
トートバッグ

材質 表地：ポリエステル69％・綿17％
・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％
Ｗ31/Ｈ25/マチ8 ハンドル立上り約18
各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数50

※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№78-09
原 産 国：中国

開閉しやすい
マグネット式。
内側に便利な
オープンポケ
ット付き。

品番：77912
JAN:4571140738864

コンフォートローズ

品番：77913
JAN:4571140738871

レガートローズ

品番：77975
JAN:4571140748375

クラシックフラワー

品番：77970*
JAN:4571140748320

ガーデンフラワー

品番：77982
JAN:4580135302171

ブルーローズ

品番：77980
JAN:4580135302157

モレンドローズ

品番：78041
JAN:4580135311784

ルドゥーテローズ

品番：78042
JAN:4580135311791

バード＆ストロベリー

品番：78043
JAN:4580135311807

フレンチローズ



お稽古バッグ
表地：ポリエステル69％ 綿17％ レーヨン12％ ナイロン2％
裏地：ポリエステル 100％
本体：Ｗ32/Ｄ41 ハンドル立上り約19
各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60※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№78-10
原 産 国：中国

※便利な仕切りポケット付き

品番：77533
JAN:4571140724348

コンフォートローズ

品番：77543
JAN:4571140724447

レガートローズ

品番：77974
JAN:4571140748368

クラシックフラワー

品番:77969*
JAN:4571140748313

ガーデンフラワー

品番:77985
JAN:4580135302201

ブルーローズ

品番:77983
JAN:4580135302188

モレンドローズ

品番：78044
JAN:4580135311814

ルドゥーテローズ

品番：78045
JAN:4580135311821

バード＆ストロベリー

品番：78046
JAN:4580135311838

フレンチローズ



2022年09月01日カタログ№78-11
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。

ポシェット

内外合わせて7つポケットが付いています。ひもの長さは調節できます。
表地前面：ポリエステル 69％ 綿17％ レーヨン12％ ナイロン2％

裏 地：ポリエステル100％
本体：Ｗ24/Ｄ3/Ｈ26 各本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:77978
JAN:4571140748405

クラシックフラワー

品番:77544
JAN:4571140724454

レガートローズ

品番:77534
JAN:4571140724355

コンフォートローズ

品番:77986
JAN:4580135302218

モレンドローズ

品番:77988
JAN:4580135302232

ブルーローズ

品番:77973*
JAN:4571140748351

ガーデンフラワー

品番:78048
JAN:4580135311852

バード＆ストロベリー

品番:78049
JAN:4580135311869

フレンチローズ

品番:78047
JAN:4580135311845

ルドゥーテローズ



2022年09月01日カタログ№78-12
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。

クッションカバー

材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％
45×45

各本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78056
JAN:4580135311937

ルドゥーテローズ

品番：78057
JAN:4580135311944

バード＆ストロベリー

品番：78058
JAN:4580135311951

フレンチローズ

品番:77976
JAN:4571140748382

クラシックフラワー

品番:77584
JAN:4571140726526

レガートローズ

品番:77583
JAN:4571140726519

コンフォートローズ

品番:77989
JAN:4580135302249

モレンドローズ

品番:77971*
JAN:4571140748337

ガーデンフラワー

品番:77991
JAN:4580135302263

ブルーローズ

品番：77804
JAN:4571140735191

パンヤ

Ｗ49/Ｄ49/Ｈ18
※40～45cmサイズの
カバーに対応
本体価格：オープン

下代￥450
ｶｰﾄﾝ入数20



※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№78-13
原産国：中国

材質

本 体 芯 材 ：ポリエチレン
本 体 生 地 ：ポリエステル 69％

綿 17％
レーヨン 12％
ナイロン 2％

甲帯ウラ生地：ポリエステル100％
底 面：塩化ビニル樹脂

スリッパ フリーサイズ（23～25cm）

本 体：Ｗ10/Ｄ25.5/Ｈ7

ヒール：Ｈ3

各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：78050
JAN:4580135311876

ルドゥーテローズ

品番：78051
JAN:4580135311883

バード＆ストロベリー

品番：78052
JAN:4580135311890

フレンチローズ

品番:77577
JAN:4571140726458

コンフォートローズ

品番:77578
JAN:4571140726465

レガートローズ

品番:77977
JAN:4571140748399

クラシックフラワー

品番:77992
JAN:4580135302270

モレンドローズ

品番:77972*
JAN:4571140748344

ガーデンフラワー

品番:77994
JAN:4580135302294

ブルーローズ



材質 表地：ポリエステル69％・綿17％
・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：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。

