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[№5561-0178]光プロテクション＆
ホワイトロジーお試し5点セット

24,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが
、自社工場（徳島　松茂町）で製造
した化粧品。高い紫外線ブロック機
能（SPF50・PA++++）に加え、近赤
外線・ブルーライトをブロックする
「光プロテクトシールド※1」を配
合した高機能日焼け止めクリーム（
30g、約2ヶ月分）に、クレンジ…

[№5561-0177]エクイタンスヴァイ
トロジースペシャルインクリーム＆
お試し2点セット

40,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが
、自社工場（徳島　松茂町）で製造
した化粧品。美容液・乳液・クリー
ム・パック・アイクリームの5つの
機能を持ち、化粧水の後にぬるだけ
でスペシャルケアまで終えたような
艶やかな肌へ導く高保湿多機能クリ
ーム（40g、約2ヶ月分）と、…

[№5561-0176]エクイタンスホワイ
トロジエッセンス＆お試し５点セッ
ト

42,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが
、自社工場（徳島　松茂町）で製造
した化粧品。サンスター独自の美白
※1有効成分「リノレックS※2」を
配合した薬用美白美容液（30g、約2
ヶ月分）に、同シリーズのクレンジ
ング、洗顔、美白化粧水、美白美容
液、美白クリームのミニサイズ…

[№5561-0175]エクイタンス光プロ
テクション

19,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが
、自社工場（徳島　松茂町）で製造
した高機能日焼け止めクリームです
。高い紫外線ブロック機能（SPF50
・PA++++）に加え、近赤外線・ブル
ーライトをブロックする「光プロテ
クトシールド※」を配合。あらゆる
太陽光をブロックします。さ…

[№5561-0174]エクイタンスヴァイ
トロジースペシャルインクリーム

37,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが
、自社工場（徳島　松茂町）で製造
した高保湿多機能クリームです。美
容液・乳液・クリーム・パック・ア
イクリームの5つの機能を持つため
、化粧水の後にぬるだけでスペシャ
ルケアまで終えたような艶やかな肌
へ導きます。こっくりした感…

[№5561-0173]エクイタンスホワイ
トロジーエッセンス

37,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが
、自社工場（徳島　松茂町）で製造
した薬用美白※1美容液です。日本
で唯一サンスターだけが配合してい
る独自の美白有効成分「リノレック
S※2」がシミのもと(酵素チロシナ
ーゼ)を分解促進※3。同時に、抗炎
症※4有効成分がシミのきっかけに
…

[№5561-0172]サンスター干支ハブ
ラシ（2020年子）

11,000円

「新しい朝はサンスター干支ハブラ
シで迎えよう！」サンスター自社工
場(徳島　松茂町）で製造したサン
スターのオリジナルデザイン、干支
ハブラシです。人気のガム・デンタ
ルブラシ#266（やわらかめ）に、20
20年の干支”子”と吉祥文様である
”宝尽くし”＆”雪輪”をデザイン
…

[№5561-0158]バンナイズ
A4スクエアトート

62,000円

A4サイズの本や書類、厚いファイル
やクリアファイル、スマホやノート
、小物など、オンタイムからオフタ
イムまでシーンを選ばず使えるキチ
ッとした印象のスクエアなデザイン
です。本体内部に仕切りがあるので
、必要なものをすっきり見やすく収
納することができます。フ…

[№5561-0157]バンナイズ
A4マルチトート

59,000円

メインコンパートメント内部の、仕
切りにもなるファスナー付きポケッ
トを利用して整理しながら収納でき
、通勤通学、普段使いにも活躍する
容量のあるトートバッグです。カジ
ュアルなデニム素材で、男女問わず
持てるかっこよくかわいいバッグで
す。フロントのダブルポケ…

[№5561-0156]バンナイズ
帆布のクラシックショルダーB

69,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでク
ラシックでレトロなモノはやっぱり
暖くて良いものです。現代のように
デザイン性先行ではなくて、モノを
入れる道具としての頑固なまでの基
本的な機能性が先行。帆布を切った
時にカット面からほつれて来やすい
ので3重に折り曲げて縫う。…

[№5561-0155]バンナイズ
帆布のクラシックショルダーA

39,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでク
ラシックでレトロなモノはやっぱり
暖くて良いものです。現代のように
デザイン性先行ではなくて、モノを
入れる道具としての頑固なまでの基
本的な機能性が先行。帆布を切った
時にカット面からほつれて来やすい
ので３重に折り曲げて縫う…

[№5561-0154]バンナイズ　ちょっ
とミリタリーなメッセンジャーバッ
グ

57,000円

斜め掛けや肩からのショルダーとし
て使用する時にカッコよく見えるち
ょっとミリタリーな感じのメッセン
ジャーバッグです。バックルを多用
したデザインで少し個性を主張、ハ
ード過ぎず、シンプル過ぎない適度
なデザインが街中で使う時には丁度
いい感じだと思います。収…
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[№5561-7113]0153バンナイズ
帆布のロングウォレット／Type-B
ブラック

24,000円

帆布本来の風合いがあり使い込む程
に馴染む帆布のロングウォレット。
紙幣収納部の上に革製のオープンポ
ケットが付いたType-B。革製のオー
プンポケットには、例えばレシート
やクレジットカードの明細などを分
けて入れておいても便利だと思いま
す。※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-7114]0153バンナイズ
帆布のロングウォレット／Type-B
カーキグレー

24,000円

帆布本来の風合いがあり使い込む程
に馴染む帆布のロングウォレット。
紙幣収納部の上に革製のオープンポ
ケットが付いたType-B。革製のオー
プンポケットには、例えばレシート
やクレジットカードの明細などを分
けて入れておいても便利だと思いま
す。※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-0152]バンナイズ
ミニロールトップショルダー

35,000円

フラップの開閉は、クルッと巻いて
ベルクロで固定するロールトップタ
イプです。メイン収納部は長財布や
7インチサイズのタブレットなどを
縦向きに収納できる容量があります
。フロントポケットはセミフラップ
タイプ。スマホや交通系のパスなど
使用頻度の高いモノを収納しておく
のに便利です。※画像はイメージで
す。※画像の収納物は、お届けする
商品に含まれておりません。事業者
：株式会社バンナ…

[№5561-7111]0151バンナイズ
メールバッグショルダー／340
デニム

76,000円

本体フロントにはセキュリティ性の
高いフラップ付きのツインポケット
が付いています。フロントポケット
には全長200mm程度の長財布などを
縦向きに収納できる容量があります
。フロントポケットとメインのフラ
ップは、横向きのループ状になった
ベルトのスナップボタンで固定しま
す。ループの下側に指を入れて各フ
ラップを固定する構造なため、中身
に圧を掛けることなくフラップを閉
じることができ…

[№5561-7112]0151バンナイズ
メールバッグショルダー／340
ライトデニム

76,000円

本体フロントにはセキュリティ性の
高いフラップ付きのツインポケット
が付いています。フロントポケット
には全長200mm程度の長財布などを
縦向きに収納できる容量があります
。フロントポケットとメインのフラ
ップは、横向きのループ状になった
ベルトのスナップボタンで固定しま
す。ループの下側に指を入れて各フ
ラップを固定する構造なため、中身
に圧を掛けることなくフラップを閉
じることができ…

[№5561-7107]0150バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Yukaモデル
濃いグレー×ターコイズブルー

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、グレー×明るいカラーで目
を惹くカラーラインナップです。底
部分はカジュアルなデニム素材で、
開口部にはスナップボタンが付いて
います。少しのお出かけやショッピ
ングなどに充分な容量があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7108]0150バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Yukaモデル
濃いグレー×きみどり

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、グレー×明るいカラーで目
を惹くカラーラインナップです。底
部分はカジュアルなデニム素材で、
開口部にはスナップボタンが付いて
います。少しのお出かけやショッピ
ングなどに充分な容量があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7109]0150バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Yukaモデル
濃いグレー×ももいろ

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、グレー×明るいカラーで目
を惹くカラーラインナップです。底
部分はカジュアルなデニム素材で、
開口部にはスナップボタンが付いて
います。少しのお出かけやショッピ
ングなどに充分な容量があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7110]0150バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Yukaモデル
濃いグレー×すみれ

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、グレー×明るいカラーで目
を惹くカラーラインナップです。底
部分はカジュアルなデニム素材で、
開口部にはスナップボタンが付いて
います。少しのお出かけやショッピ
ングなどに充分な容量があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7103]0149バンナイズ
スタッフオーダートート／Akiモデ
ル　デニム×レッド

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、デニムがかわいくカジュア
ルでポップな雰囲気♪メンズライク
で、スタッフにも人気のモデルです
。軽いデニム素材で、長財布もポー
チもすっぽり収納でき、おでかけに
活躍します。※画像はイメージです
。※画像の収納物は、お届けする商
品に含まれておりません。事業者：
株式会社バンナイズ

[№5561-7104]0149バンナイズ
スタッフオーダートート／Akiモデ
ル　ライトデニム×レッド

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、デニムがかわいくカジュア
ルでポップな雰囲気♪メンズライク
で、スタッフにも人気のモデルです
。軽いデニム素材で、長財布もポー
チもすっぽり収納でき、おでかけに
活躍します。※画像はイメージです
。※画像の収納物は、お届けする商
品に含まれておりません。事業者：
株式会社バンナイズ

[№5561-7105]0149バンナイズ
スタッフオーダートート／Akiモデ
ル　デニム×ターコイズブルー

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、デニムがかわいくカジュア
ルでポップな雰囲気♪メンズライク
で、スタッフにも人気のモデルです
。軽いデニム素材で、長財布もポー
チもすっぽり収納でき、おでかけに
活躍します。※画像はイメージです
。※画像の収納物は、お届けする商
品に含まれておりません。事業者：
株式会社バンナイズ
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[№5561-7106]0149バンナイズ
スタッフオーダートート／Akiモデ
ル
ライトデニム×ターコイズブルー

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、デニムがかわいくカジュア
ルでポップな雰囲気♪メンズライク
で、スタッフにも人気のモデルです
。軽いデニム素材で、長財布もポー
チもすっぽり収納でき、おでかけに
活躍します。※画像はイメージです
。※画像の収納物は、お届けする商
品に含まれておりません。事業者：
株式会社バンナイズ

[№5561-7100]0148バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Mikaモデル
生成×イエロー

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、普段持ち歩く必要な小物や
ボトルもスッキリ持ち運ぶことがで
きます。また、長財布が縦にも横に
も入る、かわいらしいデザインの、
ちょうどいいサイズ感のトートバッ
グです。※画像はイメージです。※
画像の収納物は、お届けする商品に
含まれておりません。事業者：株式
会社バンナイズ

[№5561-7101]0148バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Mikaモデル
生成×ももいろ

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、普段持ち歩く必要な小物や
ボトルもスッキリ持ち運ぶことがで
きます。また、長財布が縦にも横に
も入る、かわいらしいデザインの、
ちょうどいいサイズ感のトートバッ
グです。※画像はイメージです。※
画像の収納物は、お届けする商品に
含まれておりません。事業者：株式
会社バンナイズ

[№5561-7102]0148バンナイズ　ス
タッフオーダートート／Mikaモデル
生成×ネイビー

30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、普段持ち歩く必要な小物や
ボトルもスッキリ持ち運ぶことがで
きます。また、長財布が縦にも横に
も入る、かわいらしいデザインの、
ちょうどいいサイズ感のトートバッ
グです。※画像はイメージです。※
画像の収納物は、お届けする商品に
含まれておりません。事業者：株式
会社バンナイズ

