
程よい光沢が特徴の綿サテンで、職人さんが一つ一つ丁寧に作っています。

取り外し可能な保護板が付属されているめがねケースです。

保護板を外してペンケースやポーチとしてもお使い頂けます。

Glasses case Gamaguchi

素　材 ： （表）綿100%    （裏）ナイロン100%
サ イ ズ：W17 x D2.5 x H8cm(金具巾16.5cm)
納　期：8月～
日本製

ATTENTION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
・繊細な素材のため、アクセサリーなどによる引き連れにはご注意ください。　

6002000543 ローズ YE
6002000545 プリュム YE

¥2,700 ＋税　lot 1がまぐちメガネケース
6002000544 ローズBL
6002000546 プリュム PK

new textile

6002000545

new textile

6002000546

new textile

6002000543

new textile

6002000544

実寸（6002000546）

メガネケースとして。 ペンケースにもぴったりです。

ペンケース・ポーチとして使用する際は、保護板を外してお使い頂けます。







程よい光沢が特徴の綿サテンで、職人さんが一つ一つ丁寧に作っています。

マチがあり、少し大きめサイズの内ポケット付きで、

マルチに使えるがまぐちポーチです。

Square Gamaguchi Pouch

素　材 ： （表）綿100%    （裏）ナイロン100%
サ イ ズ：W15 x H13cm(金具巾16.6cm)
納　期：8月～
日本製

ATTENT ION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
・繊細な素材のため、アクセサリーなどによる引き連れにはご注意ください。　

6002000243 ローズ YE
6002000245 プリュム YE

¥2,500 ＋税　lot 1スクエアがまぐちポーチ
6002000244 ローズ BL
6002000246 プリュム PK

new textile

6002000２45

new textile

6002000２46

new textile

6002000２43

new textile

6002000２44

実寸（6002000245）

目薬、メガネ、スマートフォンなど収納可能です。
内ポケットがついています。



Tissue Box Cover
［ル・サック］
フランス語で “袋”の意味。
毎日使うものだから、お気に入りの
デザインを。ティッシュ BOX カバー
や小物入れという“日常の袋”として、
毎日をステキに彩ります。

スリムサイズもレギュラーサイズも両方入れられるティッシュB O Xカバー。

バッグのようにポンと入れるだけの簡単仕様。 ミニタオルやデスク周りの収納としても◎

収納としても使用できます。パッケージ入

012988-44　ローズ BL
012988-46　プリュム PK

012988-43　ローズ YE
012988-45　プリュム YE

素　材 ： 表/麻55%・綿45%　裏/綿100%　切替/綿100%
サ イ ズ ： W36 x D12 x H12 cm ※ティッシュBOXをセットした状態でのサイズ
納　期：7/上　
日本製

¥1,800 ＋税　lot 2ル・サック ティッシュBOXカバー

ATTENTION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。　・綿麻製品は素材の特性上、ネップや天然素材ならではの黒や茶色の糸のふしが見られる場合があります。
・織の特性上、ネップ等により、プリントのはがれや白く見える箇所、色が出にくい部分がありますのでご了承ください。56

new textile

new textile

new textile

new textile

012988-43 012988-44

012988-45 012988-46

2017AH



幅広いマチの、台形型ポーチです。

Triangle Pouch

素　材 ： 表 麻55% 綿45%　裏 綿100%
サ イ ズ：W12 x D9 x H10cm( ファスナー口21cm)
納　期：7/上
日本製

ATTENT ION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
・綿麻商品は素材の特性上、ネップや織りむら、多少のプリントむらや剥げが生じますのでご了承ください。

