
フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200 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

No.3126 ￥2100

7,

No.3127 ￥2900 No.3129 ￥3200No.3128 ￥2200

8, 9, 10,

No.3123 ￥2200 No.3125 ￥2000No.3124 ￥1800

4, 5, 6,

No.3121 ￥2600 No.3122 ￥2900

1, 2, 3,

No.3120 ￥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

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。

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

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。

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

1～10,

ブラック/ピンク/グレー

３月末～納期予定

コットン 素材

本日出社時、いつも乗ってるクロスバイクにまたがると
カラカラと異音が、はて？と思い見るとスポークが折れてる。
自転車屋に持ってくと、修理に４千円、しかもスポークは折れると
ホイルにガタが来る事が多く、変えたほうがいいかもとの事。
ホイル変えるとなると１万円くらいかかるし、元々６万円のバイクに
１万円もかけるのどうなの？と思ってたら店内にかっこいいバイクが。
目ざとく僕の目線を察した店員さんが、「これシクロレースでれますよ」
と言ってきた。さすが長年通ってるだけあって僕の好みを知ってる。
というわけでシクロレースにはまだ出れませんが
レースつながりで、レース生地シリーズどうでしょう？

PK BK GY

動画紹介ＱＲ



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.3130 ￥3000 No.3131 ￥3000 No.3132 ￥2300 No.3133 ￥2500

No.3134 ￥1700 No.3135 ￥1600 No.3136 ￥2600 No.3137 ￥2300

1～8,

ブラック/オレンジ/グレー

３月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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

カードケース（Ｌ）

H115×W140

H160×W240×D100

トラベルポーチ

宇宙、それは人類全員大好きなジャンル。
かくいう僕も最近寝るときはYouTubeで宇宙関連の動画ばかり
見ております。「ゆっくり霊夢です、ゆっくり魔理沙だぜ」が空耳です。
はい、知らん人は置いていくよー、義務教育やないんやからね。
そんな宇宙ものの動画ばかり見ているせいでしょうか？
この水玉もなぜか近未来宇宙的な柄に見えてきました。
地球に初めて飛来する宇宙人がこの柄着てても、おかしくない。
いや、もうこの柄しか考えられない。
2022年宇宙の旅柄、よろしくお願いいたします。



8,

No.3147 ￥1600 No.0359 ￥1000No.3148 ￥2200

9, 10,

1～10,

No.3143

￥2600

　　　　　　　No.3145 ￥1800No.3144 ￥1600

4, 5, 6,

No.3141￥3200 No.3142￥2600

1, 2, 3,

No.3140

ホワイト
ブルー
グレー

３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)

￥1900

動画紹介ＱＲ

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

7,

H130×W160×D85

ギャザーポーチ

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。

No.3146 ￥2600

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

H105×W150×D65

H165×W245

フラットポーチ

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

この柄ね、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟなんですけど。
柄を横にしたらﾁｭｰﾘｯﾌﾟ群ﾘｰﾁですよね
もう激熱。確変突入率100％
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ群ﾘｰﾁで今年もﾉﾘﾉﾘﾌｨｰﾊﾞｰ
で参りましょう



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3150 ￥3000 No.3151 ￥2300 No.3152 ￥2300 No.3153 ￥1800

No.3154 ￥1500 No.3155 ￥1800 No.3156 ￥2600 No.3157 ￥2200

1～8,

ホワイト/ネイビー/グレー

３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

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 カードケース（Ｌ）

H115×W140

32枚収納可能



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3160 ￥3000 No.3161 ￥2200 No.3162 ￥2300 No.3163 ￥2000

No.3164 ￥1800 No.3165 ￥1500 No.3166 ￥2400 No.3167 ￥1600

1～8,

ホワイト/グリーン/イエロー

３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。

・昔トートに使用し一番売れた柄

・その柄が小さくなったのでポーチに採用

・見覚えある方相当のスイッチスタンス通

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。

カードケース

20枚収納可能

H85×W110

WH YEGR WH

YEGR WH GR



￥2700￥2500 No.8006

2,

No.8002

1,

3,

No.8054 ￥2500No.8051 ￥2900 No.8055 ￥3300

No.8057 ￥2500No.8056 ￥3500

BE

DBE

ポリエステル 素材 ポリエステル 素材

ポリエステル 素材 分類外繊維(紙) 素材分類外繊維(紙) / ポリエステル 素材

分類外繊維(紙) 素材 コットン 素材

1～7

３月末～納期予定

中国製

4, 5,

6, 7,

Hat selection
WH

SA

BK

BE

NV

DBE

KHMIX

BEMIX BKMIXBRMIX

WIMIX

BE

BEMIX BKMIXBRMIX

BK DBE NV
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