[№5561-7098]0147バンナイズ
スタッフオーダートート／Aiモデル
生成×ブラウン

34,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、マチがしっかりしているの
で荷物も収納しやすく、トラッドな
デザインなので普段使いにも通勤バ
ッグとしても活躍します。※画像は
イメージです。※画像の収納物は、
お届けする商品に含まれておりませ
ん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7099]0147バンナイズ
スタッフオーダートート／Aiモデル
生成×ターコイズブルー

34,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しい
バッグを商品化した「スタッフオー
ダートート」シリーズ。こちらのト
ートは、マチがしっかりしているの
で荷物も収納しやすく、トラッドな
デザインなので普段使いにも通勤バ
ッグとしても活躍します。※画像は
イメージです。※画像の収納物は、
お届けする商品に含まれておりませ
ん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7095]0146バンナイズ
プティットトート　レッド

20,000円

「プティット」とは、フランス語で
小さいという意味です。小さくても
容量があり、活躍するトートバッグ
です。長財布と普段持ち歩く小物類
が入る容量があり、普段の買い物や
お出かけに気軽に使えるサイズ感で
す。※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-7096]0146バンナイズ
プティットトート　ネイビー

20,000円

「プティット」とは、フランス語で
小さいという意味です。小さくても
容量があり、活躍するトートバッグ
です。長財布と普段持ち歩く小物類
が入る容量があり、普段の買い物や
お出かけに気軽に使えるサイズ感で
す。※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-7097]0146バンナイズ
プティットトート　ブラック

20,000円

「プティット」とは、フランス語で
小さいという意味です。小さくても
容量があり、活躍するトートバッグ
です。長財布と普段持ち歩く小物類
が入る容量があり、普段の買い物や
お出かけに気軽に使えるサイズ感で
す。※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-0145]バンナイズ
ポストマンバッグ(260)

70,000円

米国ポストマンが使用していたメー
ルバッグを現代でも使いやすくリデ
ザインしたものです。当時は歩いて
メールを届けていました。当時のも
のは比較的大きいものが多く現代に
は使いにくい一面もあるのでディテ
ールなどはイメージを残しつつ使い
やすくて機能的なサイズ感にしまし
た。※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-0144]バンナイズ　大人の
ための4wayワンショルダー／Type-E

60,000円

ちょっと出かける時に丁度いいサイ
ズで、斜めに掛けても、肩から掛け
ても、使いやすくて実用的なワンシ
ョルダーのバッグが欲しいと思って
もなかなか丁度いいのが見つからな
い事が多いです。だったら自分流で
自分だけが使いやすく仕上げられる
ようにしたらいい。そんな想いから
創ったバッグです。サイズなどの好
みは有るにしても、普段の持ち物や
機能などを自分仕様にする事が出来
れば、丁度い…

[№5561-0143]バンナイズ
ダブルファスナーウォレット

35,000円

本体にはダブルファスナーで開閉で
きる容量のある2つの収納部があり
、片方に紙幣、片方に小銭と分けて
収納でき、大きく開くファスナーで
中身も出し入れしやすい二つ折りの
財布です。本体を開くと内側には6
つのカードポケットがあり、各ポケ
ットに3枚、合計18枚のカードを入
れることができます。紙幣、小銭、
カードをひとまとめにし、バッグか
ら取り出す仕種もスマートなダブル
ファスナーウォレ…
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[№5561-0142]バンナイズ　簡易ロ
ック付き斜め掛けショルダーバッグ

51,000円

自転車やバイクに乗る時、街歩き、
旅行などの時サブバッグとしても使
える大き過ぎず小さ過ぎない適度な
容量を確保した斜め掛けショルダー
バッグです。電車の中や人込み、海
外旅行などの時、背面から簡単に開
けられないようにファスナーを簡易
ロックするための茄子環を両サイド
に装備。茄子環はデザインにこだわ
ったビンテージタイプを使用してい
ます。必要に応じてセキュリティー
を高めること…

[№5561-0141]バンナイズ
ポケット8個のポケポケトート

35,000円

本体外側に大小合計8個のポケット
が付いたポケポケトート。トートバ
ッグは基本的にポケットが少なめで
すが、本体外側の8個あるポケット
に、普段持ち歩くケータイやデジカ
メなどのデジタルツールや財布、カ
ギなどを使いやすい位置に収納して
機能的に使用することができます。
メインコンパートメントには、A4サ
イズの雑誌やファイルを収納できる
スペースがあり、見た目以上の収納
力があるのも魅…

[№5561-7093]0140バンナイズ
クロワッサンショルダー／S
ライトデニム

42,000円

持ちやすくて、使いやすい容量充分
なB5横型サイズ。フロントにはファ
スナーポケットがあり、背面には、
それぞれ単行本が入るサイズに仕切
ったポケットがあります。身体に寄
り添う安心感と心地よさがあり、太
めのショルダーとデニムの相性が抜
群です。買い物にも旅行にも持ち歩
けるカジュアルさが◎デジカメやポ
ーチ、財布やスマホなどをすっきり
と収納できます。※画像はイメージ
です。※画像の収…

[№5561-7094]0140バンナイズ
クロワッサンショルダー／S
デニム

42,000円

持ちやすくて、使いやすい容量充分
なB5横型サイズ。フロントにはファ
スナーポケットがあり、背面には、
それぞれ単行本が入るサイズに仕切
ったポケットがあります。身体に寄
り添う安心感と心地よさがあり、太
めのショルダーとデニムの相性が抜
群です。買い物にも旅行にも持ち歩
けるカジュアルさが◎デジカメやポ
ーチ、財布やスマホなどをすっきり
と収納できます。※画像はイメージ
です。※画像の収…

[№5561-7091]0139バンナイズ
クロワッサンショルダー／SS
ライトデニム

26,000円

ころんとかわいくちょこんと寄り添
うクロワッサンシルエットのショル
ダーバッグです。小さいながら、必
要なものをコンパクトに収納でき、
長財布も収納できるサイズです。※
画像はイメージです。※画像の収納
物は、お届けする商品に含まれてお
りません。事業者：株式会社バンナ
イズ

[№5561-7092]0139バンナイズ
クロワッサンショルダー／SS
デニム

26,000円

ころんとかわいくちょこんと寄り添
うクロワッサンシルエットのショル
ダーバッグです。小さいながら、必
要なものをコンパクトに収納でき、
長財布も収納できるサイズです。※
画像はイメージです。※画像の収納
物は、お届けする商品に含まれてお
りません。事業者：株式会社バンナ
イズ

[№5561-0138]金曜日の金時カレー4
食入セット

10,000円

海上自衛隊徳島航空基地開隊60周年
を記念して、徳島教育航空群から教
育航空集団調理競技で優勝したレシ
ピの提供を受け、松茂町の振興に役
立てるためにレトルトカレーとして
商品化しました。名前の由来は、毎
週金曜日にカレーを食べる習慣のあ
る海上自衛隊と、町の特産物である
「なると金時」をふんだんに使って
いることからきています。なると金
時の甘みとカレーのスパイシーなハ
ーモニーを是…

[№5561-0136]ベビースプーン2本セ
ット

10,000円

徳島県松茂町は、幸水や豊水をはじ
めとする梨の一大産地です。甘くて
美味しい梨を育てるために栽培農家
では、春の交配作業から摘果、収穫
を終えた後も木の剪定作業など一年
間を通した作業を繰り返し、丹精込
めて大切に育てられています。「梨
の木のスプーン」は、そんな松茂町
の梨の木を活用し、日常の食卓によ
みがえらせました。このベビースプ
ーンセットは、１歳からの少し大き
めのスプーン…

[№5561-0135]カレースプーン

10,000円

徳島県松茂町は、幸水や豊水をはじ
めとする梨の一大産地です。甘くて
美味しい梨を育てるために栽培農家
では、春の交配作業から摘果、収穫
を終えた後も木の剪定作業など一年
間を通した作業を繰り返し、丹精込
めて大切に育てられています。「梨
の木のスプーン」は、そんな松茂町
の梨の木を活用し、日常の食卓によ
みがえらせました。カレーが食べや
すいように職人さんが1本1本手作り
してあり、す…

[№5561-0137]ベビースプーン3本セ
ット

17,000円

徳島県松茂町は、幸水や豊水をはじ
めとする梨の一大産地です。甘くて
美味しい梨を育てるために栽培農家
では、春の交配作業から摘果、収穫
を終えた後も木の剪定作業など一年
間を通した作業を繰り返し、丹精込
めて大切に育てられています。「梨
の木のスプーン」は、そんな松茂町
の梨の木を活用し、日常の食卓によ
みがえらせました。１歳からの少し
大きめスプーンに、お食い初め用に
使用出来るス…

[№5561-0110]コインと紙幣の仕切
り付きキーホルダー

16,000円

カギをまとめるナス環にコンパクト
な財布の機能が付いたキーホルダー
です。内側にコインと紙幣を分けて
収納できる仕切りが付いて、スナッ
プボタンで開閉するタイプ。メイン
の財布とは別に、いざという時のた
めに持っておくと便利な紙幣やコイ
ンをカギと一緒に持っておくことが
できます。※画像はイメージです。
事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7059]0111ポケット付きぬ
め革キーケース　ブラック

20,000円

本体素材に牛ぬめ革を使用したキー
ケースで、普段持ち歩くキーと折り
畳んだ紙幣をまとめて持ち運ぶこと
ができます。本体にはキーを取り付
けるための2重環が3個、スモールバ
ックルが2個付いています。自転車
やバイクのキーなど小型の取り外し
て使用する頻度の高いキーは、セッ
ト＆リリースが簡単にできるスモー
ルバックルに取り付けておくと便利
です。内部背面側には、予備的な紙
幣数枚を、三つ…
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[№5561-7060]0111ポケット付きぬ
め革キーケース　キャメル

20,000円

本体素材に牛ぬめ革を使用したキー
ケースで、普段持ち歩くキーと折り
畳んだ紙幣をまとめて持ち運ぶこと
ができます。本体にはキーを取り付
けるための2重環が3個、スモールバ
ックルが2個付いています。自転車
やバイクのキーなど小型の取り外し
て使用する頻度の高いキーは、セッ
ト＆リリースが簡単にできるスモー
ルバックルに取り付けておくと便利
です。内部背面側には、予備的な紙
幣数枚を、三つ…

[№5561-0112]ぬめ革のパスポート
ケース／ストッパー付き

21,000円

本体素材にぬめ革を使用したパスポ
ートを収納するためのシンプルなケ
ースです。ケース本体にはパスポー
トを1冊横向きに収納し、旅行時に
バッグ内からスマートにパスポート
を取り出せるパスポート専用サイズ
のレザーケースです。※画像はイメ
ージです。事業者：株式会社バンナ
イズ

[№5561-0113]ぬめ革のパスポート
・紙幣用ケース／ストッパー付き

26,000円

本体素材にぬめ革を使用し、パスポ
ートと紙幣を収納するためのシンプ
ルなケースです。ケース内部には片
側がフリーになった仕切りがあり、
パスポートと紙幣を分けて収納でき
ます。パスポートと紙幣以外にもお
札を分けて収納したり、日本の紙幣
と外国の紙幣を分けて収納するのに
も便利なレザーケースです。※画像
はイメージです。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-0114]ぬめ革の通帳ケース
／ストッパー付き

22,000円

本体素材にぬめ革を使用し、通帳を
収納するためのシンプルなケースで
す。本体には通帳を3冊程度横向き
に収納することができます。※画像
はイメージです。事業者：株式会社
バンナイズ

[№5561-0115]ベルトループ付きス
マートキーケース

10,000円

車やバイクのキーとして主流になっ
てきているスマートキー。そんなス
マートキーを収納し背面のループに
ベルトを通していつもウエスト周り
に取り付けておくことができる横型
セミフラップタイプのキャリングケ
ースです。※画像はイメージです。
事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7061]0116ぬめ革のキーホ
ルダー／ナス環タイプ　ブラック

