
7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3300 ￥2800 No.3301 ￥2600 No.3302 ￥2200 No.3303 ￥1800

No.3304 ￥2000 No.3305 ￥2100 No.3306 ￥2200 No.3307 ￥1800

1～8,

ベージュ/ブラック/グリーン 

８月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

私事で恐縮ですが、趣味としてるテニスで、草トーナメントに出場し、
男子初級シングルス部門で見事に優勝を果たしました。
高校生の時に軟式テニスをしており、そこからとんとしてなかったのですが、
１０年ほど前、会社の皆で何か始めたいね、ということからテニスを始めました
はじめは軟式と硬式の違いに戸惑いましたが、徐々に慣れていきまして、
ダブルスの試合では結果を残すことが多くなってきたのですが、
やはりシングルスは難しく、中々優勝できなかったんですよ。
しかし、来年僕も５０歳、日々落ちてゆく体力、気力、視力、つまり老い。
なんとか早めに結果を出したいと思い、いつもはダブルスとシングルスを
ダブルエントリーするのですが、今回はシングルス一本に集中したことろ、
参加者５名の総当たり戦で、３勝１敗ながら見事優勝しました
いやあ諦めずに挑戦し続けると、結果はついてくるんですね。
というわけで長年続けてるレースシリーズもまた新鮮な目で見て頂けると思います

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。

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。

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。



テニス続きで恐縮ですが、今年から高校に入った息子もテニス部に入部しました
中学校ではバレー部に入っており、親ばか目線で結構いい線いってるなぁ
高校でも続けてほしいなぁと思っていたので、残念と言えば残念ですが、
いざテニスをはじめるとなると、今後一緒に練習したり、試合出たり、と
夢は大きく膨らんでいきます。それと同時に膨らむのが支出です
そうまずはラケットでしょ、シューズでしょ、ウェアでしょ、
そして試合だ部費だ遠征費だと弱小クラブのわりにお金かかるんですよ。
で、部活だけでは心もとないと、地元のテニススクール通うことになりまして、
それの月謝が１００００円・・・。
はい、皆様お分かりですね、このかわいいポーチ。皆様からのオーダーが、
ウチの息子のボール代となりガット代となり消えゆくわけです。
夢は大きくウィンブルドン！皆様からのご支援、いやご注文お待ちしております

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.3310 ￥3200 No.3311 ￥2300 No.3312 ￥2400 No.3313 ￥2200

No.3314 ￥1800 No.3315 ￥1600 No.3316 ￥2500 No.3317 ￥1600

1～8,

ホワイト/ブルー/カーキ

８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

カードケース

20枚収納可能

H85×W110

バニティポーチ

H100×W165×D100

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。

KH BL WH

BL KH

WH

KH WH



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3320 ￥3200 No.3321 ￥3200 No.3322 ￥2400 No.3323 ￥1600

No.3324 ￥1500 No.3325 ￥1800 No.3326 ￥2500 No.3327 ￥2800

1～8,

ブラック/ブルー/グレー

８月末～納期予定

コットン素材

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

H160×W195×D45

インナーバック

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

フラットポーチ

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。

H105×W150×D65

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

テニス三部作で恐縮です。
僕が高校の頃なんて、顧問の暴力が部活を支配しているといっても過言ではなかったのですよ
その中でもベストオブ暴力を今回はご紹介したいと思います。
僕が高3の時に出場した試合で、会場は大阪の上宮高校でした。上宮のコートは変わっていて
コート2面をぐるりと校舎が口の字で取り囲んでいて、360度どこからでも観戦できるんです
で、マッチポイントであと1点で勝利の僕たちペア。後衛が打ったナイスショットに
返球するのが精いっぱいの相手後衛、その球に反応した僕がボレーを決めます！
よし決まったと思い振り向いた瞬快、なんと相手がそのボールに追いつき返されたんです
そのまま試合をひっくり返され負けてしまった僕のペア、退場すると鬼の形相の顧問が・・・
そこからビンタ三連発がさく裂ですよ、360度選手観戦する中響くビンタ音、
バチーン、バチーン、バチーン、お前あほか、試合中に振り向く奴がどこにおんねん！
容赦のない顧問の怒号、静まり返る会場、憐みの視線。今なら確実に炎上案件ですね
いや、今でもその顧問の先生とは仲良くさせてもらっていたって円満な関係ですよ（笑）
そんな暴力とは対極にある弊社の優しい花柄、反暴力の象徴にいかがでしょう？

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。

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

BK BL GY

BK

BL

GY BK BL



フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200
No.3336 ￥1900

7,

No.3337 ￥2600 No.3339 ￥2100No.3338 ￥2200

8, 9, 10,

No.3333 ￥2400 No.3335 ￥1500No.3334 ￥1800

4, 5, 6,

No.3331 ￥3200 No.3332 ￥2400

1, 2, 3,

No.3330 ￥3200

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。

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。

1～10,

ブルー/カーキ/グレー

８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×D65H105×W150×D65

H110×W145×D65

シェルポーチ

H110×W160

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

カードケース（Ｌ）

32枚収納可能

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

フラットポーチ

なんたる省スペース！
こんな小さな欄に書けるか
舐めるな！と言いたいところだが
今しがた車のトランクから
生地の原反を運んでいたところ
手から滑り落ち左手を直撃し
流血騒ぎとなり、げんなりしてます
エスエージーエー佐賀！
エスエージーエー佐賀
それはハナワ
これはハニワ



1～8,

ネイビー/カーキ/レッド

納期　次回出荷時同送

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
先月お伝えしました通り、こちらの商品は定番となりました
つまりは、追加が可能となっております。
とは言いましても
まだ店頭にも商品が入ってないと思いますので、
あー、ちょっと足りないかなぁ、とか
もう少しボリュームアップしたいなぁ
というときは、こちらの商品をご注文下さい。
よろしくお願いいたします。



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

納期　次回出荷時同送

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
先月お伝えしました通り、こちらの商品は定番となりました
つまりは、追加が可能となっております。
とは言いましても
まだ店頭にも商品が入ってないと思いますので、
あー、ちょっと足りないかなぁ、とか
もう少しボリュームアップしたいなぁ
というときは、こちらの商品をご注文下さい。
よろしくお願いいたします。



1～9,
９月末～納期予定

中国製

No.8059 ￥3300 No.8060 ￥2900

1, 2, 3,

No.8058 ￥2900

No.8065 ￥3100 No.8066 ￥3000

7, 8, 9,

No.8064 ￥3300

No.8062 ￥2900 No.8063 ￥2700

4, 5, 6,

No.8061 ￥3000

太コーデュロイバケットハット ファンシーツイードバケットハット エコファーサーモバケットハット

ノルディックバケットハット ポリフランネルエッジアップハット 極細コーデュロイエッジアップハット

レオパード柄エコファーバケットハット ボアバケットハット 合皮バケットハット

ポリエステル素材 ポリエステル素材 ナイロン素材

ポリエステル素材 ポリエステル素材 ポリエステル/ポリウレタン素材

ポリエステル素材 ポリエステル素材 合成皮革素材

ＨＡＴ
ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

数に限りがございますので
売切れの際はご了承ください。
また、情勢により入荷が
遅れる場合もございます。

KI

KI

KI
KI WHCA
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