
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.3376 ￥2000 No.3378 ￥1900No.3377 ￥2200

7, 8, 9,

No.3373 ￥2900 No.3375 ￥1900No.3374 ￥2200

4, 5, 6,

No.3371 ￥2800 No.3372 ￥2600

1, 2, 3,

No.3370 ￥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。

布マスクや2つ折りの
不織布マスクに
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
グレー

１０月末～納期予定

コットン 素材

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。

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。

バニティポーチS

H45×W160×D55

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。

���
コンパクトなバニティポーチです。
持ち歩きの化粧ポーチとしてや
ネイルケア用品などを入れても。
ペンケースやメガネケースにも◎
クッション素材入です。
(強い衝撃には耐えません)

事件です！
暑すぎて会社のクーラーが効きません。
弊社2階建てのプレハブ事務所で、
1階が倉庫、2階が事務所となってるのですが
猛暑の影響で天井が熱せられて
クーラーが効かなくなってしまいました
これはなんとかせねば！と
延長ホースを水道にぶっさしまして
天井へ向けて放水したのですが
文字通り焼け石に水！全然効果ありません
余計な労働で汗をかいただけでした
そんな暑さで荒みがちな心を癒してくれるのは
ずばりネコ！しかも刺繍です
僕の体からは加齢臭通り越して
死臭漂ってますが、
刺繍ネコよろしくお願いいたします。



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.3380 ￥3200 No.3381 ￥2400 No.3382 ￥2400 No.3383 ￥1800

No.3384 ￥1600 No.3385 ￥2400 No.3386 ￥1600 No.3387 ￥1800

1～8,

ホワイト/ベージュ/ブルー

１０月末～納期予定

コットン 素材

動画紹介ＱＲ

カードケース

20枚収納可能

H85×W110

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

事件です！
先月行われたテニスの東大阪市民大会で３位になりました。
３位？すごーい！って思われるかもしれませんが
謙遜でもなんでもなく、３位って全然うれしくないんです。
なぜなら準決勝で負けたチームが３位になるわけですから、
負けて終わりなんですよね。
負けた後に、はいあなた３位ね、はい賞状あげる
って言われても全然うれしくねー！
その昔、某蓮舫さんが２位じゃダメなんですか？
って仰ってましたが、３位でも２位でもダメなんです
やっぱり１位を目指すのが人生！
というわけで１位を目指す花柄の登場です！

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

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。

BL BE

WH BLBE

WH

BL

WH



フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200
No.3396 ￥1800 No.3398 ￥2200No.3397 ￥2600

7, 8, 9,

No.3393 ￥2500 No.3395 ￥1600No.3394 ￥1600

4, 5, 6,

No.3391 ￥3200 No.3392 ￥2300

1, 2, 3,

No.3390 ￥3200

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,

ブラック
サックス
ネイビー

１０月末～納期予定

コットン 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×D65

H110×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

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

事件です！
月曜日の朝出社したら、冷凍庫が
開けっ放しで、中身全部溶けてました
犯人は、ズバリ！僕でしたorz
いやね、土曜日テニスしてたんですよ
で、クーラーボックスに入れる氷を
会社の冷凍庫に入れたてのを
取りに来た時、あまりにも急いでたので
ドアを閉め忘れた次第です。
いやあ暑さは人をダメにしますねぇ
まだまだ暑さも続きそうですから、
こちらの水玉柄でも見て、
少し涼しい気分を味わっていただければ
と思います



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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