19,000円

先端に真鍮製のナス環が付いた、ぬ
め革のキーホルダーです。先端には
ナス環とバンナイズの刻印の入った
チャームが付いています。※画像は
イメージです。事業者：株式会社バ
ンナイズ

[№5561-7062]0116ぬめ革のキーホ
ルダー／ナス環タイプ　キャメル

19,000円

先端に真鍮製のナス環が付いた、ぬ
め革のキーホルダーです。先端には
ナス環とバンナイズの刻印の入った
チャームが付いています。※画像は
イメージです。事業者：株式会社バ
ンナイズ

[№5561-0117]バッグに吊るすペン
ホルダー

17,000円

本体には直径約10mm程度のペンを3
本差すことが可能で、底部分は塞が
っているためクリップのないペンや
鉛筆などを差しても抜け落ちること
はありません。付属のストッパー付
きの紐の使い方に決まりはありませ
ん。使いやすい位置の手提げ部分に
結んだり、ストッパーの固定位置で
紐の長さを調整できるようにして高
さを調節することもできます。手提
げ部分に紐を長めにして取り付けて
ポケット内に収…

[№5561-0118]iQOS、小型の音楽プ
レーヤー用ジャバラ付きマルチケー
ス

20,000円

ファスナーケースから出し入れする
時に入れる物をケースから落としそ
うになってヒヤッとしたりする事が
あります。手元での出し入れ時には
それも少ないですが、ベルトに取付
けて使う時など、取り付ける位置に
よっては、確認しにくくて感覚で出
し入れしてしまいます。キチッとい
れたつもりが…。結果悲しい事にな
ってしまったという経験もあります
。このケースは両サイドにジャバラ
状のサポート部…

[№5561-0119]メガネ2個収納ケース

39,000円

通常の眼鏡とサングラス、PC用メガ
ネ、シニアグラス、サングラスとサ
ングラス、など、複数のメガネをバ
ッグに入れておく事って意外と多い
と思います。そんな時、別々にメガ
ネケースに収納してバッグに入れて
置くというのが通常のような気がし
ます。少なくとも2個のメガネをひ
とまとめにして安心して持ち運べる
とバッグの中の整理もできたり、ゴ
ソゴソとバッグの中を探す事も無く
なります。しか…

[№5561-7063]0120FreeFreeTote-3/
タクティカルトート　グリーン

37,000円

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote
」バッグはやっぱり実用品、物を入
れる道具。この基本的な機能を満た
しておれば提げ方や持ち方に決まり
はありません。持ちやすいように、
楽なように、取り出しやすいように
.........。色々な使用方法や価値
観があります。自由きままに、好き
なように、感性の感じるままに、ま
たはその時の気分で、自由に持ち方
が変わるトートがあってもいいよう
に思います。こ…

[№5561-7064]0120FreeFreeTote-3/
タクティカルトート　ブラック

37,000円

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote
」バッグはやっぱり実用品、物を入
れる道具。この基本的な機能を満た
しておれば提げ方や持ち方に決まり
はありません。持ちやすいように、
楽なように、取り出しやすいように
.........。色々な使用方法や価値
観があります。自由きままに、好き
なように、感性の感じるままに、ま
たはその時の気分で、自由に持ち方
が変わるトートがあってもいいよう
に思います。こ…
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[№5561-7065]0120FreeFreeTote-3/
タクティカルトート
シャドウベージュ

37,000円

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote
」バッグはやっぱり実用品、物を入
れる道具。この基本的な機能を満た
しておれば提げ方や持ち方に決まり
はありません。持ちやすいように、
楽なように、取り出しやすいように
.........。色々な使用方法や価値
観があります。自由きままに、好き
なように、感性の感じるままに、ま
たはその時の気分で、自由に持ち方
が変わるトートがあってもいいよう
に思います。こ…

[№5561-0121]復刻版マタギバッグ
『サブロー』／Lサイズ

60,000円

約15年ぐらい前に、徳島県の大手企
業の会長がバンナイズにバッグのオ
ーダーメイドのためにおいでになり
ました。その時に持参された見本が
、猟の時に『またぎ』が獲物入れに
使うリュックのようなバッグでした
。ご本人も猟によく出かけるとの事
でした。そのバッグを使いやすく改
良して出来たのがこのバッグで、会
長ご本人の名前を頂戴し『サブロー
』と命名して当時徳島店限定で販売
していました…

[№5561-0122]復刻版マタギバッグ
『サブロー』／Mサイズ

57,000円

約15年ぐらい前に、徳島県の大手企
業の会長がバンナイズにバッグのオ
ーダーメイドのためにおいでになり
ました。その時に持参された見本が
、猟の時に『またぎ』が獲物入れに
使うリュックのようなバッグでした
。ご本人も猟によく出かけるとの事
でした。そのバッグを使いやすく改
良して出来たのがこのバッグで、会
長ご本人の名前を頂戴し『サブロー
』と命名して当時徳島店限定で販売
していました…

[№5561-0123]トリプルホックの斜
め掛けメッセンジャーバッグ

68,000円

斜め掛けショルダーは、斜めに掛け
て背負う事で両手がフリーになって
バッグが肩からずれ落ちる事も無く
、安定し非常に便利な上、荷物が多
めでも比較的楽なため、最近の主流
になりつつあります。しかしアクテ
ィブに動く時や自転車に乗った時ま
た、前傾姿勢のバイクに乗った時な
どは、背中に回し、腰でしっかり固
定する事で背負ったバッグがずれに
くくなるという特徴があります。自
転車に乗った…

[№5561-0124]トリプルホックの斜
め掛けメッセンジャーバッグ／ハイ
エンド

86,000円

斜め掛けショルダーは、斜めに掛け
て背負う事で両手がフリーになって
バッグが肩からずれ落ちる事も無く
、安定し非常に便利な上、荷物が多
めでも比較的楽なため、最近の主流
になりつつあります。しかしアクテ
ィブに動く時や自転車に乗った時ま
た、前傾姿勢のバイクに乗った時な
どは、背中に回し、腰でしっかり固
定する事で背負ったバッグがずれに
くくなるという特徴があります。自
転車に乗った…

[№5561-0125]薄型ブリーフケース
／A4

75,000円

打ち合わせや通勤など極力重いもの
を持ちたくな場面で有効な、薄型で
コンパクトなブリーフケースです。
A4の書類やクリヤファイル、雑誌や
A4サイズの封筒などが入るサイズの
メイン収納部とフロントポケットに
はiPadやスマホ、ノートなどが入り
、両サイドはフラットで中央に襠の
ある薄型ポケットなど...。学生の
時に通学のカバンの内側を抜いてし
まって横を糸で止めて極力薄型にす
るのが主流だっ…

[№5561-0126]薄型ブリーフケース
／A4／4WAY

83,000円

打ち合わせや通勤など極力重いもの
を持ちたくな場面で有効な、薄型で
コンパクトなブリーフケースです。
A4の書類やクリヤファイル、雑誌や
A4サイズの封筒などが入るサイズの
メイン収納部とフロントポケットに
はiPadやスマホ、ノートなどが入り
、両サイドはフラットで中央に襠の
ある薄型ポケットなど...。学生の
時に通学のカバンの内側を抜いてし
まって横を糸で止めて極力薄型にす
るのが主流だっ…

[№5561-0127]大人のためのショー
トフラップスクエアバックパック

87,000円

スクエア形状のショートフラップタ
イプで、本体表素材にバリスティッ
クナイロン、内側素材に8号帆布を
使用した耐久性のあるバックパック
。本体にはリュック用のタクティカ
ルセパレートショルダーが付属。タ
クティカルベルト部分は8箇所ずつ
ループ状になっており、スマホ用の
ケースやデジタルオーディオプレー
ヤーのケース、時計ホルダーなど使
いやすい位置に取り付けて機能的に
使うことができ…

[№5561-0128]トート＆バックパッ
ク

63,000円

本体上部の手提げ部分で持つとトー
トバッグに、ショルダーで背負うと
バックパックにもなるバッグ。本体
を背負うためのショルダーは、背面
のポケットに収納しおくことができ
るため、トートバッグとして持つ場
合にショルダー部分が邪魔にならな
いよう収納したり、バッグを地面に
置いた時にベルト部分が直接地面に
付くのを防ぐ事ができます。本体フ
ロント部分には斜めにスライドする
ファスナーが…

[№5561-0129]カスタムバックパッ
ク（エントリーモデル）

90,000円

バックルほど開閉が簡単でしっかり
固定できるパーツは現状ではあまり
見当たらないように思います。バッ
クルを多用するとハードで男らしい
イメージになります。そして非常に
個性的な顔になります。街中でよく
見かけるタイプはあまり持ちたくあ
りません。個性的で持ち物が主張し
てくれるものの方が好みでもありカ
ッコよさでもあります。そして使い
方や使う場面で使いやすいように自
分に合わせた…

[№5561-7066]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　レッド

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7067]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　ピンク

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ
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[№5561-7068]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　なでしこ

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7069]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　オレンジ

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7070]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　イエロー

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7071]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　ブルー

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7072]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ
ライトブルー

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7073]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ
カーキグレー

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7074]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　ライム

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7075]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ
濃いむらさき

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7076]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　パープル

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7077]0130ファスナーペン
ケース／スリムタイプ　ネイビー

10,000円

味のある優しい手触りの帆布製のス
リムなペンケースです。ペンはもち
ろん、ハサミや修正テープなども取
り出しやすい広い開口部。使ってい
くうちに味の出てくる帆布は、手触
りの良さがクセになります。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7078]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ　オレンジ

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7079]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ　なでしこ

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…



36401

徳島県　松茂町

[№5561-7080]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ　ライム

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7081]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ　パープル

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7082]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ
カーキグレー

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7083]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ　ブラウン

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-7084]0131ファスナーペン
ケース／ボックスタイプ　グレー

12,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増
してくる8号帆布を使用したボック
スタイプのファスナーペンケースで
す。本体サイドには指を通すことが
できるループ状の紐が付いており、
バッグなどから取り出す際にも便利
です。ボックスタイプは容量があり
、たくさんのペンやかさ張る修正テ
ープなどの収納にも適しています。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。事業…

[№5561-0132]ダブルファスナーペ
ンケース

28,000円

メインの収納部はダブルファスナー
構造で、片方にペンや鉛筆類、片方
にはポストイットや修正ペン、小型
の電卓などをきっちり分けて収納で
き、出し入れしやすい二つ折りのペ
ンケースです。大きすぎず小さすぎ
ないサイズは、かさ張りがちなステ
ィックのりや、コンパスなどの別々
に持ち運びがちなアイテムも一緒に
収納することができます。二つ折り
ストッパー部分にはスナップボタン
を採用し、中…

[№5561-7085]0133帆布の巻きペン
ケース／オープンタイプ　ブラック

8,000円

ひもでくるっと巻いてロール状で持
ち運ぶタイプのペンケースです。万
年筆やボールペン、シャーぺンや鉛
筆、修正ペンなどサイズの違う筆記
用具を、好きな位置に収納し、細け
れば細いなりに、太ければ太いなり
に容量に合わせてひもで巻いて止め
ることができます。ケースタイプは
、ペンを出し入れしやすくコンパク
トなオープンタイプ。本体素材は、
使い込む程に味わいが増してくる帆
布製で、イン…

[№5561-7086]0133帆布の巻きペン
ケース／オープンタイプ　レッド

8,000円

ひもでくるっと巻いてロール状で持
ち運ぶタイプのペンケースです。万
年筆やボールペン、シャーぺンや鉛
筆、修正ペンなどサイズの違う筆記
用具を、好きな位置に収納し、細け
れば細いなりに、太ければ太いなり
に容量に合わせてひもで巻いて止め
ることができます。ケースタイプは
、ペンを出し入れしやすくコンパク
トなオープンタイプ。本体素材は、
使い込む程に味わいが増してくる帆
布製で、イン…