品番：78036
JAN:4580135309798

品番：78033
JAN:4580135309767

コンフォートローズ
品番：78030
JAN:4580135309736

品番：78037
JAN:4580135309804

品番：78034
JAN:4580135309774

レガートローズ
品番：78031
JAN:4580135309743

サイズ：Ｓ
約35×45 タッセル約11

2022年09月01日カタログ№78-14
原 産 国：中国

ルドゥーテローズ

品番：78059
JAN:4580135311968

品番：78062
JAN:4580135311999

品番：78065
JAN:4580135312026

バード＆ストロベリー

品番：78060
JAN:4580135311975

品番：78063
JAN:4580135312002

品番：78066
JAN:4580135312033

フレンチローズ

品番：78061
JAN:4580135311982

品番：78064
JAN:4580135312019

品番：78067
JAN:4580135312040

品番：78038
JAN:4580135309811

品番：78035
JAN:4580135309781

クラッシックフラワー
品番：78032
JAN:4580135309750

サイズ：Ｍ
約35×80 タッセル約11

サイズ：Ｌ
約35×120 タッセル約11

本体価格Ｓサイズ各￥1,100
ｶｰﾄﾝ入数60

本体価格Ｍサイズ各￥1,700
ｶｰﾄﾝ入数30

本体価格Ｌサイズ各￥2,400
ｶｰﾄﾝ入数30



品番:78017
JAN:4580135306148

クラシックフラワー

品番:78016
JAN:4580135306131

レガートローズ 品番:78025
JAN:4580135306223

クラシックフラワー

2022年09月01日カタログ№78-15
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。

リュック

材質 表地前面：ポリエステル69％

綿17％・レーヨン12％・ナイロン2％

裏面：ポリエステル100％
裏 地：ポリエステル100％

本体：Ｗ25/Ｄ10/Ｈ37
各本体価格￥3,600 ｶｰﾄﾝ入数30

内寸：約Ｗ26/Ｄ8/Ｈ34
容量：約7ℓ

品番:78024
JAN:4580135306216

レガートローズ
トートバッグ

材質 表地：ポリエステル69％・綿17％
・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％
Ｗ44/Ｈ26/マチ15.5 ハンドル立上り約28
各本体価格￥2,800 ｶｰﾄﾝ入数30

大容量でたっぷり収納できます。
長めのハンドルが付いているので、
肩掛けでもお使いいただけます。

ティッシュＢＯＸカバー
材質：ポリエステル69％・綿17％・レーヨン12％

ナイロン2％
Ｗ27.5/Ｄ15/Ｈ6

各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数60

品番:78055
JAN:4580135311920

フレンチローズ

品番:78010*
JAN:4580135306070

品番:78053
JAN:4580135311906

バード＆ストロベリー

品番:78054
JAN:4580135311913

ルドゥーテローズ

品番:78011*
JAN:4580135306087



※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№78-16
原産国：中国

品番：77984*
JAN:4580135302195

カプリローズ レッド

品番:78007*
JAN:4580135306049

お稽古バッグ
表地：ポリエステル69％ 綿17％
レーヨン12％ ナイロン2％
裏地：ポリエステル 100％
本体：Ｗ32/Ｄ41 ハンドル立上り約19
各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60

品番:77987*
JAN:4580135302225

カプリローズ レッド

品番:77979*
JAN:4571140748412

ニュービレロー

ポシェット
材質 表地前面：ポリエステル 69％

綿 17％ レーヨン12％ ナイロン2％

裏面：ポリエステル100％

裏 地：ポリエステル100％

本体：Ｗ24/Ｄ3/Ｈ26
各本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:77990*
JAN:4580135302256

