんな感じの花柄が僕の人生に咲き誇っています。
素晴らしき人生のお供に、ぜひ弊社花柄ポーチを！



7, 8,

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.5700 ￥2300 No.5701 ￥2400 No.5702 ￥1800 No.5703 ￥1600

No.5704 ￥1800 No.5705 ￥2400 No.5706 ￥2200 No.0346 ￥1000

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

H165×W245

フラットポーチ

1～8,

ベージュ/ネイビー/ピンク

６月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

H110×W145×D65

シェルポーチ

悲しいお知らせです。

災害級の豪雪！過去最高の積雪量！

なんて報道がなされておりましたが、結局蓋を開けると今年も暖冬でした。

その温かさはすさまじく、ゲレンデの雪はもう瀕死です。

そんなわけで今週末（４月３日４日）をもって今シーズンのボード活動は終了です。

今後は普通の営業マンに戻ります。

僕のことは嫌いになっても、スイッチスタンスのことは嫌いにならないでくだしゃい。

余談ですが、ボードしてるとたまにカモシカやウサギにあいます。

今年はカモシカには会いましたが、うさぎには会いませんでした。

と、おもったらこんなところにいたのかいキミ！

というわけで、にょーんと伸びたウサギさんシリーズよろしく哀愁。



1～3,

1,

2,

即納(次回納品分と同送)

⁂裏地に接触冷感素材を使用しております。
　表地は通常の生地となっております。

3,

4, 5,

6, 7,

No.0323 ￥1000

柄見本

No.0325 ￥1000

No.0326 ￥1000 No.0327 ￥1000

No.0329 ￥1000

コットン素材

コットン素材

コットン素材

コットンリネン素材

コットンリネン素材

BL

PKBE

PK

　NV
（黒に近い濃紺）

WH PK

KI BKBE

8,

4～8,

. SPA BAG selection .
.  Mask  .

.  summer .

No.5707 ￥2600

表ラミネート　（ベース・コットン素材）

No.5708 ￥2600

表ラミネート　（ベース・コットンリネン素材）

No.5709 ￥2600
表ラミネート　（ベース・コットンリネン素材）

メッシュ素材

中
ファスナーポケット×１
オープンポケット×１

PK

BE

BK

BK

BL YE

H170×W240×D95

H170×W240×D95

H170×W240×D95

６月末～納期予定
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