[№5561-7087]0133帆布の巻きペン
ケース／オープンタイプ　ライム

8,000円

ひもでくるっと巻いてロール状で持
ち運ぶタイプのペンケースです。万
年筆やボールペン、シャーぺンや鉛
筆、修正ペンなどサイズの違う筆記
用具を、好きな位置に収納し、細け
れば細いなりに、太ければ太いなり
に容量に合わせてひもで巻いて止め
ることができます。ケースタイプは
、ペンを出し入れしやすくコンパク
トなオープンタイプ。本体素材は、
使い込む程に味わいが増してくる帆
布製で、イン…

[№5561-7088]0133帆布の巻きペン
ケース／オープンタイプ　なでしこ

8,000円

ひもでくるっと巻いてロール状で持
ち運ぶタイプのペンケースです。万
年筆やボールペン、シャーぺンや鉛
筆、修正ペンなどサイズの違う筆記
用具を、好きな位置に収納し、細け
れば細いなりに、太ければ太いなり
に容量に合わせてひもで巻いて止め
ることができます。ケースタイプは
、ペンを出し入れしやすくコンパク
トなオープンタイプ。本体素材は、
使い込む程に味わいが増してくる帆
布製で、イン…

[№5561-7089]0133帆布の巻きペン
ケース／オープンタイプ
ライトブルー

8,000円

ひもでくるっと巻いてロール状で持
ち運ぶタイプのペンケースです。万
年筆やボールペン、シャーぺンや鉛
筆、修正ペンなどサイズの違う筆記
用具を、好きな位置に収納し、細け
れば細いなりに、太ければ太いなり
に容量に合わせてひもで巻いて止め
ることができます。ケースタイプは
、ペンを出し入れしやすくコンパク
トなオープンタイプ。本体素材は、
使い込む程に味わいが増してくる帆
布製で、イン…

[№5561-7090]0133帆布の巻きペン
ケース／オープンタイプ　パープル

8,000円

ひもでくるっと巻いてロール状で持
ち運ぶタイプのペンケースです。万
年筆やボールペン、シャーぺンや鉛
筆、修正ペンなどサイズの違う筆記
用具を、好きな位置に収納し、細け
れば細いなりに、太ければ太いなり
に容量に合わせてひもで巻いて止め
ることができます。ケースタイプは
、ペンを出し入れしやすくコンパク
トなオープンタイプ。本体素材は、
使い込む程に味わいが増してくる帆
布製で、イン…
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[№5561-0134]デスクオントレー兼
薄型オープンペンケース

11,000円

いつも持っておきたいボールペンや
シャーペン、サインペンなどを持ち
歩くのに適したスリムなペンケース
で、本体は、開口部のスナップボタ
ン2箇所と両サイドの面ファスナー
で完全に開くことができ、中身が全
部見えて使うペンを直ぐ選ぶことが
できます。また、机の上ではそのま
まデスクオントレーの様に使用する
ことができ、出かける時はサッと折
り畳んでバッグの中へ、デスクワー
クに戻るとまた…

[№5561-7043]0094カジュアルデニ
ムトート／サイズE
デニム×カーキグレー

43,000円

カジュアルで、形が綺麗で、大容量
！メンズにもレディースにもおすす
めです。お弁当や筆記用具に小物類
、ボトルにお菓子まで収納可能な容
量です。開口部にはスナップボタン
が付いているので、パチンと留める
ことができて安心♪デニムと帆布の
相性のいいトートバッグです。※画
像はイメージです。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-7044]0094カジュアルデニ
ムトート／サイズE
ライトデニム×ブラック

43,000円

カジュアルで、形が綺麗で、大容量
！メンズにもレディースにもおすす
めです。お弁当や筆記用具に小物類
、ボトルにお菓子まで収納可能な容
量です。開口部にはスナップボタン
が付いているので、パチンと留める
ことができて安心♪デニムと帆布の
相性のいいトートバッグです。※画
像はイメージです。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-7045]0095リュックトート
デニム

54,000円

リュックとしてもトートバッグとし
ても、かわいらしくラフに活躍する
リュックトート。リュックのベルト
を背面側に引くと開口部を閉めるこ
とができ、緩めると開口部を大きく
開くことができます。開口部を横に
広げて開くとトートバッグにもなり
ます。すっきり収納して、ラフに出
かけることができます♪軽いし、A4
サイズが収まるし、前面のポケット
にはスマホやハンカチを入れておけ
るし、開口部が…

[№5561-7046]0095リュックトート
ライトデニム

54,000円

リュックとしてもトートバッグとし
ても、かわいらしくラフに活躍する
リュックトート。リュックのベルト
を背面側に引くと開口部を閉めるこ
とができ、緩めると開口部を大きく
開くことができます。開口部を横に
広げて開くとトートバッグにもなり
ます。すっきり収納して、ラフに出
かけることができます♪軽いし、A4
サイズが収まるし、前面のポケット
にはスマホやハンカチを入れておけ
るし、開口部が…

[№5561-7047]0095リュックトート
レッド

54,000円

リュックとしてもトートバッグとし
ても、かわいらしくラフに活躍する
リュックトート。リュックのベルト
を背面側に引くと開口部を閉めるこ
とができ、緩めると開口部を大きく
開くことができます。開口部を横に
広げて開くとトートバッグにもなり
ます。すっきり収納して、ラフに出
かけることができます♪軽いし、A4
サイズが収まるし、前面のポケット
にはスマホやハンカチを入れておけ
るし、開口部が…

[№5561-7048]0095リュックトート
ベージュ

54,000円

リュックとしてもトートバッグとし
ても、かわいらしくラフに活躍する
リュックトート。リュックのベルト
を背面側に引くと開口部を閉めるこ
とができ、緩めると開口部を大きく
開くことができます。開口部を横に
広げて開くとトートバッグにもなり
ます。すっきり収納して、ラフに出
かけることができます♪軽いし、A4
サイズが収まるし、前面のポケット
にはスマホやハンカチを入れておけ
るし、開口部が…

[№5561-7049]0096ミニボストンバ
ッグ　ライトデニム

39,000円

カジュアルで自然になじむデニム素
材のショルダーバッグです。外側に
ポケットが全面背面療法にあり、内
ポケットも内部前後にあり、収納力
も抜群です！肩にかけやすい長めの
ショルダーで、持ち運びもしやすく
おしゃれな印象になるショルダーバ
ッグです。※画像はイメージです。
事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7050]0096ミニボストンバ
ッグ　デニム

39,000円

カジュアルで自然になじむデニム素
材のショルダーバッグです。外側に
ポケットが全面背面療法にあり、内
ポケットも内部前後にあり、収納力
も抜群です！肩にかけやすい長めの
ショルダーで、持ち運びもしやすく
おしゃれな印象になるショルダーバ
ッグです。※画像はイメージです。
事業者：株式会社バンナイズ

[№5561-7051]0097ガーデントート
ホワイト×ブルー

31,000円

外側の本体前後には6箇所のポケッ
トがあり、持ち運ぶ小物を整理し、
分けて収納することができます。ま
た、メイン収納部には、A4サイズの
ファイルや雑誌等を横向きに収納で
きる容量があります。手提げの高さ
もあり、肩にかけて持ち運ぶことも
できるカジュアルで機能的でおしゃ
れなトートバッグです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7052]0097ガーデントート
ホワイト×ライム

31,000円

外側の本体前後には6箇所のポケッ
トがあり、持ち運ぶ小物を整理し、
分けて収納することができます。ま
た、メイン収納部には、A4サイズの
ファイルや雑誌等を横向きに収納で
きる容量があります。手提げの高さ
もあり、肩にかけて持ち運ぶことも
できるカジュアルで機能的でおしゃ
れなトートバッグです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7053]0098帆布のクラシッ
クショルダートート　マスタード

37,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでク
ラシックでレトロなモノはやっぱり
暖くて良いものです。現代のように
デザイン性先行ではなくて、モノを
入れる道具としての頑固なまでの基
本的な機能性が先行。帆布を切った
時にカット面からほつれて来やすい
ので3重に折り曲げて縫う。底の角
が弱る事が多いので２重にして補強
する。強度と一定の防水性を持たせ
るために帆布にパラフィン加工をす
る。長く使って…
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[№5561-7054]0098帆布のクラシッ
クショルダートート　グレー

37,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでク
ラシックでレトロなモノはやっぱり
暖くて良いものです。現代のように
デザイン性先行ではなくて、モノを
入れる道具としての頑固なまでの基
本的な機能性が先行。帆布を切った
時にカット面からほつれて来やすい
ので3重に折り曲げて縫う。底の角
が弱る事が多いので２重にして補強
する。強度と一定の防水性を持たせ
るために帆布にパラフィン加工をす
る。長く使って…

[№5561-0099]帆布のクラシックト
ート-A

39,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでク
ラシックでレトロなモノはやっぱり
暖くて良いものです。現代のように
デザイン性先行ではなくて、モノを
入れる道具としての頑固なまでの基
本的な機能性が先行。帆布を切った
時にカット面からほつれて来やすい
ので3重に折り曲げて縫う。底の角
が弱る事が多いので2重にして補強
する。強度と一定の防水性を持たせ
るために帆布にパラフィン加工をす
る。長く使って…

[№5561-7055]0100紙幣とカードの
コンパクト折り畳みウォレット
ビンテージキャメル

72,000円

小銭は別に収納して、紙幣と必要な
カード類をメインでコンパクトに持
ち運ぶ折り畳みタイプのウォレット
です。内側のカード専用の収納部は
横向きに配置する事で、縦向きに配
置した財布に比べてコンパクトにな
るようデザインし、合計6箇所のカ
ード専用の収納部で必要なカードを
持ち運びできます。またカード専用
の収納部にはスライドしやすく収納
したカードを掴みやすいようポケッ
ト上部にラウン…

[№5561-7056]0100紙幣とカードの
コンパクト折り畳みウォレット
ビンテージブラック

72,000円

小銭は別に収納して、紙幣と必要な
カード類をメインでコンパクトに持
ち運ぶ折り畳みタイプのウォレット
です。内側のカード専用の収納部は
横向きに配置する事で、縦向きに配
置した財布に比べてコンパクトにな
るようデザインし、合計6箇所のカ
ード専用の収納部で必要なカードを
持ち運びできます。またカード専用
の収納部にはスライドしやすく収納
したカードを掴みやすいようポケッ
ト上部にラウン…

[№5561-7057]0101カードと紙幣の
薄型ランチウォレット
ビンテージキャメル

28,000円

小銭は別に収納して、必要最低限の
紙幣とカード類をメインで持ち運ぶ
スリムなウォレットです。片側には
カード専用の収納部が3箇所、片側
には紙幣やレシート収納用のフラッ
トなポケットが付いています。カー
ド専用の収納部はスライドしやすく
収納したカードを掴みやすいデザイ
ンで、紙幣収納部はフラットですが
、紙幣やレシートなどを出し入れし
やすいようセンターにスリットが入
っています。身…

[№5561-7058]0101カードと紙幣の
薄型ランチウォレット
ビンテージブラック

28,000円

小銭は別に収納して、必要最低限の
紙幣とカード類をメインで持ち運ぶ
スリムなウォレットです。片側には
カード専用の収納部が3箇所、片側
には紙幣やレシート収納用のフラッ
トなポケットが付いています。カー
ド専用の収納部はスライドしやすく
収納したカードを掴みやすいデザイ
ンで、紙幣収納部はフラットですが
、紙幣やレシートなどを出し入れし
やすいようセンターにスリットが入
っています。身…