6002000443 ローズ YE
6002000445 プリュム YE

¥1,900 ＋税　lot 2トリアングルポーチ
6002000444 ローズ BL
6002000446 プリュム PK

マチが広く、内ポケットがついています。

毎日使うコスメポーチとして、トラベルポーチとして。

沢山入るので、様々なシーンでお使い頂けます。

new textile new textile

new textile new textile

6002000443 6002000444

6002000445 6002000446

マチ9cm



Half moon Pouch

素　材 ： 表 麻55% 綿45%　裏 綿100%
サ イ ズ：W20 x D7 x H11 cm
納　期：７月～
日本製

ATTENTION

・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。

・綿麻商品は素材の特性上、ネップや織りむら、多少のプリントむらや剥げが生じますのでご了承ください。

013000-43 ローズ YE
013000-45 プリュム YE

¥2,400 ＋税　lot 1ハーフムーンポーチ

013000-44 ローズ BL
013000-46 プリュム PK

中身が見やすい半円型のマチ付きポーチ。

内側にポケットとポケットティッシュカバーが付いて、

ポケットティッシュが一つ附属されています。

new textile new textile

new textile new textile

013000-43 013000-44

013000-45 013000-46
実寸（013000-46）



Flat Pouch

素　材 ： 表 麻55% 綿45%　裏 綿100%
サ イ ズ：W18 x H13cm
納　期：7/上
日本製

ATTENT ION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
・綿麻商品は素材の特性上、ネップや織りむら、多少のプリントむらや剥げが生じますのでご了承ください。

012993-43  ローズ YE
012993-45  プリュム YE

¥1,600 ＋税　lot 2フラットポーチ
012993-44  ローズ BL
012993-46 プリュム PK

普段使いにちょうど良いサイズのポーチです。

内側には、ものの仕分けがしやすい仕切りが一枚付いています。

new textile new textile

new textile new textile

012993-43 012993-44

012993-45 012993-46

012993-45



Mini Pouch

素　材 ： 表 麻55% 綿45%　裏 綿100%
サ イ ズ：W13 x H9cm
納　期：7/上
日本製

ATTENT ION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
・綿麻商品は素材の特性上、ネップや織りむら、多少のプリントむらや剥げが生じますのでご了承ください。

012994-43 ローズ YE
012994-45 プリュム YE

¥1,300 ＋税　lot 2ミニポーチ
012994-44 ローズ BL
012994-46 プリュム PK

カードサイズのミニポーチ。外側にはポケットティッシュが入ります。

内側には、小さな内ポケットが有り、ICカードやポイントカード、小銭の収納に。

new textile new textile

new textile new textile

012994-43 012994-44

012994-45 012994-46

ポケットテッュカバー付きです。
ICカードサイズのポケット付きです。

012994-44



後ろ面が無地になっているので、気分によって見せる面を変える事ができます。

A4サイズの書類や、雑誌がちょうどよく入ります。

Grand  M ignon

　素材 ： 表／(前・持ち手)麻100%

裏／綿100%
　　（後）綿100%

日本製
サ イ ズ　W32×H35cm(バッグ口27cm）6001000543　ローズYE

6001000545　プリュムYE
6001000544　ローズBL
6001000546　プリュムPK

new textile

ATTENTION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。　・麻製品は素材の特性上、ネップや天然素材ならではの黒や茶色の糸のふしが見られる場合があります。
・織の特性上、ネップ等により、プリントのはがれや白く見える箇所、色が出にくい部分がありますのでご了承ください。プリントのロットによって多少の色の違いや、表情に若干の違いが出ることがあります。　

6001000543 6001000544

6001000545 6001000546

グラン・ミニョン ¥2,700＋税　lot 1

：ネイビー

：グレー

本体後面カラー

前面はプリント、後面は無地です。

：グレー

：グレー

：ネイビー

：ネイビー



こだわったパターンが特徴の、トートバッグです。
スクエア型の底と、膨らみのある本体により、奥行きがある物でも入ります。
メインバッグとしてはもちろん、ランチトートとしてもお使い頂けます。

