
No.5451 ￥3200 No.5452 ￥2500

No.5453 ￥2400 No.5455 ￥1800

No.5456 ￥1600

No.5454 ￥2100

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.5450 ￥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。

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。

No.5457 ￥1800 No.5459 ￥2100No.5458 ￥2500

8, 9, 10,フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

1～10,
ブルー/ピンク/イエロー

２月末～納期予定

コットンリネン 素材

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。

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H160×W195×D45

インナーバック

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

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。

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

H165×W245

BL YE PK

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。

君には花がある!
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No.5466 ￥2000

7,

No.5467 ￥2100 No.5469 ￥2000No.5468 ￥2200

8, 9, 10,

1～10,

No.5463 ￥2800 No.5465 ￥1800No.5464 ￥2400

4, 5, 6,

ホワイト/サックス/ピンク

２月末～納期予定

コットン 素材

No.5461 ￥2800 No.5462 ￥1800

1, 2, 3,

No.5460 ￥3600

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

ウルトラQのオープニングみたいなレースです。
あら、ウルトラQご存じない？
そんな人はぜひググってみてください。
はい、ご一緒に！
タケダ！タケダ！タケダー♪

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。

H65×W85×D50
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

H115×W160×D65

ミニギャザーポーチ

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。

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。

中ポケット×１

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。



No.5471 ￥2600 No.5472 ￥2600

No.5473 ￥2200 No.5475 ￥1600

No.5476 ￥1800

No.5474 ￥1900

7,

No.5470 ￥3200

No.5477 ￥2600 No.5479 ￥1900No.5478 ￥2200

8, 9, 10,フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

1～10,
ホワイト/サックス/ネイビー

２月末～納期予定

キュプラ混 素材

4, 5, 6,

1, 2, 3,

マスクポーチ

H110×W150×D40

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。

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。

ポーチ

H115×W160×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。

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。

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。

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。
抗菌アイテムなどの収納にも便利です。

中ポケット×１

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

布マスクの収納にも
ピッタリ。

食レポの旨い人っているじゃないですか。
でもね、どんなにうまい人でも新鮮な野菜を食べたときに、
あまい！みずみずしい！シャキシャキ！
という３つのワードを禁止にすると食レポ出来ない説
さて、当欄も毎月毎月花柄をレポートしておりますが、
そろそろ語彙が尽きてきました。
そんなわけで、言葉で語らずとも
心で分かっていただきたい花柄です。 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。



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

No.5486 ￥1600

7,

No.5487 ￥1600 No.5489 ￥2300No.5488 ￥2600

8, 9, 10,

1～10,

No.5483 ￥2400 No.5485 ￥1600No.5484 ￥2000

4, 5, 6,

No.5481 ￥3200 No.5482 ￥2300

1, 2, 3,

No.5480 ￥3000

ベージュ/ブラウン/ブラック

２月末～納期予定

コットンリネン 素材

後ろはティッシュケースと
なっております。

H160×W240×D100

トラベルポーチ

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

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×3
ファスナーポケット×1

仕切りポケット×2

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

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

BE BK

BE

BE BK

BRBE

BR

Wikipediaによると
「日本ではネズミと書くが、実はモグラに近い」
とのこと。
な、なんと目からヒヨコな新情報（ピヨピヨ
今まで何の疑いもなくネズミと呼んでいた自分をなぐりたい。
ハリネズミではなくてハリモグラだったんて。
あー、無知な自分が恥ずかしい。
穴があったら入りたい（モグラだけに）

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。

BK

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。

BR



￥3200 No.5492 ￥2300

No.5493 ￥2400 No.5495 ￥1800No.5494 ￥2000

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7,

No.5490 ￥3200
H160×W240×D100

トラベルポーチ

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。

H110×W145×D65

シェルポーチ

￥1600

8, 9, 10,
(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

No.5491

No.5496 No.5497 No.5498 No.5499￥1800 ￥2600 ￥2600

フリーケース

ポーチ

H115×W160×D65
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。

1～10,
サックス/ブルー/イエロー

２月末～納期予定

コットン 素材

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

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

後ろはティッシュケースと
なっております。

H100×W135

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。

中ポケット×１

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。

弊社デザイナー今月一押しのこの柄、
なんと生地を各色一反抑えるという勇み足ぶり
と、いうことはですね、弊社としましてはこの柄、
是が非でも売っていかないといけないんですよ。
リリースはポーチ狂乱期間と呼ばれる3月！
弊社も生地を使い切り、御社も儲かる！
win winの関係でいこうやないですかい！

布マスクの収納にも
ピッタリ。

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。





Antivirus 
      Mask case

コットン素材
コットンリネン素材

中国製

即納(次回納品分と同送)

No.5308 ￥2000

No.0333 ￥1800

ナイロン素材

（H340×W340×D90）
エコトートポケッタブル

＊スイッチスタンスのオリジナル商品ではございません。

H90×W115

ゴムの特性を活かし
収納がとても簡単で
あっという間にコンパクトに♪

BK BL

GR RD GY

H130×W190

即納(次回納品分と同送)

コットン素材
コットンリネン素材

No.6367 ￥1800

H115×W210

即納(次回納品分と同送)

●仕切りパーツ→

畳んだマスクの間に
仕切りパーツを挟んで
収納してください

市販品や手作りの立体マスク用に。

５柄　１セットとなります。
柄は随時新しい柄になります。

５柄　１セットとなります。
柄は随時新しい柄になります。
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