[№5561-0102]フォールディングト
ップショルダー／L

61,000円

シンプルでスリムなデザインで、必
要なモノを収納して出掛ける場合に
丁度いいサイズのショルダー。開口
部には両側スライドのファスナーが
付いており、中身を入れて上部は折
り畳んだ状態で使用します。本体フ
ロント部分にはオープンタイプのポ
ケットが付いていますが、本体上部
を畳むことでフロントポケットに蓋
をすることができるデザイン。A4サ
イズのファイルなどを横向きに収納
でき、フロン…

[№5561-0103]フォールディングト
ップショルダー／M

54,000円

シンプルでスリムなデザインで、必
要なモノを収納して出掛ける場合に
丁度いいサイズのショルダー。開口
部には両側スライドのファスナーが
付いており、中身を入れて上部は折
り畳んだ状態で使用します。本体フ
ロント部分にはオープンタイプのポ
ケットが付いていますが、本体上部
を畳むことでフロントポケットに蓋
をすることができるデザイン。B5サ
イズのリングノートなどを横向きに
収納できるサ…

[№5561-0104]大人のシンプルワー
キングベース＜ワイド＞

83,000円

日常のビオジネスシーンでも、出張
でも、休日でも、旅行でも、あらゆ
る場面で使えるスクエアタイプのバ
ックパックです。メイン収納部には
A4サイズのファイルや書類などを収
納するのに十分な容量があり、背面
側にはノートPCやタブレットなどの
デジタル機器の収納にも適したクッ
ション性のあるポケットを装備。ビ
ジネスシーンでは、ノートPCや書類
を背負って移動する時は両手が空い
て、楽に機能…

[№5561-0105]フォールディングト
ップ薄型リュック

75,000円

スリムなデザインで、必要なモノを
収納して出掛けるには十分なサイズ
のリュック。開口部には両側スライ
ドのファスナーが付いており、中身
を入れて上部は折り畳んだ状態で使
用します。上部にはぬめ革のベルト
を使用しており、本体フロントのボ
タンはループ状になっているため、
閉じる場合に中身に圧を掛ける事無
く指を入れてボタンを止めることが
できます。本体フロント部分にも容
量のあるオー…

[№5561-0106]備え的な折り畳みサ
ブバッグ

28,000円

手のひらサイズぐらいに折り畳むこ
とができるサブバッグで、資料やお
みやげなどで荷物が増えてバッグに
入らないなどの時のために備えてお
けば活躍します。荷物が増えた時っ
て、買い物でもらった紙袋に入れた
りする事が多いと思います。まあそ
れでも機能は果たすので大丈夫と思
いますが、持ち物なのでちょっと拘
りたいしカッコいい方がいいように
感じていました。持ち運べて存在が
邪魔にならな…

[№5561-0107]備え的な折り畳みサ
ブバッグ＜紙袋サイズ＞

28,000円

手のひらサイズぐらいに折り畳むこ
とができるサブバッグで、資料やお
みやげなどで荷物が増えてバッグに
入らないなどの時のために備えてお
けば活躍します。荷物が増えた時っ
て、買い物でもらった紙袋に入れた
りする事が多いと思います。まあそ
れでも機能は果たすので大丈夫と思
いますが、持ち物なのでちょっと拘
りたいしカッコいい方がいいように
感じていました。持ち運べて存在が
邪魔にならな…



36401

徳島県　松茂町

[№5561-0108]大型シングルバック
ルの多目的サブバッグ

47,000円

フロントの50mmの大型シングルバッ
クルで簡単に片手で開閉できるタイ
プのサブバッグ。コンパクトなサイ
ズながら襠幅が約50mm有り、長財布
やiPadmini、大きめのスマホ、デジ
タルオーディオプレーヤー、イヤフ
ォンなど普段持ち歩くアイテムをま
とめて持ち運ぶことができます。本
体背面にはショルダーベルトやウエ
スト周りに吊るすためのアタッチメ
ントなどを取り付けることができる
D環を装備。本…

[№5561-0109]カスタムバッグA1-25
0/SF-SB/ハイエンドモデル

94,000円

必要な持ち物や持ち方はそれぞれで
100人いれば100通りの使い方があり
ます。必要なポケットや使い便利の
いい収納、好みの収納位置、大きさ
など快適と感じる使い方も様々です
。使う時の興味のあるものやライフ
スタイルにより必要なモノも日々進
化と変化をしていきます。カスタム
バッグは必要な時に必要なモノをキ
チッと収納できたり、収納物が増え
てバッグの容量不足を感じた時など
に収納部分を…

[№5561-0084]オープンツールバッ
グ／SHORT

35,000円

よく使う工具は、工具ボックスの中
に寝かせて収納するより、立ったま
まの方が断然使いやすくて便利です
。このオープンツールバッグはサイ
ズの違うポケットを裏表合計20個取
り付けました。メイン収納部と合わ
せて21個の収納部分があります。目
的に合わせて使いやすく機能的に収
納する事が可能です。工具だけでは
なく、絵の具や筆、机周りの小物、
パソコン関係の小物、趣味の細かい
ツールなどを…

[№5561-0085]オープンツールバッ
グ／LONG

39,000円

よく使う工具は、工具ボックスの中
に寝かせて収納するより、立ったま
まの方が断然使いやすくて便利です
。このオープンツールバッグはサイ
ズの違うポケットを裏表合計28個取
り付けました。メイン収納部と合わ
せて29個の収納部分があります。目
的に合わせて使いやすく機能的に収
納する事が可能です。工具だけでは
なく、絵の具や筆、机周りの小物、
パソコン関係の小物、趣味の細かい
ツールなどを…

[№5561-0086]FreeFreeBaketsuTote

34,000円

物を入れる道具として、たくさんの
モノもザックリ入れて持ち運べる強
いトート、真円ボトム形状のバケツ
トートを創作しました。入れるモノ
は自由、トートをどう持つか、そん
な決まりもありません。使い方や入
れる物は考えてみると色々あると思
います。例えば、買い物や、アウト
ドア、ガーデニングや工具入れ....
。しかし、製作者の意図とは全く違
う使い方のバッグをよく見かけます
。それもその…

[№5561-0087]ちょっと小ぶりなFre
eFreeTote

30,000円

使いやすいように、自由気ままに入
れたいものをサッと入れて、持ちた
いように持つちょっと小ぶりなサイ
ズのトートバッグを創作しました。
バッグはやっぱり実用品、「FreeFr
eeTote」も自由に物を持ち運ぶ実用
品である以上、基本的な機能を満た
しておれば提げ方や持ち方に決まり
はありません。ライフスタイルに合
わせて何用ではなく、如何様にでも
好きなように使うトート。このサイ
ズが丁度いい…

[№5561-0088]パラフィンミニトー
ト

20,000円

本体主材や手提げ部分など、全てに
厚手の6号帆布を使用したシンプル
なトートバッグです。ちょっと外出
時など必要なモノだけをサッと収納
してお出かけするにはコンパクトで
丁度いいミニサイズ。パラフィン加
工を施した6号帆布は、強度と耐久
性に優れ、化学繊維にはないナチュ
ラル感があり、使い込むほどに良く
馴染み風合いが増してくる帆布の魅
力を味うことができるトートバッグ
です。※画像はイ…

[№5561-7031]0089FreeFreeTote-2
／ハイブリッド　グリーン

39,000円

『FreeFreeTote』自由度と遊び心満
載「FreeFreeTote」。バッグはやっ
ぱり実用品、物を入れる道具。この
基本的な機能を満たしておれば提げ
方や持ち方に決まりはありません。
持ちやすいように、楽なように、取
り出しやすいように.........。色
々な使用方法や価値観があります。
自由きままに、好きなように、感性
の感じるままに、またはその時の気
分で、自由に持ち方が変わるトート
があってもいい…

[№5561-7032]0089FreeFreeTote-2
／ハイブリッド　シャドウベージュ

39,000円

『FreeFreeTote』自由度と遊び心満
載「FreeFreeTote」。バッグはやっ
ぱり実用品、物を入れる道具。この
基本的な機能を満たしておれば提げ
方や持ち方に決まりはありません。
持ちやすいように、楽なように、取
り出しやすいように.........。色
々な使用方法や価値観があります。
自由きままに、好きなように、感性
の感じるままに、またはその時の気
分で、自由に持ち方が変わるトート
があってもいい…

[№5561-7033]0089FreeFreeTote-2
／ハイブリッド　ブラック

39,000円

『FreeFreeTote』自由度と遊び心満
載「FreeFreeTote」。バッグはやっ
ぱり実用品、物を入れる道具。この
基本的な機能を満たしておれば提げ
方や持ち方に決まりはありません。
持ちやすいように、楽なように、取
り出しやすいように.........。色
々な使用方法や価値観があります。
自由きままに、好きなように、感性
の感じるままに、またはその時の気
分で、自由に持ち方が変わるトート
があってもいい…

[№5561-7034]0089FreeFreeTote-2
／ハイブリッド　レッド

39,000円

『FreeFreeTote』自由度と遊び心満
載「FreeFreeTote」。バッグはやっ
ぱり実用品、物を入れる道具。この
基本的な機能を満たしておれば提げ
方や持ち方に決まりはありません。
持ちやすいように、楽なように、取
り出しやすいように.........。色
々な使用方法や価値観があります。
自由きままに、好きなように、感性
の感じるままに、またはその時の気
分で、自由に持ち方が変わるトート
があってもいい…

[№5561-7035]0090ハイブリッドト
ート／280　ホワイト

41,000円

本体素材には、使い込む程に良く馴
染み、味わいが増してくる6号帆布
（パラフィン加工）を使用し、底部
分には、米国で防弾ベストの表素材
や軍用にも使用されているバリステ
ィックナイロンを使用したハイブリ
ッドタイプのトートバッグ。このハ
イブリッドな組み合わせにより、本
体の帆布の風合いを生かしながら、
角張ったボトム形状の底部分にバリ
スティックナイロンを使用する事に
より、対摩擦性…
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[№5561-7036]0090ハイブリッドト
ート／280　シャドウベージュ

41,000円

本体素材には、使い込む程に良く馴
染み、味わいが増してくる6号帆布(
パラフィン加工)を使用し、底部分
には、米国で防弾ベストの表素材や
軍用にも使用されているバリスティ
ックナイロンを使用したハイブリッ
ドタイプのトートバッグ。このハイ
ブリッドな組み合わせにより、本体
の帆布の風合いを生かしながら、角
張ったボトム形状の底部分にバリス
ティックナイロンを使用する事によ
り、対摩擦性が…

[№5561-7037]0090ハイブリッドト
ート／280　ブルーグリーン

41,000円

本体素材には、使い込む程に良く馴
染み、味わいが増してくる6号帆布
（パラフィン加工）を使用し、底部
分には、米国で防弾ベストの表素材
や軍用にも使用されているバリステ
ィックナイロンを使用したハイブリ
ッドタイプのトートバッグ。このハ
イブリッドな組み合わせにより、本
体の帆布の風合いを生かしながら、
角張ったボトム形状の底部分にバリ
スティックナイロンを使用する事に
より、対摩擦性…

[№5561-0091]トップガード付きWア
クセストート

70,000円

容量と耐久性があり機能的に使える
トートバッグです。本体トップ部分
にはスナップボタンで簡単に固定で
きるトップガードが付いており、必
要に応じて開口部を覆うことができ
、大きな荷物も出し入れもしやすい
設計になっています。また、本体両
サイド上部とフラップの両サイドに
はループがあり、付属のストッパー
付きの紐を使って本体両サイド上部
の隙間をなくしたり、張り出し過ぎ
るのを防ぐこ…

[№5561-0092]帆布のワイドストラ
イプトート

61,000円

本体素材に8号帆布を使用したトー
トバッグで、表部分に単色の帆布を
組み合わせてストライプ柄にデザイ
ンしています。本体内の前面側には
3つに仕切った収納部、背面側には
オープンタイプのポケットを装備。
前面側の3つに仕切った収納部の両
側は底部分がフリーになって膨らむ
ためペットボトルやボトル缶などが
底まで収まります。前面側の開口部
にはループが付いており、例えばカ
ラビナなどを使っ…