Squa re  Bag

¥4,500  ＋税　lot 1 スクエアバッグ

6001000543　ローズYE     6001000544　ローズBL
6001000545　プリュムYE  6001000546　プリュムPK

素　材：表　麻100%　/　裏　綿100%

サイズ：W20 x D23 x H23 cm

日本製

＜内ポケットサイズ＞

13cm

13cm

＜サイド＞

23cm の幅広マチです。

H23cm

6001001143

写真 6001001128

new textile

6001001144

6001001145 6001001146



いつも使っていただきたいから、

荷物がたっぷり入る縦長サイズ。

マイボトルもすっぽり入る、

サブバッグにちょうど良いバッグです。

Pe t i t  To te  
deux

    素材 ： 表／麻100%
裏／綿100%

日本製
サ イ ズ　W 20 x D 15 x H23 cm

プティ.ドゥ ¥3,500 ＋税　lot 1

new textile

6001001143　ローズYE
6001001145　プリュムYE

6001001144　ローズBL
6001001146　プリュムPK

ATTENTION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。　・麻製品は素材の特性上、ネップや天然素材ならではの黒や茶色の糸のふしが見られる場合があります。
・織の特性上、ネップ等により、プリントのはがれや白く見える箇所、色が出にくい部分がありますのでご了承ください。プリントのロットによって多少の色の違いや、表情に若干の違いが出ることがあります。　



012992-43　ローズYE
012992-45　プリュムYE

012992-44　ローズBL
012992-46　プリュムPK

new textile

ATTENTION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。　・麻製品は素材の特性上、ネップや天然素材ならではの黒や茶色の糸のふしが見られる場合があります。
・織の特性上、ネップ等により、プリントのはがれや白く見える箇所、色が出にくい部分がありますのでご了承ください。プリントのロットによって多少の色の違いや、表情に若干の違いが出ることがあります。　

長財布もすっぽり入る、使いやすいサイズです。

バッグインバッグとしても便利です。

Mignon  Bag
deux

　素材 ： 表／麻100%
裏／綿100%

サ イ ズ　W23(バッグ口20）×H24cm

ミニョン.ドゥ ¥1,900＋税　lot 1

012992-43 012992-44

012992-45 012992-46



03

オリジナルプリント生地を使用した、バブーシュ。

肌が触れる部分には、パイル地や綿麻の生地を使用しているので、

暑く蒸れやすい季節にも、快適にお使いいただけます。

Babouche

093001-43 093001-44

new textile new textile

093001-45 093001-46

new textile new textile

素　 55麻）ルーソ・地生表甲（ ： 材 %・綿45%　（甲裏生地）綿100%　
　　　　（かかと生地）綿100%　（クッション中材）EVA、ウレタン　（底）PVC
サ イ ズ：Sサイズ（23-25cm）
納　期：7/上
日本製

093001-43 ローズ YE
093001-45 プリュム YE

¥2,900 ＋税　lot 1バブーシュ（綿麻）

093001-44 ローズ BL
093001-46 プリュム PK

AT T E NT ION
・柄の出方はひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。　・綿麻製品は素材の特性上、ネップや天然素材ならではの黒や茶色の糸のふしが見られる場合があります。
・綿麻製品は織の特性上、ネップ等により、プリントのはがれや白く見える箇所、色が出にくい部分がありますのでご了承ください。

　
肌が触れる部分の生地は
パイル、綿麻を使用しているので
蒸れにくいです。

底面は滑りにくい
仕様です。

Sサイズ

2017AH



5801000101シルバー
5801000102ゴールド
シードビーズブレスレット
price ¥4,500+tax
シードビーズ85%,メタル15%

5801000201
メタルビーズブレスレット
price ¥2,500+tax
メタルビーズ60%,シードビーズ25%
その他15%

5801000301シルバー
5801000302ゴールド
price ¥2,800+tax
メタル&グラスビーズブレスレット
メタル40%,グラスビーズ35%
石15%,フェルト10%

5801000401ブラック
グラス&シードビーズブレスレット
price ¥2,900+tax
グラスビーズ40%,シードビーズ35%,
メタルビーズ15%,エラスティック10%

5801000501シルバー
グラス&シードビーズブレスレット
price ¥2,900+tax
グラスビーズ40%,シードビーズ35%,
メタルビーズ15%,エラスティック10%

5801000601ゴールド
グラス&シードビーズブレスレット
price ¥2,900+tax
グラスビーズ40%,シードビーズ35%,
メタルビーズ15%,エラスティック10%

5801000701ホワイト
シードビーズブレスレット
price ¥2,900+tax
グラスビーズ40%,シードビーズ35%,
メタルビーズ15%,エラスティック10%

