
※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№73-11
原産国:中国
材 質:ポリエステル100％

品番:73688
JAN:4580135308838

モネ『睡蓮の庭』

マチ付きエコバッグ
Ｗ46/Ｈ40/マチ16

ハンドル立上り約23

各本体価格￥1,100
ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73683
JAN:4580135308784

モネ『アルジャントゥイユ
のモネの庭』

品番:73687
JAN:4580135308821

ルノワール
『アニエールのセーヌ河』

コンパクトに折りたためます。

品番:73689
JAN:4580135308845

モネ『ジヴェルニーの庭』

品番:73684
JAN:4580135308791

モネ『睡蓮3』

品番:73685
JAN:4580135308807

モネ『アルジャントゥイユ
の赤いボート』

品番:73686
JAN:4580135308814

モネ『日傘の女』



2022年09月01日カタログ№73-12
原産国:中国
材 質:ポリエステル 100％

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

２ＷＡＹエコバッグ
Ｗ50/Ｈ59/マチ24 ハンドル立上り約24
各本体価格￥800 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73736
JAN:4580135311104

ミュージカルキャット

品番:73737
JAN:4580135311111

モートローズ

品番:73740
JAN:4580135311142

スペインレース

品番:73741
JAN:4580135311159

フレンチレース

使用例

品番:73575*
JAN:4580135305356

モダンローズ

品番:73573
JAN:4580135305332

ティアラローズ

品番:73690
JAN:4580135308906

マエストローズ

品番:73691
JAN:4580135308913

アパッシオローズ

マチ付きエコバッグ
Ｗ46/Ｈ40/マチ16 ハンドル立上り約23

各本体価格￥850 ｶｰﾄﾝ入数100

コンパクトに折りたためます。

コンパクトに折りたためます。



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:73606
JAN:4580135305660

ティアラローズ

品番:73693
JAN:4580135308937

マエストローズ

品番:73694
JAN:4580135308944

アパッシオローズ

2022年09月01日カタログ№73-13
原産国:中国
材 質:ポリエステル100％

フリル付きエコバッグ
Ｗ37/Ｈ26/マチ15 ハンドル立上り約12

各本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数80

品番:73742
JAN:4580135311166

モートローズ

品番:73745
JAN:4580135311197

スペインレース

品番:73746
JAN:458013531203

フレンチレース

コンパクトに折りたためます。

品番:73782
JAN:4580135313030

フレンチローズ

品番:73781
JAN:4580135313023

マニフィガーデン

品番:73780
JAN:4580135313016

バード＆ストロベリー

Ｗ39/Ｈ36.5
ハンドル立上り約18

各本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数80

※コンパクトに
折りたためます

内側ポケット付き

品番:73795
JAN:4580135314501

バード＆ストロベリー

品番:73796
JAN:4580135314518

マニフィガーデン

ＮＥＷ ＮＥＷ



品番:73590*
JAN:4580135305509

モダンローズ

お稽古バッグ
材質：ポリエステル100％
表面：塩化ビニルコーティング
Ｗ29/Ｈ33/マチ7
ハンドル立上り約11

各本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数50

品番:73586*
JAN:4580135305462

ルーシー

品番:73587*
JAN:4580135305479

マリー

品番:73588
JAN:4580135305486

ティアラローズ

品番:73699
JAN:4580135308999

マエストローズ

品番:73700
JAN:4580135309002

アパッシオローズ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:73779
JAN:4580135313009

フレンチローズ

品番:73778
JAN:4580135312996

マニフィガーデン

品番:73777
JAN:4580135312989

バード＆ストロベリー

Ｗ48/Ｈ40/マチ16 ハンドル立上り約21

各本体価格￥900 ｶｰﾄﾝ入数100

割れ、崩れやすい食品を
付いているポケットに入れて
お使いいただくと、傷みが軽
減されます。
とても便利なエコバックです。

上部ポケット付き

2022年09月01日カタログ№73-14
原産国:中国
材 質:ポリエステル 100％



品番:73709
JAN:4580135309095

アパッシオローズ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:73708
JAN:4580135309088