カプリローズ レッド
クッションカバー
材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％
45×45

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数60

品番:78515
JAN:4571140726526

レガートローズ

品番:78514
JAN:4571140726519

コンフォートローズ

座布団カバー
材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％

55×59

各本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数50



品番：78557 JAN:4580135315270

トートバッグ
材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

Ｗ31/Ｈ25/マチ8 ハンドル立上り約18
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数50

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年11月25日カタログ№78-29
原 産 国：中国

品番：78567
JAN:4580135315379

品番：78559 JAN:4580135315294

お稽古バッグ
表地：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン12％ ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

本体：Ｗ32/Ｄ41 ハンドル立上り約19

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78561 JAN:4580135315317

ポシェット
材質 表地前面：ポリエステル 69％

綿 17％ レーヨン12％ ナイロン2％

裏面：ポリエステル100％

裏 地：ポリエステル100％

本体：Ｗ24/Ｄ3/Ｈ26
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：78565 JAN:4580135315355

クッションカバー
材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％
45×45
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数60

サイズ：Ｓ 約35×45
Ｍ 約35×80

Ｌ 約35×120
タッセル約11

品番：78563 JAN:4580135315331

スリッパ フリーサイズ（23～25cm）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン
本 体 生 地 ：ポリエステル 69％

綿 17％
レーヨン 12％
ナイロン 2％

甲帯ウラ生地：ポリエステル100％
底 面：塩化ビニル樹脂
本 体：Ｗ10/Ｄ25.5/Ｈ7
ヒール：Ｈ3
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：78569
JAN:4580135315393

品番：78571
JAN:4580135315416

材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％
本体価格Ｓサイズ各￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数60

Мサイズ各￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数30

Ｌサイズ各￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数30



品番：78558 JAN:4580135315287

トートバッグ
材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

Ｗ31/Ｈ25/マチ8 ハンドル立上り約18
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数50

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年11月25日カタログ№78-30
原 産 国：中国

品番：78568
JAN:4580135315386

品番：78560 JAN:4580135315300

お稽古バッグ
表地：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン12％ ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％

本体：Ｗ32/Ｄ41 ハンドル立上り約19

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数60

品番：78562 JAN:4580135315324

ポシェット
材質 表地前面：ポリエステル 69％

綿 17％ レーヨン12％ ナイロン2％

裏面：ポリエステル100％

裏 地：ポリエステル100％

本体：Ｗ24/Ｄ3/Ｈ26
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：78566 JAN:4580135315362

クッションカバー
材質：ポリエステル69％ 綿17％

レーヨン 12％ ナイロン2％
45×45
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数60

サイズ：Ｓ 約35×45
Ｍ 約35×80

Ｌ 約35×120
タッセル約11

品番：78564 JAN:4580135315348

スリッパ フリーサイズ（23～25cm）
材質
本 体 芯 材 ：ポリエチレン
本 体 生 地 ：ポリエステル 69％

綿 17％
レーヨン 12％
ナイロン 2％

甲帯ウラ生地：ポリエステル100％
底 面：塩化ビニル樹脂
本 体：Ｗ10/Ｄ25.5/Ｈ7
ヒール：Ｈ3
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数30

品番：78570
JAN:4580135315409

品番：78572
JAN:4580135315423

材質 表地：ポリエステル69％・綿17％

・レーヨン12％・ナイロン2％

裏地：ポリエステル 100％
本体価格Ｓサイズ各￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数60

Мサイズ各￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数30

Ｌサイズ各￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数30



※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2022年11月25日カタログ№78-31
原 産 国：中国

品番：78573
JAN:4580135315430

材質 表地：ポリエステル73％・綿17％

・レーヨン7％・ナイロン3％

Ｗ約180/Ⅾ約235
本体価格各￥8,800 ｶｰﾄﾝ入数10

品番：78574
JAN:4580135315447

品番：78575
JAN:4580135315454

品番：78576
JAN:4580135315461

品番：78577
JAN:4580135315478

品番：78578
JAN:4580135315485

ヴィクトリアフラワー ハノーヴァーフラワー

レガートローズ ルドゥーテローズ

バード＆ストロベリー フレンチローズ


