
7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3210 ￥2600 No.3211 ￥1800 No.3212 ￥2800 No.3213 ￥2200

No.3214 ￥1600 No.3215 ￥2000 No.3216 ￥2200 No.3217 ￥1800

1～8,

ブラック/サックス/イエロー 

５月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ
終わりましたね、北京オリンピック。
個人的にはやはり平野歩夢くんの金メダルが一番感動しました。
その翌日、僕も歩夢くんの影響を受けゲレンデのハーフパイプで、
自分史上最高何度の大技バックフリップをしたら見事頭から落ちて
むち打ちになりました。
やはり無茶はいけませんなぁ無茶は。
人生これから長いんだからもう少し落ち着いて生活を送ろうと思いました。
というわけで、今回落ち着いた刺繍の花柄を用意しました。
なにかとあくせく忙しい昨今、このポーチで少し落ち着きを取り戻してください。

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H100×W135

ティッシュポーチ（Ｓ） マルチフラットポーチ

H140×W165

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

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。

H65×W85×D50

ミニギャザーポーチ

H115×W160×D65

H65×W165×D40

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

ペンケース

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



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.3220 ￥2400 No.3221 ￥2500 No.3222 ￥2300 No.3223 ￥1800

No.3224 ￥1600 No.3225 ￥1800 No.3226 ￥2600 No.3227 ￥2200

1～8,

ベージュ/ピンク/グレー

５月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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。

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

H110×W145×D65

シェルポーチ

後ろはティッシュケースと
なっております。

皆様お待たせしました。
お待たせしすぎたかもしれません。
ダウンタウンの浜ちゃんの「結果発表！！！！」を脳内で再生してから
ご覧ください。
なんと、
息子が
高校に合格しました！
これもひとえに皆様の応援のおかげです。
見事花を咲かせましたので、お祝いの花柄でございます！
よろしくお願いいたします

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, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3230 ￥3000 No.3231 ￥3000 No.3232 ￥2400 No.3233 ￥1800

No.3234 ￥1800 No.3235 ￥1600 No.3236 ￥2600 No.3237 ￥2200

1～8,

キナリ/ネイビー/イエロー

５月末～納期予定

コットンリネン素材

動画紹介ＱＲ

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

シェルポーチ

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

H160×W240×D100

トラベルポーチ

カードケース（Ｌ）

H115×W140H165×W245

フラットポーチ 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。

32枚収納

I♥CAT

仕事休んで北海道行って、スノーボードして暴飲暴食してきました
結果、大阪に帰ってきてから、胃に激痛がはしり、病院で胃カメラ検査した結果
逆流性食道炎と急性胃炎のツープラトン攻撃に見事やられました。
さらに仕事を2日休む羽目になり、皆様にはご迷惑おかけしました。
まあ僕も48歳、12月から週末は、いや週末どころか平日も会社休んでは
スノーボードに通い詰める生活を続けていては体調も崩れるということを
やっと理解しました。そんな訳で僕は今果てしなく癒されたいのです。
癒すといえばやはりネコですにゃぁ。
というわけで、傷ついた48歳を癒すネコシリーズよろしくお願いいたします



1～8,

ネイビー/カーキ/レッド

４月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.5850 ￥3000 No.5851 ￥3200 No.5852 ￥2400 No.5853 ￥2400

No.5854 ￥1900 No.5855 ￥1900 No.5856 ￥2600 No.5857 ￥2800

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×D65H160×W195×D45

インナーバック

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

H110×W145×D65

シェルポーチ

フラットポーチ 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

STANDARD SERIES
毎度おなじみイチゴ泥棒！
こちらも定番シリーズに仲間入り、
泥棒のくせいに定番なんてふてえ野郎だ！
これはもうあれだ、常習犯だ、再犯だ！
チンだボディだボディだチンだ、えーい面倒だ。
いや面倒じゃないですよ、売れたらすぐ追加できますからね
いっこ売れたら？ハイ追加！
これを掛け声に頑張っていきたいと思います



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3200 ￥3200 No.3201 ￥2200 No.3202 ￥2400 No.3203 ￥1800

No.3204 ￥1600 No.3205 ￥2600 No.3206 ￥1500 No.0360 ￥1000

1～8,

グリーン/ピンク/イエロー

４月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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

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。

カードケース

20枚収納可能

H85×W110 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

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

STANDARD SERIES
ずっと「ポーチの定番はないんですか？」「定番商品つくらないんですか？」
というお問い合わせをいただいておりましたが、受注生産を続けてました
が、ついに、とうとう、いよいよ、なんということでしょう？
キング・ザ・100トン並みに重い腰を上げ、定番作ることにしました。
これで皆様からの追加注文や、客注にも対応できますし、
急に店舗の開店がきまったので、なにかないですか？
というご要望にも対応させていただくことができます。
大事なことなので声を大に、いや字を大にして言います

定番です！追加ください


	1（ぽこぽこ刺繍）_compressed
	2（小花）_compressed
	3（綿麻ねこ）_compressed
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