[№5561-7038]0093ランラントート
／S　ホワイト×ライム

21,000円

開口部を折りたたんで閉じるタイプ
のかわいいランチトートです。底部
分は広めの襠で、ランチBOXのほか
にボトルやお菓子も収納可能です。
また、丸型のお弁当箱や、マイボト
ルも同時に持ち運ぶことができます
。カラーバリエーションもカジュア
ルなラインナップで、男女問わず持
てるランチトートです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7039]0093ランラントート
／S　ホワイト×ブルー

21,000円

開口部を折りたたんで閉じるタイプ
のかわいいランチトートです。底部
分は広めの襠で、ランチBOXのほか
にボトルやお菓子も収納可能です。
また、丸型のお弁当箱や、マイボト
ルも同時に持ち運ぶことができます
。カラーバリエーションもカジュア
ルなラインナップで、男女問わず持
てるランチトートです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7040]0093ランラントート
／S　ホワイト×ももいろ

21,000円

開口部を折りたたんで閉じるタイプ
のかわいいランチトートです。底部
分は広めの襠で、ランチBOXのほか
にボトルやお菓子も収納可能です。
また、丸型のお弁当箱や、マイボト
ルも同時に持ち運ぶことができます
。カラーバリエーションもカジュア
ルなラインナップで、男女問わず持
てるランチトートです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7041]0093ランラントート
／S　ネイビー×ホワイト

21,000円

開口部を折りたたんで閉じるタイプ
のかわいいランチトートです。底部
分は広めの襠で、ランチBOXのほか
にボトルやお菓子も収納可能です。
また、丸型のお弁当箱や、マイボト
ルも同時に持ち運ぶことができます
。カラーバリエーションもカジュア
ルなラインナップで、男女問わず持
てるランチトートです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7042]0093ランラントート
／S　ホワイト×濃いグレー

21,000円

開口部を折りたたんで閉じるタイプ
のかわいいランチトートです。底部
分は広めの襠で、ランチBOXのほか
にボトルやお菓子も収納可能です。
また、丸型のお弁当箱や、マイボト
ルも同時に持ち運ぶことができます
。カラーバリエーションもカジュア
ルなラインナップで、男女問わず持
てるランチトートです。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-0079]備え的な折り畳みサ
ブバッグ＜紙袋サイズ＞ショルダー
タイプ

27,000円

手のひらサイズぐらいに折り畳むこ
とができるサブバッグで、資料やお
みやげなどで荷物が増えてバッグに
入らないなどの時のために備えてお
けば活躍します。荷物が増えた時っ
て、買い物でもらった紙袋に入れた
りする事が多いと思います。まあそ
れでも機能は果たすので大丈夫と思
いますが、持ち物なのでちょっと拘
りたいしカッコいい方がいいように
感じていました。持ち運べて存在が
邪魔にならな…

[№5561-7025]0080ビンテージオイ
ルレザーのパスケース
ビンテージブラック/レッド

17,000円

普段使用する電車やバスなど交通系
のパスやICカードなど、付属のスト
ラップで繋いでおいて必要な時にサ
ッと取り出す事ができるパスケース
です。本体にはショートタイプとロ
ングタイプのストラップが付属して
おり、例えば収納した場所から改札
などのタッチする端末までの距離に
合わせてストラップの長さの選択や
調整をしたり、無くさないよう安心
して機能的に持ち運びできるパスケ
ースです。本…

[№5561-7026]0080ビンテージオイ
ルレザーのパスケース　ビンテージ
ブラック/オリーブグリーン

17,000円

普段使用する電車やバスなど交通系
のパスやICカードなど、付属のスト
ラップで繋いでおいて必要な時にサ
ッと取り出す事ができるパスケース
です。本体にはショートタイプとロ
ングタイプのストラップが付属して
おり、例えば収納した場所から改札
などのタッチする端末までの距離に
合わせてストラップの長さの選択や
調整をしたり、無くさないよう安心
して機能的に持ち運びできるパスケ
ースです。本…
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[№5561-7027]0080ビンテージオイ
ルレザーのパスケース
ビンテージキャメル/イエロー

17,000円

普段使用する電車やバスなど交通系
のパスやICカードなど、付属のスト
ラップで繋いでおいて必要な時にサ
ッと取り出す事ができるパスケース
です。本体にはショートタイプとロ
ングタイプのストラップが付属して
おり、例えば収納した場所から改札
などのタッチする端末までの距離に
合わせてストラップの長さの選択や
調整をしたり、無くさないよう安心
して機能的に持ち運びできるパスケ
ースです。本…

[№5561-7028]0080ビンテージオイ
ルレザーのパスケース
ビンテージキャメル/カーキグレー

17,000円

普段使用する電車やバスなど交通系
のパスやICカードなど、付属のスト
ラップで繋いでおいて必要な時にサ
ッと取り出す事ができるパスケース
です。本体にはショートタイプとロ
ングタイプのストラップが付属して
おり、例えば収納した場所から改札
などのタッチする端末までの距離に
合わせてストラップの長さの選択や
調整をしたり、無くさないよう安心
して機能的に持ち運びできるパスケ
ースです。本…

[№5561-7029]0081ビンテージオイ
ルレザーのコンパクト両面カードケ
ースビンテージブラック

17,000円

先日渋谷店頭に立っておりましたが
、海外の方が支払い時にサッとカー
ドケースだけをポケットから取り出
しスマートにカードで支払う姿は非
常にかっこ良く、キャッシュレス化
が進む今は、交通系や支払い用のカ
ードを数枚持っていれば事足りるの
ではないかと思いました。そんな普
段の生活の中で必要な4～5枚のカー
ドを可能な限りコンパクトに持ち運
びできるサイズで製作したカードケ
ースです。ケ…

[№5561-7030]0081ビンテージオイ
ルレザーのコンパクト両面カードケ
ースビンテージキャメル

17,000円

先日渋谷店頭に立っておりましたが
、海外の方が支払い時にサッとカー
ドケースだけをポケットから取り出
しスマートにカードで支払う姿は非
常にかっこ良く、キャッシュレス化
が進む今は、交通系や支払い用のカ
ードを数枚持っていれば事足りるの
ではないかと思いました。そんな普
段の生活の中で必要な4?5枚のカー
ドを可能な限りコンパクトに持ち運
びできるサイズで製作したカードケ
ースです。ケー…

[№5561-0082]備え的な折り畳みサ
ブバッグ＜ワイド＞

28,000円

手のひらサイズぐらいに折り畳むこ
とができるサブバッグで、資料やお
みやげなどで荷物が増えてバッグに
入らないなどの時のために備えてお
けば活躍します。荷物が増えた時っ
て、買い物でもらった紙袋に入れた
りする事が多いと思います。まあそ
れでも機能は果たすので大丈夫と思
いますが、持ち物なのでちょっと拘
りたいしカッコいい方がいいように
感じていました。持ち運べて存在が
邪魔にならな…

[№5561-0083]働くiPadmini用ケー
ス/フラット

35,000円

プライベートだけでなく、様々なビ
ジネスシーンでも使用されているiP
ad。そんなiPadですが、miniサイズ
でも中々スマホの様にサッとポケッ
トに入れて移動したり、次の仕事を
こなすのは実際難しかったりします
。またiPadを手に持ったままだと、
両手を使う場合にはその辺りに適当
に置いてしまったり、端末にも良く
ないシーンがあったりします。この
ケースにiPadminiを収納しておく事
で、必要に応…

[№5561-0072]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシミックス(各種6本入り)

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども#76（乳歯期用）にデ
ザインしました。お名前や動物はシ
ールではなく印刷なので剥がれる心
配がなくとっても衛生的です。かわ
いい動物と一緒に自分だけのMYハブ
ラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっ
とハミガキ大好き…

[№5561-0073]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシハリネズミ（６本入り）

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども#76（乳歯期用）にデ
ザインしました。お名前や動物はシ
ールではなく印刷なので剥がれる心
配がなくとっても衛生的です。かわ
いい動物と一緒に自分だけのMYハブ
ラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっ
とハミガキ大好き…

[№5561-0074]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシ　チーター（６本入り）

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども＃76（乳歯期用）にデ
ザインしました。お名前や動物はシ
ールではなく印刷なので剥がれる心
配がなくとっても衛生的です。かわ
いい動物と一緒に自分だけのMYハブ
ラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっ
とハミガキ大好き…

[№5561-0075]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシ　カエル（６本入り）

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども＃７６（乳歯期用）に
デザインしました。お名前や動物は
シールではなく印刷なので剥がれる
心配がなくとっても衛生的です。か
わいい動物と一緒に自分だけのMYハ
ブラシで毎日楽しくハミガキができ
るので、ハミガキ嫌いなお子様もき
っとハミガキ大好…

[№5561-0076]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシ　パンダ（６本入り）

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども＃76（乳歯期用）にデ
ザインしました。お名前や動物はシ
ールではなく印刷なので剥がれる心
配がなくとっても衛生的です。かわ
いい動物と一緒に自分だけのMYハブ
ラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっ
とハミガキ大好き…

[№5561-0077]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシ　ウサギ（６本入り）

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども＃76（乳歯期用）にデ
ザインしました。お名前や動物はシ
ールではなく印刷なので剥がれる心
配がなくとっても衛生的です。かわ
いい動物と一緒に自分だけのMYハブ
ラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっ
とハミガキ大好き…
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[№5561-0078]ガム・デンタルブラ
シ＃76子ども用オリジナルデザイン
ハブラシ　キツネ（６本入り）

11,000円

サンスター自社工場(徳島　松茂町
）で1本ずつ手作りした、お名前入
りのオリジナルデザインハブラシで
す。6種類の動物をガム・デンタル
ブラシこども＃76（乳歯期用）にデ
ザインしました。お名前や動物はシ
ールではなく印刷なので剥がれる心
配がなくとっても衛生的です。かわ
いい動物と一緒に自分だけのMYハブ
ラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっ
とハミガキ大好き…

[№5561-0047]iPhoneXSMax用薄型キ
ャリングケース

20,000円

ハードケースやシリコンケースを装
着したままでも収納できる、iPhone
XSMax用の縦型キャリングケースで
す。ケース両サイドはオープンにな
り面ファスナー（ベルクロ）で固定
する仕様で、ハードケースやシリコ
ンケースなどを装着して少し厚くな
った本体でも、出し入れしやすい幅
に調整することができます。本体底
部分はぬめ革を使用し、底にも幅を
持たせた構造のため、ケースの底部
分まで端末本体…

[№5561-0048]iPhoneXS/iPhoneX用
薄型キャリングケース

20,000円

iPhoneXSやiPhoneXに薄めのハード
ケースやTPU素材のケースを取り付
けたまま縦向きに収納できるキャリ
ングケースです。ケース本体は、カ
バーを取り付けた状態でも端末を出
し入れしやすいよう4箇所のベルク
ロ付きサイドベルトでケース本体の
幅を調節できます。本体の幅は両サ
イドのベルトのベルクロ固定位置で
調節できるため、様々なカバーを取
り付けた状態でも出し入れしやすい
幅に調節して収納…

[№5561-0049]オールインワンL型フ
ァスナーロングウォレット

85,000円

L型ファスナーで使いやすく14箇所
のポケット付き、多くのカード、紙
幣、小銭やレシートなどを機能的に
収納できるオールインワンのロング
ウォレット。本体内の片側に10箇所
のカード収納用ポケット、片側に紙
幣収納用のポケットとカード収納用
ポケット1箇所、レシートなどを挟
んでおくことができる仕切り、セン
ターに小銭収納用のポケットが付い
ています。カード収納用ポケットは
、収納したカー…

