
通帳ケース

H110×W160

H115×W160×D65

H65×W165×D40

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。

No.3346 ￥2000 No.3348 ￥1900No.3347 ￥2200

7, 8, 9,

No.3343 ￥2400 No.3345 ￥1800No.3344 ￥2200

4, 5, 6,

No.3341 ￥2800 No.3342 ￥2800

1, 2, 3,

No.3340 ￥3600
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

1～9,

ベージュ
ブラック
サックス

９月末～納期予定

コットン 素材

皆さん、もうご覧になられましたか？
ドップガンマーヴェリック
観られた方、よかったですよねぇ、僕が観た中では
ここ最近No１いや、人生No１と言って
良いかもしれない作品でした。
まだ観られてない方、とりあえずこんな
カタログに書いてある駄文読んでる場合じゃない、
今すぐ映画館に観に行ってこい！！！(怒)
し、失礼取り乱しました。
と、まあ思わず乱暴な口ぶりになるくらい
面白かったんです。
内容はね、もうベタ中のベタですよ、
THEハリウッド映画！って感じなんですが
でもねベタが一番イイ！
というわけで、今月1ページ目は
ベタなドット刺繍シリーズです、
もう一度言います
映画館へ急げ！

動画紹介ＱＲ

ポーチ

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。

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

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。

マスクポーチ

H110×W150×D40

後ろはティッシュケースと
なっております。

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。



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.3350 ￥3200 No.3351 ￥3400 No.3352 ￥2400 No.3353 ￥2500

No.3354 ￥1800 No.3355 ￥1600 No.3356 ￥2700 No.3357 ￥1800

1～8,

キナリ/ブラック/グリーン

９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

KH

H160×W195×D45

インナーバック

H160×W240×D100

トラベルポーチ

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

で、トップガンの話はまだ終わりませんよ。
一口に映画といってもいまやいろんな種類があるんですよ
僕がお勧めするのはやはりIMAXシアターでの鑑賞ですね
トップガンは戦闘機の操縦もCG無しで撮影されてるんですが
そこには、トム・クルーズの、体にかかる重力はCGで再現できない
というこだわりがあったのですが、今回の為に
戦闘機のコックピットに備え付けれるIMAX用カメラを
ソニーと共同開発したそうです。なんたるプロ根性、
なんたる企業努力。うちも見習わないといけません。
そんなわけで何もかも値上げムードの世の中ですが、
弊社は企業努力で上代を維持しております。



フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200
No.3366 ￥2600 No.3368 ￥2800No.3367 ￥2200

7, 8, 9,

No.3363 ￥1800 No.3365 ￥1800No.3364 ￥1600

4, 5, 6,

No.3361 ￥2400 No.3362 ￥2400

1, 2, 3,

No.3360 ￥3400

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。

1～9,

キナリ
ブルー
パープル

９月末～納期予定

綿麻 素材

動画紹介ＱＲ

ポーチ

H115×W160×D65

H110×W160

カードケース（Ｌ）

32枚収納可能

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×D65H110×W145×D65

シェルポーチ

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

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

そこまで言うからにはお前ももちろん
トップガン観たんやろな？
という疑問に答えましょう。
もちろん観ましたよ、それも2回も
同じ映画に行くのは人生初です
一度目はIMAX、二度目は4DXで観ました
その間にアマプラで一作目のトップガンも
挟んでますｗ
で、おすすめはやはりIMAXです、4DXも
良かったのですが、映画に全集中
できないので、初回はIMAXですね
2回目も初回と同様、いやそれ以上に
楽しめました。
同じ映画で何度も楽しめるんだから、
大きさの違う花柄だってノープロブレム
今月は花柄の１，２フィニッシュで
さっさと発注業務終わらせて
映画館へGO！



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。
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