
今年の大晦日は「笑ってはいけない～」シリーズが
休止するそうですね。
子供達にはすでに紅白歌合戦よりも大晦日の風物詩として
浸透しているみたいで、大層残念がってました。
笑ってはいけない、みたいにそれを禁止されると
人間心理として逆に笑いたい、笑ってしまう
という現象がおこるのでしょう。
そんな訳で、今回注文してはいけないレースシリーズの
登場です。
いいですか、このシリーズは絶対注文してはダメですよ
注文しても受け付けませんからね。
大量注文とかダメ絶対！
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4, 5, 6,
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1, 2, 3,

No.5960

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,
ホワイト
サックス
ピンク　

１２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

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H115×W160×D65



1～8,

ブルー/パープル/オレンジ

１２月末～納期予定

リネン素材

動画紹介ＱＲ

年甲斐もなく金髪にしました。
もう３か月ほどたつので、自分の中ではかなり定着してるのですが、
久々に会う人からは、いまだにリアクションをもらうので、
僕＝金髪という図式が成立するには、かなり長い年月が必要になるんだなぁ
と思いました。先日も一年ぶりくらいに会った人から「誰か分からなかった」
と、言われたのですが、その人もまたずっと坊主だったのに、
ロン毛でしかも後ろにひとくくりのポニーテールスタイルになってました。
「そっちこそ小室圭さんか」と突っ込んだのは言うまでもありません。
このように人は髪形が変わると、まるで別人になったかのように見えます
その点、麻と花柄は昔から変わらない安定の可愛さがあるといえます。
目まぐるしく変化する世の中だからこそ、変わらない物を選択するのもまた勇気

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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H105×W150×D65
No.5970 ￥3200 No.5971 ￥3200 No.5972 ￥2500 No.5973 ￥2400

No.5974 ￥1800 No.5975 ￥1800 No.5976 ￥2500 No.5977 ￥2900

H160×W195×D45

インナーバック

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245 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

H115×W160×D65

ポーチ

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

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

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



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.5980 ￥3000 No.5981 ￥2300 No.5982 ￥2400 No.5983 ￥1600

No.5984 ￥1600 No.5985 ￥1800 No.5986 ￥2600 No.5987 ￥2300

1～8,

キナリ/ブラック

１２月末～納期予定

コットンリネン素材

動画紹介ＱＲ

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

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

カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能

主にシングルのカップリング曲で構成されたスピッツの名盤「花鳥風月」
それに4曲加えた花鳥風月+(プラス)がデビュー30周年記念で先月
新たにリリースされましたね。
今まで未収録だった楽曲も収録されてるのでファンでなくても必見です。
はい猫柄にちなんだ名曲「猫になりたい」おすすめですので是非お聴きください
しかしですな、最近はこのなんでも+(プラス)付けたらいいんじゃね？
って発想が多いですよね、なんか安直というか、陳腐というか。
そういうわけで最終ページに掲載してますCITY PASSPORT PLUS+も
よろしくお願いします。



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.5990 ￥3000 No.5991 ￥2300 No.5992 ￥2300 No.5993 ￥2000

No.5994 ￥1600 No.5995 ￥1600 No.5996 ￥2500 No.0355 ￥1000

1～8,

ブラック/ブルー/グレー

１２月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ
夫婦喧嘩ってします？
いや夫婦喧嘩推奨してるわけでないんですが、なんかアニメとかドラマの夫婦喧嘩って
物が飛び交うイメージないですか？
お皿、コップ、フォークにナイフ、ありとあらゆものが飛び交うシーン、
みなさなまも記憶にあるのではないかと思います。
で、なにが言いたいのかというと、その件が終わった後の事を想像してほしいんですよ。
せっかくの新居のキッチンの白い壁、そこに投げつけられたジャムの瓶。
割れてしまってシミになってる。
そんな新居の白いキッチンに染み付いたジャムをイメージしたのがこちらの柄です。
これだけジャムの跡が重ならずに狙いを定めるのはもう職人技です。
この喧嘩が悲しい記憶にならないように、歌っていただきましょう、
福山雅治さんで「家族になろうよ」

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。

H110×W105

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

マスクケース

H110×W145×D65

シェルポーチ

H160×W195×D45

インナーバック 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。

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。

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

BLGYBK

BLGY

BK

GYBK



1～8,

ホワイト/ブルー/グレー

１２月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ
弊社スタッフ全員コロナウィルスワクチン２回接種終了しました。
５名中２名発熱しました。
僕はといいますと、想像通り何の変化も起きませんでした。
ただ接種した翌日テニスをしたときに、ものすごい疲労感を覚えました
すわっ、これがウィルスの副反応か！
と、思ったのですが、よくよく考えたら、その日は５試合もしたので
ただ単に疲労しただけだというのが今のところ濃厚です。
疲労した後は甘いものが食べたくなるんですが、
僕も昔よく母親が作ってくれたチェリーパイが食べたくなりました
「欧米か」

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.3000 ￥3000 No.3001 ￥2200 No.3002 ￥2300 No.3003 ￥1800

No.3004 ￥1500 No.3005 ￥2400 No.3006 ￥2200 No.0356 ￥1000

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

H110×W105

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

マスクケースカードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能



NO,7092

NO,7093 素材 : コットン（表ラミネート）

素材 : ナイロン（ポリカーボネート系PUコーティング）

CITY PASSPORT PLUS+ ALL \3.500-

BK KH

NV
(バンダナ)

BE
(アロハ)

KH
(影絵)

ネックVer.

ショルダーVer.

後の窓付きポケットには
スマホを入れてお使い
いただけます。

お札を折りたたまずに
収納出来ます。
中央ポケットには
コインを収納出来ます。

SIZE：H110×W185

( MADO SIZE:H75×W150 )

SHOULDER SIZE : 90cm - 150cmDELIVERY :　2022年2月末 

←
← オープンフリー

ポケットx2

窓ポケットx1

中央ポケット
（コインポケット）

カードポケットx2
ちょいポケット

ちょいポケットには
リップや絆創膏など
ちょっとしたものを
入れられます。

SWITCH STANCE
TEL：072-965-7101
FAX：072-965-7102

WIGY
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