5801000801シルバー
メタル&シードビーズブレスレット
price ¥1,800+tax
シードビーズ50%,メタル50%

5801000802ゴールド
メタル&シードビーズブレスレット
price ¥1,800+tax
シードビーズ50%,メタル50%

5801000803ターコイズ
メタル&シードビーズブレスレット
price ¥1,800+tax
シードビーズ50%,メタル50%

5801000804ブラック
メタル&シードビーズブレスレット
price ¥1,800+tax
シードビーズ50%,メタル50%

5801000901ターコイズxシルバー
グラスビーズブレスレット
price ¥2,000+tax
グラスビーズ60%,CCB30%,
エラスティック10%

5801000902ブラックxターコイズ
グラスビーズブレスレット
price ¥2,000+tax
グラスビーズ60%,CCB30%,
エラスティック10%

5801001001ウッド
グラスビーズブレスレット
price ¥2,000+tax
グラスビーズ60%,CCB30%,
エラスティック10%

5801001002ターコイズ
グラスビーズブレスレット
price ¥2,000+tax
グラスビーズ60%,CCB30%,
エラスティック10%

5801001003ブラック
グラスビーズブレスレット
price ¥2,000+tax
グラスビーズ60%,CCB30%,
エラスティック10%

Accesso r y



Accesso r y

5801001101ターコイズ
5801001102ブラック
シードビーズブレスレット
price ¥2,800+tax
シードビーズ90%,メタル%10%

5801001201ターコイズ
580100120２ブラック
シードビーズネックレス
price ¥3,800+tax
シードビーズ90%,メタル%10%

5801001301ブルー
5801001302グリーン
5801000303マルチ
メタル&シードビーズネックレス
price ¥3,600+tax
メタル50%
シードビーズ50%

5801001401ピンク
5801001402グリーン
5801000403ネイビー
メタル&シードビーズネックレス
price ¥3,600+tax
シードビーズ50%
メタル50%



Accesso r y

5801002001シルバー
メタルバングル　６cm
price ¥3,800+tax
メタル100%

5801002401
メタルビーズバングル 3cm
price ¥3,800+tax
メタル50% 
メタリックビーズ50%

5801001901ゴールド
メタル&コードネックレス
price ¥3,500+tax
メタル80%
スエードコード20%

5801002101シルバー
メタルバングル 3cm
price ¥3,000+tax
メタル100%

5801002202ゴールド
メタルバングル　６cm
price ¥4,500+tax
メタル100%

5801002302ゴールド
メタルバングル　６cm
price ¥3,600+tax
メタル100%

5801002501
メタルビーズバングル 6cm
price ¥4,800+tax
メタル50% 
メタリックビーズ50%

5801001501ゴールド
メタルブレスレット
price ¥2,000+tax
100%METAL

5801001601ゴールド
メタルブレスレット
price ¥2,000+tax
100%METAL

5801001701ゴールド
メタルブレスレット
price ¥2,000+tax
100%METAL



Bucket Fri l l  bag

素　材 ： (5701001101/02)表 ナイロン100%　裏 ナイロン100%
　　　　 (5701001103/04/05/06)表 綿100%　裏 綿100%
サ イ ズ：W19xD19xH27cm
納　期：7月～
日本製

5701001101  シルバー(メタリックナイロン）
5701001102  ゴールド(メタリックナイロン）
5701001103  キナリ（コットン）
5701001104  ブラック（コットン）
5701001105  ワイン（コットン）
5701001106  ボトルグリーン（コットン）
5701001107  ネイビー（コットン）

¥3,800 ＋税　lot 1バケットフリルバッグ

共布のフリルが特徴のバッグです。

トレンドの小さめサイズのバケツ型バッグと、

大容量の大きめサイズのトートバッグです。

5701001101 5701001102

5701001103 5701001104 5701001105 5701001106

内ポケットが付いています。

メタリック
シリーズ

コットン
シリーズ

裏地：リーフグリーン 裏地：シェルピンク

裏地：キナリ（共布） 裏地：ブラック（共布） 裏地：ワイン（共布） 裏地：ボトルグリーン（共布）

5701001107

裏地：ネイビー（共布）
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