マエストローズ

品番:73711
JAN:4580135309118

ティアラローズ

品番:73712*
JAN:4580135309125

モダンローズ

2022年09月01日カタログ№73-15
原産国:中国
材 質:ポリエステル100％

品番:73748
JAN:4580135311227

モートローズ

品番:73751
JAN:4580135311258

スペインレース

品番:73752
JAN:458013531265

フレンチレース

コンビニエコバッグ
Ｗ25/Ｈ42.5

各本体価格￥500 ｶｰﾄﾝ入数200

品番:73785
JAN:4580135313061

フレンチローズ

品番:73784
JAN:4580135313054

マニフィガーデン

品番:73783
JAN:4580135313047

バード＆ストロベリー

※コンパクトに
折りたためます



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:73720 JAN:4580135309200

マエストローズ
品番:73721 JAN:4580135309217

アパッシオローズ
品番:73723 JAN:4580135309231

ティアラローズ

大容量でたっぷり収容できます。

保冷材用の
内ポケット付き！

2022年09月01日カタログ№73-16
原産国:中国
材 質:外側 ポリエステル100％

内側 アルミニウム

保温レジカゴバッグ
Ｗ42/Ｈ26/マチ25 ハンドル立上り約26

各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数50

品番:73753 JAN:4580135311272

ミュージカルキャット
品番:73754 JAN:4580135311289

モートローズ
品番:73757 JAN:458013531319

スペインレース

品番:73788 JAN:4580135313092

フレンチローズ
品番:73787 JAN:4580135313085

マニフィガーデン
品番:73786 JAN:4580135313078

バード＆ストロベリー



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年09月01日カタログ№73-17
原産国:中国
材質：ポリエステル100％

品番:73580* JAN:4580135305400

モダンローズ

持ち手付き巾着
Ｗ30/Ｈ33/マチ11
ハンドル立上り約9

各本体価格￥750
ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73577* JAN:4580135305370

マリー
品番:73578 JAN:4580135305387

ティアラローズ

品番:73696 JAN:4580135308968

マエストローズ
品番:73697 JAN:4580135308975

アパッシオローズ

品番:73600*
JAN:4580135305608

モダンローズ

品番:73598*
JAN:4580135305585

ティアラローズ

材質：ポリエステル100％ 表面：塩化ビニルコーティング
Ｗ19/Ｄ14/Ｈ1 各本体価格￥750 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73705*
JAN:4580135309057

マエストローズ

品番:73706*
JAN:4580135309064

アパッシオローズ

品番:73791
JAN:4580135313122

フレンチローズ

品番:73790
JAN:4580135313115

マニフィガーデン

品番:73789
JAN:4580135313108

バード＆ストロベリー
Ｗ20/Ｄ14/Ｈ1
各本体価格￥800 ｶｰﾄﾝ入数100

フラットでかさばらず２つ
ポケットでコスメ、手帳、
マスク10枚程度入ります。
普段使い、旅行など幅広く
お使い下さい。



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:73724
JAN:4580135309248

マエストローズ

品番:73725
JAN:4580135309255

アパッシオローズ

品番:73727
JAN:4580135309279

ティアラローズ

品番:73728*
JAN:4580135309286

モダンローズ

2022年09月01日カタログ№73-18
原産国:中国
材 質:表面 ポリエステル100％

塩化ビニールコーティング
内側 不織布(ポリエステル100％）

マスクケース
Ｗ20.5/Ｄ11/Ｈ0.5 内側：Ｗ18/Ｈ10.5

各本体価格￥500 ｶｰﾄﾝ入数200

品番:73758
JAN:4580135311326

ミュージカルキャット

品番:73762
JAN:4580135311364

スペインレース

品番:73763
JAN:458013531371

フレンチレース

コンパクトに折りたためます。

リバーシブルハット

材質：表 ポリエステル100％ 裏 綿100％

フリーサイズ

各本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数100

品番:73730 JAN:4580135311043

ティアラローズ
品番:73731 JAN:4580135311050

マエストローズ

品番:73732 JAN:4580135311067

アパッシオローズ

品番:73764 JAN:4580135311388

スペインレース



2022年09月01日カタログ№73-19
原産国:中国

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

エプロン
材質：ポリエステル 100％
Ｗ95/Ｈ80

各本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数60

品番:73733
JAN:4580135311074

ティアラローズ

品番:73734
JAN:4580135311081

マエストローズ

品番:73735
JAN:4580135311098

アパッシオローズ

品番:73794
JAN:4580135313153

フレンチローズ

品番:73793
JAN:4580135313146

マニフィガーデン

品番:73792
JAN:4580135313139

バード＆
ストロベリー



2022年09月01日カタログ№73-20
原産国:中国

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

マチ付きエコバッグ

材質：ポリエステル100％ Ｗ38/Ｈ26/マチ11.5 ハンドル立上り約18

各本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数200

品番:999z-m-bk JAN:4589400541871

ブラック
品番:999z-m-lp JAN:4589400541857

レオパード

品番:999z-m-ol JAN:4589400541840

カーキ

品番:999z-m-gg JAN:4589400541833

アイスグレージュ

品番:999z-m-nv JAN:4589400541888

ネイビー
品番:999z-m-re JAN:4589400541864

レッド

便利な内ポケット付き。

品番:999z-f-bk
JAN:4589400541895

ブラック

フリル付きエコバッグ

材質：ポリエステル100％ Ｗ38/Ｈ38 ハンドル立上り約15
各本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数150

品番:999z-f-gg
JAN:4589400541918

アイスグレージュ

品番:999z-f-ol
JAN:4589400541901

カーキ

便利な内ポケット付き。


