
 ドット！ドットドット！
（ちょっと！ちょっとちょっと！）

No.6906 ￥2000

7,

No.6907 ￥2700 No.6909 ￥2300No.6908 ￥2100

8, 9, 10,

1～10,

No.6903 ￥2400 No.6905 ￥1800No.6904 ￥1800

4, 5, 6,

No.6901 ￥3200 No.6902 ￥2300

1, 2, 3,

No.6900 ￥3000

ホワイト/ブラック/ブルー

４月末～納期予定

コットン 素材

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H145×W210

フラットポーチS

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

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

Ｗファスナーになり
より使い易くなりました

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

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。

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。



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×D65

H105×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

漫画ソムリエを自認する私が現在最も読むのを楽しみにしているのが

週刊モーニングに連載中の「ハコヅメ」作者は元警察官という異色の

経歴の持ち主で、経歴を生かしたリアリティのある警察内部事情を、

時にシリアスに、時にコミカルに描き。泣かされることもしばしば。

皆様も発注作業終わりのひと時に是非一読される事をお勧めします。

そのハコヅメも本日（1/30）発売の最新回で、

長かったひとつのシリーズがクライマックスを迎えました。

それを祝詞弊社からお祝いの花柄シリーズの発売です。

ウソです　ハコヅメが面白いのはホンマです

No.6916 ￥2500

7,

No.6917 ￥1600 No.6919 ￥1600No.6918 ￥2100

8, 9, 10,

1～10,

No.6913 ￥2100 No.6915 ￥1600No.6914 ￥1800

4, 5, 6,

No.6911 ￥2500 No.6912 ￥2400

1, 2, 3,

No.6910 ￥3200

ネイビー/ピンク/イエロー

４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。

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H85×W110

カードケース

20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。

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。

ペンケース

H65×W165×D40

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



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×D65

H105×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

一昔前の芸人さんは、呑む打つ買う！
の三拍子がステータスだったと聞きます。
呑む打つ買うが何か一々説明しませんよ、義務教育やないんやからね。
しかしこのご時勢そんな事をすればレギュラー降板、
違約金発生、ブログ炎上と、恐ろしいことが待っているので、
せっかく人気でてもハメはずせないなんて可愛そう。
と、そんなことはどうでもいいんです。（どうでもいいんかい）
ここ最近のポーチ界に置いて売れる条件の三拍子ってのがありまして、
それがずばり綿麻、北欧、花柄なんですよね。というわけで、
今回ご紹介するのが、綿麻、北欧風のこちらのシリーズ！
2拍子しかないんかーい！って突っ込みが聞こえてきそうですが、
パッと見、かわいいのでこれは2拍子でもよしとしましょう

No.6926 ￥1800

7,

No.6927 ￥1600 No.6929 ￥2200No.6928 ￥2700

8, 9, 10,

1～10,

No.6923 ￥2200 No.6925 ￥2100No.6924 ￥2400

4, 5, 6,

No.6921 ￥3000 No.6922 ￥3200

1, 2, 3,

No.6920 ￥3000

ブラック/グリーン/イエロー

４月末～納期予定

リネンコットン 素材

後ろはティッシュケースと
なっております。

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。

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。



BK
BL

WH

No.6931 ￥3000 No.6932 ￥2300

No.6933 ￥2400 No.6935 ￥1600

No.6936 ￥1500

No.6934 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6930 ￥2900

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.6937 ￥2500 No.6939 ￥2600No.6938 ￥2200

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

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

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
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。

1～10,

ブラック/レッド/イエロー

４月末～納期予定

コットン 素材

私事ですいませんが、旭川の星野リゾートOMO7に宿泊しました。

先日のドラマ「サ道　年末スペシャル」でも取上げられた知る人ぞ知る

サウナー北の聖地です。建物自体は古いものの、細かなディティールは

さすが星野リゾート！というセンスがきらりと光っております。

サウナも高温サウナとミストサウナが有り、私のお勧めはミストサウナ。

また水風呂も体感１２度くらいのかなりいい冷えとなっております。

しかもこの時期オフシーズンの為１泊約５千円とかなりリーズナブルです。

こちらのシリーズと星野リゾートなにか絡めようと思いましたが、

ビタイチ絡みポイント見つかりませんでした。

とりあえずトラベルポーチを持って星野リゾート行って見てください。

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

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.6941 ￥3200 No.6942 ￥2300

No.6943 ￥2400 No.6945 ￥1800

No.6946 ￥1600

No.6944 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.6940 ￥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.6947 ￥2500 No.6949No.6948 ￥2200

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/グリーン

４月末～納期予定

コットン 素材

弊社の営業は分刻みのスケジュールで皆様の下へお伺いしている

ので体力勝負な部分があります。そこへインフルエンザに

コロナウィルス、年明け早々営業にも不安が付きまとう話題で

持ちきりです。いっそすべて投げ出して森へでも逃げ込みたいと

考えてみました。そうこじつけてこのポーチへのコメントを書こうと

パソコンの前で10分ほど考えましたが全く何も思いつきません。

カタログを製作する企画から『まだですか？』というプレッシャーが

凄いです。今まさにこのタスクを全力で投げ出したい気分です。

ですが時々この文章見てますとて話してくださる営業先も増えて

きてとてもありがたいので引き続き頑張って書きたいと思います。

が、これだけ時間が経って、たいしたことも書けず、これでできたと

パソコン画面から振り返るのが怖いです。

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

H100×W165×D100

バニティポーチ

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。

￥2800
H160×W230

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。

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。

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



1, 2, 3,

4, 5, 6,
No.1933

４月末～納期予定

コットン素材

￥2800
H220×W245×D80Size

Price

コットン素材No.1934 No.1935

No.1936 No.1937 No.1938

コットン素材

BK

BL PK

＊中ポケット１箇所

BL

GR

BL

BK

BR

RD

コットンリネン 素材

GR

コットン素材 コットン素材

ウチのオカンがな、いつも持ち歩いてる物の名前を忘れてしもたらしいんや

おー、ほないっしょに考えるわ、どんな特徴なん？

袋状になってて、持ち手が付いて財布とかスマホ入れれるらしいねん

トートやないか、それは間違いなくトートやな

うん、オレもそう思ってんけどな、頭にかぶる事もできるっていうねん

それはトートちゃうな、その特徴はトートではないわ

そやろ、でもなお店のトートバッグコーナーで買ったらしいわ。

ほなトートやないか、それは間違いなくトートバッグやがな。

と言うわけで、よく売れると評判のスイッチスタンスのトートバッグです

BK

GR

YE

BL

BKRD

RDWH


	1（SVﾄﾞｯﾄ）_compressed
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