
フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200
No.3246 ￥2000

7,

No.3247 ￥2100 No.3249 ￥2200No.3248 ￥2800

8, 9, 10,

No.3243 ￥2800 No.3245 ￥1600No.3244 ￥2200

4, 5, 6,

No.3241 ￥2600 No.3242 ￥1800

1, 2, 3,

No.3240 ￥3400

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,

ベージュ/ブラック/カーキ

６月末～納期予定

コットンリネン 素材

弊社も無駄に社歴を重ねまして、今年７月めでたく創業２０周年を迎えます
まあ無駄に社歴を重ねてきただけに色んなことも経験してまいりました。
生地の加工間違いで手の皮破りながら、生地からPVC剥いだり
記念品で受けたOEMのバンダナ５万枚不良品出して全検品したり
その他、会社水没すること２回。
社員の嫁の不倫現場の突入に付き合わされること１回
今となっては良い思い出です。
そんなこんなでさすがにもう新しい体験なんてないかな？なんて思ってたら
今回のコロナ騒動ですよ、世の中何があるか分かりません。
で、これまた弊社初体験の綿麻レースを使用してみました。
これはマジでめちゃくちゃ手触り良くて、高級感ありますから、
ロハスでサスティナブルな方にぴったりです。

動画紹介ＱＲ

H65×W85×D50

ミニギャザーポーチ



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.3250 ￥3200 No.3251 ￥2200 No.3252 ￥2400 No.3253 ￥2100

No.3254 ￥1800 No.3255 ￥1600 No.3256 ￥2400 No.3257 ￥2200

1～8,

グリーン/ピンク/イエロー

６月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

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。

H110×W145×D65

シェルポーチ

恐ろしい、げに自分の先見の明が恐ろしい今日この頃。
覚えてますかね、先日こちらで僕がおすすめしたマンガ「ダーウィン事変」
なんとマンガ大賞2022年を受賞してしまいました。
まさにこの先を見通す力は写輪眼のようですね。
はい、NARUTO知らん人は置いていくよ、義務教育やないんやからね
悲しきウチハ一族の血継限界能力の写輪眼。
愛するものを失った喪失感が発動条件のその能力。
まだ誰も失ってない僕が開眼したのはもう奇跡としか言いようがない。
そんな先を見通せる力が欲しいものはぜひこの写輪眼柄を選んで欲しい
その先にはさらなる強大な力、万華鏡写輪眼があなたを待っている。

H110×W160

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。

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）

32枚収納可能



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3260 ￥3000 No.3261 ￥3200 No.3262 ￥2200 No.3263 ￥2300

No.3264 ￥1600 No.3265 ￥1500 No.3266 ￥1800 No.3267 ￥2500

1～8,

ブルー/オレンジ/イエロー

６月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

ポーチ

H115×W160×D65

フリーケース
(通帳/パスポートetc.)

H125×W200

H110×W145×D65

シェルポーチ

H160×W195×D45

インナーバック

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

フラットポーチ

前回お知らせした胃炎の件ですが、それ以降食生活というか、
酒生活を一新しまして、平日はほぼ飲まなくなりました。
するとどうでしょう！胃炎はもちろんの事、体重は減り、
肌通夜は良くなり、気のせいか白髪も減ってきた気がします。
やはりもうアラフィフ。体に優しい生活を心がけないといけません。
というわけでこちら、目にも心にもやさしい花柄を用意しました
もちろん皆さんアラフィフでもなければ胃炎でもないと思いますが、
やさしいにこしたことはない。
この夏やさしさにつつまれてみないかい？

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。

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。

H105×W150×D65

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



1～8,

ネイビー/カーキ/レッド

４月末～納期予定

コットン素材

動画紹介ＱＲ

7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.5850 ￥3000 No.5851 ￥3200 No.5852 ￥2400 No.5853 ￥2400

No.5854 ￥1900 No.5855 ￥1900 No.5856 ￥2600 No.5857 ￥2800

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×D65H160×W195×D45

インナーバック

H160×W240×D100

トラベルポーチ

H165×W245

H110×W145×D65

シェルポーチ

フラットポーチ 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。

H160×W230

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

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

STANDARD SERIES
毎度おなじみイチゴ泥棒！
こちらも定番シリーズに仲間入り、
泥棒のくせいに定番なんてふてえ野郎だ！
これはもうあれだ、常習犯だ、再犯だ！
チンだボディだボディだチンだ、えーい面倒だ。
いや面倒じゃないですよ、売れたらすぐ追加できますからね
いっこ売れたら？ハイ追加！
これを掛け声に頑張っていきたいと思います



7, 8,

1, 2, 3, 4,

5, 6,

No.3200 ￥3200 No.3201 ￥2200 No.3202 ￥2400 No.3203 ￥1800

No.3204 ￥1600 No.3205 ￥2600 No.3206 ￥1500 No.0360 ￥1000

1～8,

グリーン/ピンク/イエロー

４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×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。

カードケース

20枚収納可能

H85×W110 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

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

STANDARD SERIES
ずっと「ポーチの定番はないんですか？」「定番商品つくらないんですか？」
というお問い合わせをいただいておりましたが、受注生産を続けてました
が、ついに、とうとう、いよいよ、なんということでしょう？
キング・ザ・100トン並みに重い腰を上げ、定番作ることにしました。
これで皆様からの追加注文や、客注にも対応できますし、
急に店舗の開店がきまったので、なにかないですか？
というご要望にも対応させていただくことができます。
大事なことなので声を大に、いや字を大にして言います

定番です！追加ください



1,

BK NV

��������������

���

￥11800No.1975
H300×W460×D160

2,

￥2800No.1919
H220×W245×D80

�������������

●

●

BK NV

両サイドポケット付

backstyle

取り外し可能
ショルダー付

コットン素材 ７月中旬～納期予定 コットン素材 ６月末～納期予定

先日ギフトショーに出展してたのですが、
まだ蔓延防止等重点措置期間ということもあり果てしなく暇な3日間でございました。
そんな暇ななかでも何件かお客様は来ていただいたのですが
皆さんほとんどこちらのモリスの生地シリーズを見ての来場でした
み、みんなモリス好きなんだな（山下清）
実は東大阪市のふるさと納税でも取り扱いのあるこちらの柄ですが、
この度、ボストンバッグをご用意しました。
柄もさることながら生地厚もごついので
かなりしっかりとした重厚感あるボストンバッグに仕上がっております。
夏休みの旅行のお供に、モリスのボストンバッグはいかがでしょう？


	1（ｱｰｽｶﾗｰ刺繍）
	2（mada ｻｲｹ）
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	5（定番小花）
	6（BT・Tote）

