
明けましておめでとうございます。
阿部首相は正月休みのゴルフ第一声で『いよいよオリンピック・
パラリンピックの年になりましたね』と多くは語らずポイントだけ
コメントを発していたのをみて、さすがと思いました。
私達も皆様に新商品をご案内するときは今年も端的にポイントを
押さえてさらに短時間で商談が終わるように心がけてまいります。
本年もよろしくお願い致します。

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。

No.6846 ￥2000

7,

No.6847 ￥2800 No.6849 ￥2800No.6848 ￥2400

8, 9, 10,

1～10,

No.6843 ￥2700 No.6845 ￥2000No.6844 ￥2200

4, 5, 6,

No.6841 ￥3200 No.6842 ￥2800

1, 2, 3,

No.6840 ￥3200

ホワイト/ネイビー/グレー

３月末～納期予定

コットン 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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

ポーチ

H115×W160×D65

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H145×W210

フラットポーチS

H120×W195×D70

口元にワイヤーが入って
いますので大きく開いて
中が見やすいポーチです。

中に仕切りポケット3コ
オープンポケット1コがあり
収納しやすくなっております。

ワイヤーポーチ

ヘアアイロンポーチ

H60×W365×D55

裏には熱に強い耐熱素材を使用しています。

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能
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。

フラットマスクポーチ

H110×W210

WHGYNV



No.6851 ￥3200 No.6852 ￥2300

No.6853 ￥2400 No.6855 ￥1600No.6854 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6850 ￥2900

ポーチ

H115×W160×D65H105×W150×D65

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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

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

No.6857 ￥2500 No.6858 ￥2200

8, 9, 10,

No.6859 ￥2800
H85×W110

カードケース

20枚収納可能

H160×W230
No.6856 ￥1500

H125×W200

1～10,

サックス/ピンク/グレー

３月末～納期予定

コットン 素材

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。

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。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

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

メディカルポーチ NEW

お待たせしました！またもや人気のレースです！
いやぁ、やっぱりレースは人気ですよね。
大人っぽいし、高く見えるし、ほらほらこのさわり心地…
ってなんやこれレースやないんかーい！
そうです、私が変なおじさんです。
ではなくそうです、レース風プリントです。
レースは引っ掛かりそうでいやだわ
というあなたもこれならダイジョブ、グッジョブ！
レースと思って触ったら、レースではない、
これぞ巷で人気のギャップ萌えですね
知らんけど

仕切りポケット×3
ファスナーポケット×1

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。

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



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。

ポーチ

H115×W160×D65H105×W150×D65

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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

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

はい！商業捕鯨再開を祝ってクジラ柄の登場です！鯨肉バンザイ！
昔は給食でよく食べたもんです。関西ではおでんにも入ってて
「コロ」と呼ばれ人気メニューなんです。
と、いうのはこじつけで、かわいさにひかれ
スイッチスタンス史上初のクジラ柄でございます。
もちろん商談の際のBGMはジュディマリのくじら12号でお願いします

No.6866 ￥1600

7,

No.6867 ￥2700 No.6869 ￥2600No.6868 ￥2200

8, 9, 10,

1～10,

No.6863 ￥2500 No.6865 ￥1800No.6864 ￥2000

4, 5, 6,

No.6861 ￥3200 No.6862 ￥2400

1, 2, 3,

No.6860 ￥3200

ホワイト/ブルー/グリーン

３月末～納期予定

コットン 素材

後ろはティッシュケースと
なっております。

モバイルショルダー 後ろは透明ポケット。
スマートフォンを入れたり
チケット入れにも便利です。

ショルダー1350mm
玉止めで長さ調整して頂けます。

H175×W100×D25

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

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 ダブルファスナーになって

使いやすくなりました。

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

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。



BK
BL

WH

No.6871 ￥3200 No.6872 ￥2200

No.6873 ￥2300 No.6875 ￥1800

No.6876 ￥1600

No.6874 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6870 ￥3000

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。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