[№5561-7001]0050スティック型コ
インケース　ブラック/レッド

15,000円

細くてポケットの中でも邪魔になら
ず大きく開いて小銭が取り出しやす
い。見た目より収納力があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。※お届けまでに約1ヶ
月程度かかります。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-7002]0500スティック型コ
インケース　ブラック/ベージュ

15,000円

細くてポケットの中でも邪魔になら
ず大きく開いて小銭が取り出しやす
い。見た目より収納力があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。※お届けまでに約1ヶ
月程度かかります。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-7003]スティック型コイン
ケース　ブラック/ブラック

15,000円

細くてポケットの中でも邪魔になら
ず大きく開いて小銭が取り出しやす
い。見た目より収納力があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。※お届けまでに約1ヶ
月程度かかります。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-7004]0500スティック型コ
インケース　キャメル/ベージュ

15,000円

細くてポケットの中でも邪魔になら
ず大きく開いて小銭が取り出しやす
い。見た目より収納力があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。※お届けまでに約1ヶ
月程度かかります。"事業者：株式
会社バンナイズ

[№5561-7005]0500スティック型コ
インケース　ブラウン/ベージュ

15,000円

細くてポケットの中でも邪魔になら
ず大きく開いて小銭が取り出しやす
い。見た目より収納力があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。※お届けまでに約1ヶ
月程度かかります。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-7006]0500スティック型コ
インケース
ビンテージキャメル/ベージュ

15,000円

細くてポケットの中でも邪魔になら
ず大きく開いて小銭が取り出しやす
い。見た目より収納力があります。
※画像はイメージです。※画像の収
納物は、お届けする商品に含まれて
おりません。※お届けまでに約1ヶ
月程度かかります。事業者：株式会
社バンナイズ

[№5561-0051]大人なレザーペンケ
ース

20,000円

時代と共にステーショナリーが進化
しています。存在するだけでカッコ
よかったり、持っているだけで心が
満たされたり、可愛かったり。いつ
も持っていたい魅力的な小物が市場
には溢れています。そしてモノって
使い方や使う人によってそれぞれに
拘りがあります。気にいったペンや
鉛筆、消しゴムや修正テープなど普
段使うものも多種多様。だからそこ
そこの容量があるペンネケースは手
放せなくなり…

[№5561-0052]ビンテージ感のサブ
バッグ

45,000円

使い込んだ感じを少し再現した柔ら
かいビンテージオイルレザーを使っ
たベルトに取付けるサブバッグです
。この革の加工は、買ったばかりの
スニーカーやジーンズを初めて使う
時に少し使用感を出すのと良く似て
います。新品の時からその少しの使
用感を再現出来るようにそして、ザ
クっとワイルドな印象の製品作り取
り組んでいます。革の素材感には艶
々で如何にも美しいイタリアンレザ
ーに代表され…
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[№5561-0053]モバイルポーチ

25,000円

カッコいい革のシンプルで大人っぽ
いモバイルポーチが欲しい。普段の
モバイル系の必需品たとえば、予備
バッテリー、ライトニングやマイク
ロUSB、USB-C端子のケーブル、コン
セントから使うモバイル充電器、イ
ヤフォンやリケーブル、iQOS、ポー
タブルアンプに使うMiniMiniのケー
ブルなど、必要なものは多岐に渡り
ます。全部を持ち歩く訳にはいかな
いので厳選してバッグに入れてるわ
けですが、カ…

[№5561-7007]0054胸ポケットに入
るオールインワンランチ財布
ビンテージキャメル

40,000円

胸ポケットに入るランチ財布で紙幣
、カード、コインのオールインワン
ウォレット。本体素材にはビンテー
ジオイルシュリンクレザーを使用。
ビンテージオイルシュリンクレザー
は、革にオイルを染み込ませ、しわ
のある所はそのしわの感じを失わず
、シボのある所はそのシボの感じを
損わないよう、丁寧に自然な革の風
合いや表情を残す加工を施していま
す。長く使う事で刻みこまれるキズ
やヨゴレを特…

[№5561-7008]0054胸ポケットに入
るオールインワンランチ財布
ビンテージブラック

40,000円

胸ポケットに入るランチ財布で紙幣
、カード、コインのオールインワン
ウォレット。本体素材にはビンテー
ジオイルシュリンクレザーを使用。
ビンテージオイルシュリンクレザー
は、革にオイルを染み込ませ、しわ
のある所はそのしわの感じを失わず
、シボのある所はそのシボの感じを
損わないよう、丁寧に自然な革の風
合いや表情を残す加工を施していま
す。長く使う事で刻みこまれるキズ
やヨゴレを特…

[№5561-7009]0055ハンドルカバー
とハンドルカバーホルダー
キャメル

10,000円

コンビニなどで買い物をした時に入
れてくれるビニール袋やショッピン
グ後の紙袋などを提げて長時間移動
すると、袋の細い手提げの部分が手
の平に食い込んで痛くて何度も持ち
替えるという経験は少なからずある
と思います。長時間の移動の時には
細い手提げにハンカチを巻いたり紙
を巻いたりして持った事も…。この
ような時ハンドルカバー的なモノを
使えば快適だというのはよく分かっ
ていました。で…

[№5561-7010]0055ハンドルカバー
とハンドルカバーホルダー
ブラック

10,000円

コンビニなどで買い物をした時に入
れてくれるビニール袋やショッピン
グ後の紙袋などを提げて長時間移動
すると、袋の細い手提げの部分が手
の平に食い込んで痛くて何度も持ち
替えるという経験は少なからずある
と思います。長時間の移動の時には
細い手提げにハンカチを巻いたり紙
を巻いたりして持った事も…。この
ような時ハンドルカバー的なモノを
使えば快適だというのはよく分かっ
ていました。で…

[№5561-0056]ジャパンレザーのめ
がねケース

25,000円

メガネをバッグの中に入れて持ち運
ぶ時、この素材とこの造りはバッグ
に入れてある事すら忘れてしまうぐ
らい安心感があります。バッグ内で
の外部からの衝撃はこれで大丈夫で
す！※画像はイメージです。※画像
の収納物は、お届けする商品に含ま
れておりません。※お届けまでに約
1ヶ月程度かかります。事業者：株
式会社バンナイズ

[№5561-7011]00573部屋構造のワイ
ドオープンウォレット
ビンテージキャメル

30,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカ
ードケース付きコインケースです。
手のひらに収まるコンパクトなサイ
ズながらコインの収納力と、コイン
の取り出しやすさや扱いやすさは抜
群です。更に、本体正面の左右に斜
めステッチを入れることでコインが
こぼれ落ちにくいようデザインして
います。裏面にはカードケースが付
いていますので、交通系のカードや
クレジットカード、ポイントカード
などよく使う…

[№5561-7012]00574部屋構造のワイ
ドオープンウォレット
ビンテージブラック

30,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカ
ードケース付きコインケースです。
手のひらに収まるコンパクトなサイ
ズながらコインの収納力と、コイン
の取り出しやすさや扱いやすさは抜
群です。更に、本体正面の左右に斜
めステッチを入れることでコインが
こぼれ落ちにくいようデザインして
います。裏面にはカードケースが付
いていますので、交通系のカードや
クレジットカード、ポイントカード
などよく使う…

[№5561-7013]0058ビンテージオイ
ルレザーの薄型名刺ケース
ビンテージキャメル

25,000円

大量の名刺が入って収納力のある名
刺ケースも使う場面や仕事の内容に
よっては必要だと思います。あまり
多くの名刺は入らくてもスペースを
とらずいつもスーツの胸ポケットに
忍ばせておく、革の素材感が魅力的
な薄型の名刺ケースなどは格好良さ
も演出してくれます。大容量の名刺
ケースとサラッとカッコイイ薄型の
名刺ケースを必要に応じて使い分け
るのもいいと思います。シチュエー
ションによっ…

[№5561-7014]0058ビンテージオイ
ルレザーの薄型名刺ケース
ビンテージブラック

25,000円

大量の名刺が入って収納力のある名
刺ケースも使う場面や仕事の内容に
よっては必要だと思います。あまり
多くの名刺は入らくてもスペースを
とらずいつもスーツの胸ポケットに
忍ばせておく、革の素材感が魅力的
な薄型の名刺ケースなどは格好良さ
も演出してくれます。大容量の名刺
ケースとサラッとカッコイイ薄型の
名刺ケースを必要に応じて使い分け
るのもいいと思います。シチュエー
ションによっ…

[№5561-7015]0059ビンテージオイ
ルレザーの名刺&カードケース/ブラ
ック

25,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカ
ードケース付きコインケースです。
手のひらに収まるコンパクトなサイ
ズながらコインの収納力と、コイン
の取り出しやすさや扱いやすさは抜
群です。更に、本体正面の左右に斜
めステッチを入れることでコインが
こぼれ落ちにくいようデザインして
います。裏面にはカードケースが付
いていますので、交通系のカードや
クレジットカード、ポイントカード
などよく使う…

[№5561-7016]0059ビンテージオイ
ルレザーの名刺&カードケース/キャ
メル

25,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカ
ードケース付きコインケースです。
手のひらに収まるコンパクトなサイ
ズながらコインの収納力と、コイン
の取り出しやすさや扱いやすさは抜
群です。更に、本体正面の左右に斜
めステッチを入れることでコインが
こぼれ落ちにくいようデザインして
います。裏面にはカードケースが付
いていますので、交通系のカードや
クレジットカード、ポイントカード
などよく使う…
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[№5561-7017]0060カードケース付
きBOX型コインケース
ビンテージキャメル

25,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカ
ードケース付きコインケースです。
手のひらに収まるコンパクトなサイ
ズながらコインの収納力と、コイン
の取り出しやすさや扱いやすさは抜
群です。更に、本体正面の左右に斜
めステッチを入れることでコインが
こぼれ落ちにくいようデザインして
います。裏面にはカードケースが付
いていますので、交通系のカードや
クレジットカード、ポイントカード
などよく使う…

[№5561-7018]0060カードケース付
きBOX型コインケース
ビンテージブラック

25,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカ
ードケース付きコインケースです。
手のひらに収まるコンパクトなサイ
ズながらコインの収納力と、コイン
の取り出しやすさや扱いやすさは抜
群です。更に、本体正面の左右に斜
めステッチを入れることでコインが
こぼれ落ちにくいようデザインして
います。裏面にはカードケースが付
いていますので、交通系のカードや
クレジットカード、ポイントカード
などよく使う…

[№5561-7019]00613部屋構造のワイ
ドオープンウォレット/ワイドサイ
ズ　ブラック

35,000円

コインとカード、折り畳んだ紙幣が
入りやすいように3部屋構造にしま
した。普段使いやランチなどにはコ
ンパクトで嵩張らず丁度いいサイズ
感だと思います。コインケースは大
きく開いた方が使いやすい。ICカー
ドやiPhoneなどが便利になって、最
近は支払い方法も大きく変わってき
ました。小銭を使う場面も相当減っ
てきたように感じています。小銭を
使う時の多くはレジ前か自動販売機
だと思います。…

[№5561-7020]00613部屋構造のワイ
ドオープンウォレット/ワイドサイ
ズ　キャメル

35,000円

コインとカード、折り畳んだ紙幣が
入りやすいように3部屋構造にしま
した。普段使いやランチなどにはコ
ンパクトで嵩張らず丁度いいサイズ
感だと思います。コインケースは大
きく開いた方が使いやすい。ICカー
ドやiPhoneなどが便利になって、最
近は支払い方法も大きく変わってき
ました。小銭を使う場面も相当減っ
てきたように感じています。小銭を
使う時の多くはレジ前か自動販売機
だと思います。…

