
No.5756 ￥2000

7,

No.5757 ￥2000 No.5759 ￥2200No.5758 ￥2600

8, 9, 10,

No.5753

￥1600

No.5755 ￥1800No.5754 ￥2200

4, 5, 6,

No.5751￥3400 No.5752￥2800

1, 2, 3,

No.5750

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

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

￥2600

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

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。

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。

1～10,
グリーン
ピンク
グレー

８月末～納期予定

コットン 素材

動画紹介ＱＲ

H65×W85×D50

ミニギャザーポーチ

任天堂SWITCHのソフト「モンスターハンターライズ」を買いました。
もともとモンハンにはまったのはPSPのモンハン３からで、
これまで実に２０００時間を超えるプレイ時間です。
しかしながら前作「モンハンワールド」には手を出しませんでした。
なぜか？それはハードがPS4だったからです。
主にゲームは出張やお出かけ時の移動時間にしていたので、
わざわざ家でしかできない固定のゲーム機なんぞやってられるか！
というのが理由だったんです。
で、今回のモンハンライズ、SWITCHなんで持ち運びでどこでもできるんですが、
思いのほか老眼が進んでおりまして、SWITCHの画面では小さくて見辛いんです。
なんで、主に家のテレビにつないでやるという本末転倒ぶり。
家族からもテレビを見せろ！と不評を買っております。
いやホントと今まで目だけはよかっただけに、目が悪くなるとつらいですね。
しかしこの生地は柄ではなく、手触りもよいですから、老眼の方にもおすすめです

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H115×W160×D65



7, 8,

1, 2, 3, 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.5760 ￥3200 No.5761 ￥3200 No.5762 ￥2300 No.5763 ￥2400

No.5764 ￥1800 No.5765 ￥1800 No.5766 ￥2400 No.5767 ￥2800

1～8,

キナリ/グリーン/グレー

８月末～納期予定

コットンリネン素材

動画紹介ＱＲ

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

OH！こちらは打って変わって老眼にも優しい大柄生地ですね！

このくらいくっきりはっきりした生地なら老眼鏡いらず！

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

H110×W145×D65

シェルポーチ

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。

フラットポーチ

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

KIGRGY

KIGR

GY

GRGY



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.5770 ￥3200 No.5771 ￥2500 No.5772 ￥2600 No.5773 ￥1800

No.5774 ￥1600 No.5775 ￥2800 No.5776 ￥1800 No.0347 ￥1000
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

1～8,

キナリ/ブラック/グレー

８月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H85×W110

カードケース

20枚収納可能

どうも、月曜の朝一からこの文章を書いてます。
左足を捻挫して約一月、痛みも腫れも引いてきたので、
久しぶりにスノボーの練習に行ってきました。
この時期に？と思われるかもしれませんが、プラスノーのジャンプ練習施設です。
やはり一か月ぶりの運動は体にこたえました。
しかもその帰り道、友人から「今テニスしてるから一緒にどう？」
なんてお誘いがあり、よせばいいのに、二つ返事でオッケーしていったんですよ。
で、何が言いたいのかというと、月曜朝一から疲労困憊ということです。
とうてい商品説明まで頭が回りません。
と、いいますか逆に皆様このど定番の花柄に説明要りますか？
そうもはや説明不要、皆さんの目は正しいと思います。



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.5780 ￥2300 No.5781 ￥2300 No.5782 ￥2000 No.5783 ￥1800

No.5784 ￥1500 No.5785 ￥2400 No.5786 ￥1600 No.0348 ￥1000

1～8,

ホワイト/ブラック/グレー

８月末～納期予定

コットン素材

この商品が店頭に並ぶころにはちょうど中秋の名月なんですかね？

たぶんそうでしょう、そういうことにしておきましょう。

この柄いじょうに満月と月見団子にあう柄はないんじゃないでしょうか？

ところでススキって漢字でどう書くかご存じですか？

こたえは芒です。

何故知ってるかといいますと、よく出張に行ってた長崎県に、

芒塚って地名があったんですよ。

そういえば長いこと言ってないなぁ出張、久々行きたいなぁ。

この商品が並ぶころには行けてるといいですね

動画紹介ＱＲ

マスクポーチ

H110×W150×D40H130×W160×D85

ギャザーポーチ

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。

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。

H85×W110

カードケース
20枚収納可能

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



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.5790 ￥3000 No.5791 ￥2400 No.5792 ￥2400 No.5793 ￥1800

No.5794 ￥1600 No.5795 ￥1900 No.5796 ￥1800 No.5797 ￥2700

1～8,

キナリ/ネイビー/ピンク

８月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

H160×W195×D45

インナーバック

H165×W245

H110×W145×D65

フラットポーチ

シェルポーチ

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

マルチフラットポーチ

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。

H140×W165

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

灯かりを消したまま話を続けたら
ガラスの向こう側で星が一つ消えた
空回りしながら通りを駆け抜けて
砕けるその時は君の名前だけ呼ぶよ
ご存じスピッツの名曲「猫になりたい」の一小節です。
何が言いたいのかというと、月曜の朝一から疲労困憊なんですよ。
なんで、猫になってだらだらと過ごしたい気分なんですが、
はようこの欄を書け！とけしかけられてる次第です。
猫やったらちゃうちゅーるで言うこと聞きますが、
こちとら50歳目前の初老おじさん。
ユンケルの差し入れでも欲しいもんですよ。



次回納品時同送

H130×W190

Antivirus 
      Mask case

【抗ウイルス性フィルム ローンエースＬＰ】を裏地に使用したマスクポーチです。

1, 2,

￥1800

SIAA　マークは　ISO２１７０２　法により評価された結果に元づき
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。

NO,6367

H115ｘW210

内側　抗ウイルス生地

立体マスク用

抗ウイルスマスクケース 抗ウイルスマスクケース

￥2000NO,5308　

●携帯電話を入れたり
ポーチとしても便利です。

●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

ウレタンマスク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。

コットン素材
コットンリネン素材

コットン素材
コットンリネン素材

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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