
7,

No.5906 ￥2300 No.0353 ￥1000No.5907 ￥2200

8, 9,

1～9,

No.5903

￥2500

　　　　　　　No.5905 ￥2800No.5904 ￥1600

4, 5, 6,

No.5901￥3400 No.5902￥2500

1, 2, 3,

No.5900

ブラック
カーキ
グレー

１１月末～納期予定

コットンリネン 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。

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。

￥2000

動画紹介ＱＲ

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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

ポーチ

H115×W160×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

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

ビビビ婚
これ知ってる人同年代イェーイ！
まあ知らん人はさておき、
この柄見て久しぶりにビビビ
ってきたんですよ。
こ、この柄は絶対うれる！って
どうですぅ、
皆さん僕のビビビに乗ってみませんか？
ただ、
直感よく外れるので
判断は自己責任でお願いします



1～8,

ベージュ/ブラック/ネイビー

１１月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

H160×W240×D100

トラベルポーチ

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.5910 ￥3000 No.5911 ￥3000 No.5912 ￥2400 No.5913 ￥2400

No.5914 ￥1600 No.5915 ￥1500 No.5916 ￥1600 No.5917 ￥2700

H110×W145×D65

シェルポーチ

H160×W195×D45

インナーバック

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。

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

どうもふくろうです。
いやふくろうなんですけど、僕的にはこれかわうそなんですよね
いや、どう見てもこれ吉田戦車のかわうそリスペクトしてますよね
吉田戦車知らん人置いていきますよ~、義務教育やないんやからね
と、いうわけで知ってる人も知らない人も
激推しかわうそ柄よろしくお願いします。



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.5920 ￥3200 No.5921 ￥2400 No.5922 ￥2400 No.5923 ￥2200

No.5924 ￥1800 No.5925 ￥1600 No.5926 ￥1800 No.5927 ￥2400

1～8,

ブルー/ピンク/イエロー

１１月末～納期予定

コットンリネン素材

動画紹介ＱＲ

先日イッテQで出川がウェイクサーフィンをやってるのを観て、中三の息子が
「これやってみたい」っていうので先日、娘（高二）と三人で琵琶湖に行ってきました。
子等はウェイクボードもやったことないので、そう簡単には立てないだろう。
って思ってたら二人とも初っ端からすっと立って、結局手を放すところまで行けました。
僕は最後にトライしたのですが、子等が出来てるだけに父親としてのプレッシャーがありますよね
結構気合入れて挑んだんですが、思いのほか簡単に立てました。面目躍如です。
その後はスーパー銭湯に寄って帰ったんですが、いつまで子供たちはこうやって
遊びについてきてくれるんだろうか？と考えてしまいました。
僕らはこの子たちの頃は、高校生にもなって親と出かけるってなかったもんでねぇ。
今はそういう時代なのかもしれません。
しかしついてきてくれるのは良いのですが、ウェイクサーフィン×３人で結構な金額します。
あえて金額は言いませんが、インナーバッグが９個買えるくらいの支払いです。
というわけでこの定番の花柄に注文がたくさん入り、売り上げが上がることが、
今後我が家の安定と家族中を支えてるといっても過言ではございません。
そんなわけで皆様、迷ったらこちらの花柄でファイナルアンサー。

H160×W195×D45

インナーバック

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

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。

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。

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

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

BLYEPK

BL YEPKYE

PK



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.5930 ￥3200 No.5931 ￥2200 No.5932 ￥2300 No.5933 ￥1600

No.5934 ￥1500 No.5935 ￥1800 No.5936 ￥2600 No.0354 ￥1000

1～8,

ブラック/ピンク/グレー

１１月末～納期予定

コットンリネン素材

動画紹介ＱＲ
最近出張もめっきりとヘリ、コロナ騒動前と比べて、仕事の比重が激変しました。
以前は出張７出荷１経理１その他１って感じでしたが、
今は現実逃避７その他３という感じになってます。
冗談はさておき、出張が減った今日この欄の執筆は僕は仕事のかなりのウェイト占めてます。
今日も、「先生執筆おねがいします」と頼まれいざモニターを見てみると
なんそれ！とＺＡＺＹばりに叫んでしまいました。
とりあえず執筆に一番困るのは何柄か分かりにくい事なんですが
まさにこれがそう。
天才的な頭脳をもち、数万の語彙を操るといわれている僕が絞りだした言葉がこちら
か、かわいいでしょ？
よろしくお願い致します。

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×D65H110×W145×D65

シェルポーチ

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。

H110×W105

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

マスクケース

H165×W245

フラットポーチ

H160×W240×D100

トラベルポーチ



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.5940 ￥3000 No.5941 ￥2400 No.5942 ￥2400 No.5943 ￥1800

No.5944 ￥1600 No.5945 ￥1800 No.5946 ￥2600 No.5947 ￥2700

1～8,

ブラック/ブルー/グレー

１１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

H160×W195×D45

インナーバック

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。

H160×W230

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

dale.

H165×W240

フラットポーチ

コケー、オラ、トサカにきたぞ！
北欧版ドラゴンボールでは有名なセリフですね。
はい、ウソです。そんなものありません。
ただ、これ見た瞬間にトサカっぽいなぁって思ったんです。
もし北欧版ドラゴンボールあったら
「かめはめ波~」、じゃなくて「フィヨル怒~」
とかっだったかもしれませんね
知らんけど



Key case selection サイズ　H65×W110

内ポケット×1
キーリング×1

納期　１１月末～納期予定

コットン 素材

NO,5950 NO,5954

NO,5953

NO,5952

NO,5951 NO,5955

WH GR PK

SA PK GY

SA BL YE

WH BK GY

BL RD

PK

WH

YE

ALL ￥1600

ケース内に鍵を入れておけば、
鍵で周りのものを傷つけません。
内ポケット付きで自転車のカギなど、
無くしやすい鍵類をまとめて収納できます。
内ポケットはカードが入るサイズです。

動
画
紹
介
Ｑ
Ｒ



ポーチとしても使用できます
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