
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×D65H105×W150×D65

H165×W245

フラットポーチ

リバティー！（ミキティの感じで）

No.3066 ￥2000

7,

No.3067 ￥2700 No.3069 ￥3900No.3068 ￥3000

8, 9, 10,

No.3063

￥2500

No.3065 ￥1800No.3064 ￥2000

4, 5, 6,

No.3061￥3500 No.3062￥3500

1, 2, 3,

No.3060
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。

￥2700

1～10,
ブルー
グリーン
パープル

２月末～納期予定

リネン 素材

動画紹介ＱＲ

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

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

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

H160×W195×D45 H160×W240×D100

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

H260×W350

HOKKOH　×　LIBERTY.

JAPAN qualityのこだわり商品を企画する北高株式会社と
英国リバティ社とのコラボ企画生地を使用しています

PU BLGR

PU BLGR

PU BLGR

タブレットケース
１３.３インチまでのパソコン対応です
本体にクッション素材が入っております
Ａ４サイズの書類も入るサイズで
小物類も収納できるポケット２か所あります

PU

生地メーカーの北高さんが、英国のリバティ社と
コラボした値打ち物の生地にスイッチスタンスも
ちゃっかりコラボ。
世間はこれをコバンザメ商法と呼ぶね、知らんけど



8,

No.3077 ￥2000 No.3079 ￥2200No.3078 ￥2800

9, 10,

1～10,

No.3073

￥1800

　　　　　　　No.3075 ￥1800No.3074 ￥2200

4, 5, 6,

No.3071￥3400 No.3072￥2600

1, 2, 3,

No.3070

ホワイト
ブラック
グリーン

２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。

H100×W135

ティッシュポーチ(S)

￥2600

動画紹介ＱＲ

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。

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

ポーチ

H115×W160×D65
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。

7,

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

H65×W85×D50

ミニギャザーポーチ

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◎

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。

No.3076 ￥2000

〝涙は君に羽もらってキラキラ喜んで飛んだ踊った
あまりにもきれいだから愛されなかった量産型
悲しいほど強い魂どれだけ憎んでも消えない消せない
なによりも綺麗なこと本当はもっと知っているずっと”
ご存じBUMP OF CHICKENの「Butterflies」歌詞の一節である。
知ってる人は知ってるし知らない人は知らないと思いますが、
何度読んでも深い歌詞だなぁと思います。
蝶々を量産型にたとえる、しかも普通綺麗だから愛されるのに、
綺麗すぎて愛されなかった量産型。
それはもう量産型といえるのか？その綺麗さは自我によるものなのか？
それとも…。
僕ら世代、量産型といえば「ザク」一択なのですが、
この歌詞の真意、それはこのﾁｮｳﾁｮ柄ポーチを買えばわかるかも知らない。
ってそんなわけあるかーい



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.3080 ￥3200 No.3081 ￥2300 No.3082 ￥2400 No.3083 ￥2200

No.3084 ￥1800 No.3085 ￥1600 No.3086 ￥1800 No.3087 ￥2400

1～8,

ホワイト/ベージュ/ブルー

２月末～納期予定

コットン素材

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

H110×W145×D65

シェルポーチ

なんともかわいらしいサーカス柄
みなさんサーカスってご覧になったことありますか？僕はあります。
日本でサーカスといえばやはり、木下大サーカス、そしてシルクドソレイユですかね？
僕はどちらも見たことありますが、あえてどっちがよかったかと問われると、
断然木下大サーカスだと言わざるを得ません。
なんというんですかね、木下大サーカスは最初から最後まで息をつかせないんですよ。
たとえばフロアでピエロがショーをしてるじゃないですか？で、それが終わると、
音響とともにライトが上部を照らし出すとすぐに始まる空中ブランコ！
うぉーってなって見入ってると、それが終わるとすぐさままた地上で別の演目が始まる。
もうまさに驚きのベルトコンベヤーや～（彦摩呂）ってなってしまうんですよ
たいしてシルクドソレイユですが、確かにここの演目と個人技は世界レベルなんです。
ただそれが一つになってないというか、煮込みの足りないカレーみたいな感じなんですよ
一時期の各球団の４番が集まった読売ジャイアンツといいますか。
このご時世サーカス団も大変だとは思いますが、一度皆さんも生のサーカス見に行ってください。

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

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。



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3090 ￥3000 No.3091 ￥2300 No.3092 ￥2500 No.3093 ￥1800

No.3094 ￥1600 No.3095 ￥2600 No.3096 ￥1600 No.0358 ￥1000

1～8,

ベージュ/サックス/ピンク

２月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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×D65H110×W145×D65

シェルポーチ

H160×W240×D100

トラベルポーチ

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。

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

僕結構なマンガ好きなんですけどね、最近特にお気に入りなのが、
「ダーウィン事変」月刊アフタヌーンなんてマイナーな雑誌に連載されてるんですけど、
これがかなり面白い。
簡単にいうとチンパンジーと人間（ヒューマン）の間に生まれた新たな人種、
「ヒューマンジー」を中心に巻き起こる様々な事件が描かれる社会派なマンガです。
現在３巻とまだ全然追いつけますので、ぜひ一度ご覧ください。
それとダーウィン繋がりではないのですが、モーニングに連載されてる「ダーウィンクラブ」
こちらもかなり面白い作品となっております。ドラマ化もされた「インハンド」の朱戸アオに
よるこちらも社会派サスペンス。
で、こちらの花柄はどういう進化をたどったのか知りませんが、キラキラネームととても
マッチしてると思います。春のポーチコーナーにぜひ



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3100 ￥3000 No.3101 ￥3000 No.3102 ￥2200 No.3103 ￥2400

No.3104 ￥1600 No.3105 ￥1500 No.3106 ￥1700 No.3107 ￥2600

1～8,

ホワイト/ブラック/イエロー

２月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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×D65H110×W145×D65

シェルポーチ

H160×W240×D100

トラベルポーチ

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。

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

H165×W245

フラットポーチ

先日離婚した友人がおりまして、こじれにこじれております。
まあ詳しくは書きませんが、とりあえず子供に会わせてもらえないので、
裁判所に申し立てをしたんですけど、
調査結果が裁判所より届きまして、その結果が端的に言うと、
「会いたくない」という子供からの回答でした。
聞くも涙、語るも涙の物語、さすがに友人はその夜一睡もできなかったそうです。
なんどか家族一緒に遊んだことあるんですが、そんな子等じゃなかったんだけどなぁ
まあ、家庭の事情は他人にはわからない物なのでしょう。
そういう心荒んでるときは、いちごですよ。
うちの子等もいちごが大好きでね、「今年はいちご狩りいこう」なんてせがまれてます。
娘といちご狩り行きました！なんてその友人に写真でも送ることにします。
そんな訳で春のいちご柄よろしくお願いいたします。



サイズ　H65×W165×D40

納期　２月末～納期予定

コットン　/　コットンリネン素材

ALL ￥1600
動画紹介ＱＲ

Pen case selection

No.3110 No.3111 No.3112

No.3113 No.3114 No.3115

BL

GY

PK

BE

BK

BL

YE

NV

BK

BL

YE

PK

NV

YE

PK

BR

クッション素材が入っておりますので
メガネケースとしても便利です。
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