ポーチ

H115×W160×D65H105×W150×D65

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。

H110×W145×D65

シェルポーチ

No.6877 ￥2600 No.6879 ￥2300No.6878 ￥2100

8, 9, 10,フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

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

1～10,

ブラック/ブルー/レッド

３月末～納期予定

コットンリネン 素材

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

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。

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。

風っていうのは便利な言葉ですね。

「かぜ」やないですよ読み型は「ふう」です。

たとえばこちらの北欧風花柄

風を入れることによってまろやかになります

北欧花柄って言い切ると、え？具体的にどう北欧なんですか？

という疑問も風が入ることによって妙に納得してしまいます。

そんな訳で今月の北欧風花柄、春にピッタリなので

どしどしご注文お待ちしております。

後ろはティッシュケースと
なっております。

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。



No.6881 ￥3000 No.6882 ￥2200

No.6883 ￥2500 No.6885 ￥1800

No.6886 ￥1600

No.6884 ￥2100

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6880 ￥3000

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。

H160×W240×D100

大容量のポーチ
仕切りポケットも６カ所あるので
バックの中のインナーポーチとしても

トラベルポーチ

ポーチ

H115×W160×D65H105×W150×D65

スクエアティッシュポーチ

H110×W145×D65

シェルポーチ

No.6887 ￥2600 No.6889 ￥2300No.6888 ￥2100

8, 9, 10,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

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

1～10,

ブルー/オレンジ/グレー

３月末～納期予定

コットン 素材

以前ウチに勤めていた元社員から、
毎年年末になると律儀にお歳暮が届きます。
今年もポンカンが届きました。そんな訳でポンカン柄です！
と、言いたいところですが、これは普通にみかん柄だと思ってます。
ところで現在弊社には2名の営業がいますが、
片方の営業マンは一切のフルーツを食べれません。
さて、このカタログをお持ちさせていただいてる営業は、
食べれる方か食べれない方か…
興味ある方はお尋ねください。

後ろはティッシュケースと
なっております。

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

Ｗファスナーになり
より使い易くなりました

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

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。

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。



No.6890 ￥2800 No.6891 ￥2600

No.6892 ￥2200 No.6894 ￥1800

No.6895 ￥1600

No.6893 ￥1800

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.1932 ￥2800

ポーチ

H165×W245H105×W150×D65

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。

No.6896 ￥2800

8, 9,

H160×W195×D45

インナーバック

1～9,
Ａ柄/猫柄
Ｂ柄/ラベル柄
Ｃ柄/花柄

３月末～納期予定

コットン 素材

No.6897 ￥2600

仕切りポケット×3
ファスナーポケット×1

仕切りポケット×2

H220×W245×D80

ポーチＬ

ドライヤーなどが入る
大きめサイズのポーチです。
トラベルポーチとしても。
メッシュの仕切りポケット×６

H170×W200×D105
フラットポーチ

H115×W160×D65

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。

フラットマスクポーチ

H110×W210 H160×W230

メディカルポーチ NEW

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

ヘアアイロンポーチ

H60×W365×D55

裏には熱に強い耐熱素材を使用しています。

そう、オレ達は常に探検家、日々探し回る生き物。

なにを探すのかって？野暮な質問だぜベイベー

オレ達が捜し求めるものそれはかわいくて売れそうな柄生地

それしかないにきまってるじゃないか

NYの生地屋街まで捜しに言ったときは

店頭に日本の生地が所狭しと置かれ

ニューヨーカーのおばちゃんが、

「日本の生地はとても人気なのよ」

って言ったときはずっこけたぜ

そんな訳で、今回は新しい生地屋さんから調達した

全く新しい柄生地です、２０２０年は挑戦の年です！

トートバック

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。

内ポケット×１



２月末～納期予定

中国製

＊スイッチスタンスのオリジナル商品ではございません。


	catalogue202001
	2（刺繍花PT)
	3（くじら）
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