[№5561-7021]0062手の平サイズの
オールインワンL型ファスナーウォ
レット　ブラック

40,000円

小銭、紙幣、小銭、カードも分けて
収納でき、普段使いやランチなどに
丁度いいサイズ感の手の平サイズの
ウォレット。L型のファスナーは大
きく開いて一目で中身を確認でき、
レジ前などもたつかずスマートに支
払いをすることができます。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。※お届けまでに約1ヶ月程度
かかります。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-7022]0062手の平サイズの
オールインワンL型ファスナーウォ
レット　キャメル

40,000円

小銭、紙幣、小銭、カードも分けて
収納でき、普段使いやランチなどに
丁度いいサイズ感の手の平サイズの
ウォレット。L型のファスナーは大
きく開いて一目で中身を確認でき、
レジ前などもたつかずスマートに支
払いをすることができます。※画像
はイメージです。※画像の収納物は
、お届けする商品に含まれておりま
せん。※お届けまでに約1ヶ月程度
かかります。事業者：株式会社バン
ナイズ

[№5561-0063]iPhoneXR用薄型キャ
リングケース/コンパクト

20,000円

ハードケースやTPU製のケースなど
を装着したままでも収納できる、iP
honeXR用の縦型キャリングケースで
す。ケース両サイドはオープンにな
り面ファスナー（ベルクロ）で固定
する仕様で、ハードケースやTPU製
のケースなどを装着して少し厚くな
った本体でも、出し入れしやすい幅
に調整することができます。本体底
部分はぬめ革を使用し、底にも幅を
持たせた構造のため、ケースの底部
分まで端末本体…

[№5561-0064]アタッチメントルー
プ付きドラムボストン/M

55,000円

街歩きや自転車、バイク、旅行のサ
ブバッグなど普段使いで最適なサイ
ズのドラム型ボストンバッグです。
このボストンバッグには、左右前後
に合計24箇所のアタッチメントルー
プが取り付けてあり、付属のストッ
パー付きの紐などを使って様々なア
イテムを自由に取り付て自分仕様に
カスタマイズすることができます。
バッグ上部両サイドには、ショルダ
ーベルトを取り付けるためのD型の
金具が4箇所あ…

[№5561-0065]ミリタリーな感じの
帆布の3wayバッグ/Lサイズ

75,000円

帆布のバッグはザクっと入れてラフ
に使う方が格好いい!!そんなミリタ
リーな感じの帆布の3wayバッグです
。本体背面にはリュック用の50mm幅
のベルトを取り付けるD環、本体サ
イドには斜め掛けにした場合などに
無理のない角度になるよう取り付け
位置を後方にオフセットしたD環、
縦向きにバッグを持つためのハンド
ルが付いています。リュックにした
時に、ベストな使用感で持ち運びで
きるよう本体背…

[№5561-0066]ミリタリーな感じの
帆布の3wayバッグ/Mサイズ

70,000円

帆布のバッグはザクっと入れてラフ
に使う方が格好いい!!そんなミリタ
リーな感じの帆布の3wayバッグです
。本体背面にはリュック用の50mm幅
のベルトを取り付けるD環、本体サ
イドには斜め掛けにした場合などに
無理のない角度になるよう取り付け
位置を後方にオフセットしたD環、
縦向きにバッグを持つためのハンド
ルが付いています。リュックにした
時に、ベストな使用感で持ち運びで
きるよう本体背…

[№5561-0067]ミリタリーな感じの
帆布の3wayバッグ/Sサイズ

65,000円

帆布のバッグはザクっと入れてラフ
に使う方が格好いい!!そんなミリタ
リーな感じの帆布の3wayバッグです
。本体背面にはリュック用の50mm幅
のベルトを取り付けるD環、本体サ
イドには斜め掛けにした場合などに
無理のない角度になるよう取り付け
位置を後方にオフセットしたD環、
縦向きにバッグを持つためのハンド
ルが付いています。リュックにした
時に、ベストな使用感で持ち運びで
きるよう本体背…

[№5561-0068]Wファスナー＆Wジッ
プトップTote&BackPack/M

70,000円

本格的に背負えるトートバッグ。ト
ートバッグの機能性とバックパック
の機動力や機能性を合わせたタイプ
で、ファスナーを多用することによ
り安全で確実な収納と使いやすさが
あります。Wジップトップは、上部
開口部にもWファスナーがついてお
り、普段使いの開閉と大きな荷物の
出し入れに威力を発揮し、本格的な
リュックとしても使用可能です。本
体を背負うための背面のショルダー
は、背面のポケ…
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[№5561-0069]ちょっとミリタリー
な感じのバッグ/Type-C/A4

80,000円

帆布のバッグはザクッと入れてラフ
に使う方がカッコいい、ちょっとミ
リタリーな感じの帆布製のバッグで
す。本体サイズA4サイズのファイル
や書類を横向きに収納できる容量が
あります。本体ベース部分の素材に
は6号帆布（パラフィン加工）を使
用し、本体両サイドの上部と底部分
には本革を使用、ハイブリッドな組
み合わせで、強度と耐久性を確保し
ています。斜め掛けで持っても、肩
掛けでもっても…

[№5561-0070]ちょっとミリタリー
な感じのバッグ/Type-C/B5

70,000円

帆布のバッグはザクッと入れてラフ
に使う方がカッコいい、ちょっとミ
リタリーな感じの帆布製のバッグで
す。本体サイズはB5サイズのリング
ノートなどを横向きに収納できる容
量があります。本体ベース部分の素
材には6号帆布（パラフィン加工）
を使用し、本体両サイドの上部と底
部分には本革を使用、ハイブリッド
な組み合わせで、強度と耐久性を確
保しています。斜め掛けで持っても
、肩掛けでもっ…

[№5561-7023]0071FreeFreeTote-6
グリーン

35,000円

自由度と遊び心満載、FreeFreeTote
。このリュック＆トートはリュック
のショルダー部分を引くだけのワン
アクションで蓋が閉まり背負う事も
できるリュックとトートの良い所を
併せたようなバッグです。そして正
面はタクティカルベルトを縦に2本
装備していますので、様々なケース
やキーなどを便利な位置に取り付け
る事が可能です。よく使う小物はバ
ッグの外側に収納する方が断然使い
やすくて機能的…

[№5561-7024]0071FreeFreeTote-6
ブラック

35,000円

自由度と遊び心満載、FreeFreeTote
。このリュック＆トートはリュック
のショルダー部分を引くだけのワン
アクションで蓋が閉まり背負う事も
できるリュックとトートの良い所を
併せたようなバッグです。そして正
面はタクティカルベルトを縦に2本
装備していますので、様々なケース
やキーなどを便利な位置に取り付け
る事が可能です。よく使う小物はバ
ッグの外側に収納する方が断然使い
やすくて機能的…

[№5561-0046]「松茂係長」ぬいぐ
るみ＆エコバック

10,000円

松茂町のマスコットキャラクター「
松茂係長」のぬいぐるみとエコバッ
クのセットです！※画像はイメージ
です。事業者：松茂町役場

[№5561-0028]FreeFreeShoulder

30,000円

中身を一杯入れた時は画像のように
丸い感じ。中身が少ない時はクタッ
としたラフな感じ。入れる物や容量
によって表情が変わります。クタッ
としたりピンと張ったり、中身によ
って色々な表情をする可愛い奴です
。バッグのしわや形は気にしない。
そんな事はどちらでもいい、何より
大切なのは自分の遊び心をしげきし
てくれる事。モノを入れる道具とし
て信頼できる相棒である事。物がし
っかり入って…

[№5561-0029]ちょっとミリタリー
な感じの帆布のバックパック

80,000円

帆布のバッグはザクッと入れてラフ
に使う方がカッコいい、ちょっとミ
リタリーな帆布のバッグパック／Ty
pe-Aです。本体背面にはリュック用
の50mm幅のベルトを取り付けるD環
、オープンタイプのポケット、縦向
きにバッグを持つためのハンドルが
付いており、リュックにした時にベ
ストな使用感で持ち運びできるよう
本体背面上部は3つのD環を装備して
います。メイン収納部にはA4サイズ
のファイルや書…

[№5561-0030]4wayワンショルダー
／Type-E／Wワイド／A4

60,000円

ちょっと出かける時に丁度いいサイ
ズで、iPadProやA4サイズのファイ
ルぐらいが入るコンパクトなA4サイ
ズです。斜めに掛けても、肩から掛
けても、使いやすくて実用的なワン
ショルダーのバッグが欲しいと思っ
てもなかなか丁度いいのが見つから
ない事が多いです。そんな想いから
創ったバッグです。サイズなどの好
みは有るにしても、普段の持ち物や
機能などを自分使用にすることが出
来れば、丁度言…

[№5561-0031]使いやすさと安心感
のある斜め掛けショルダー

60,000円

必要に応じて簡易ロックできるフラ
ップタイプのフロントポケットと、
安心感のあるファスナータイプのフ
ロントポケットのツインポケットを
フロントに備え、シーンに合わせて
斜めに掛けても、肩から掛けても、
ウエストバッグにしても、ワンショ
ルダーにしても実用的なバッグです
。メイン収納部も、ファスナーのス
ライダーに取り付けている紐を本体
サイドのバックルに通して固定する
ことで、簡易…

[№5561-0032]トリプルフロントポ
ケットのスクエアバックパック

100,000円

日常の仕事でも、出張などでも、休
日でも、旅行でも、あらゆる場面で
使えるスクエアタイプのバックパッ
クです。本体フロント部分には折り
畳み傘を縦向きに収納しておくこと
ができる縦向きのポケットと、サイ
フやスマホなど使用頻度の高いアイ
テムを収納しておくのに便利な3つ
のフラップタイプのポケットが付い
ています。またフロントポケットと
本体の間にも両側にスライドするフ
ァスナーポケッ…

[№5561-0033]薄型ライトショルダ
ー

30,000円

財布やスマホ、カギなど外出時に必
要なモノをサッと収納して持ち運ぶ
ことを想定しデザインした襠の薄い
スリムなタイプのショルダーバッグ
です。本体メイン収納部のファスナ
ーは両側スライドで大きく開き、長
財布やiPadminiなど7インチサイズ
のタブレットを余裕を持って横向き
に収納できるサイズがあり、内部背
面側にはオープンタイプのポケット
が付いています。本体フロントには
上下2段に両側…

[№5561-0034]ワンショルダー／フ
ルオープン&バックルセキュリティ
フラップ

60,000円

斜めに掛けても肩掛けにしても丁度
いいサイズで、使いやすく実用的な
ワンショルダーです。本体はメイン
収納部をバックルで開閉するセミフ
ラップで覆うタイプでセキュリティ
が高く、本体サイドのバックルやフ
ラップのバックルに、ファスナース
ライダーの紐を掛けておくことで更
にセキュリティを高めて電車内や人
混みの中、海外旅行時などで安心し
て持ち運ぶことができます。メイン
収納部のファ…
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[№5561-0035]大人のワーキングベ
ース／スリム

90,000円

スーツにリュックというとカジュア
ルな印象も少なからずありそうです
。しかし様々な仕事のスタイルや、
仕事への取り組み方、仕事内容や環
境、個々の考え方と価値観などが多
様な以上、スーツにリュックがどう
とか、リュックはカジュアル過ぎる
とか、ブリーフケースじゃないと、
とかの議論は進化し続け変革し続け
る現代において今やあまり意味のな
い事かもしれません。日常的なスー
ツ姿や満員電…

[№5561-0036]縦横4wayブリーフケ
ース

80,000円

打合せに行く時は手提げかショルダ
ーで。歩く距離が長い時は背負って
手ぶらで。荷物や書類、PCやタブレ
ットなどを持って長い距離を歩くの
はそれだけで疲れてしまう事があり
ます。手ぶらで楽に移動したいと思
ったり、手提げタイプでキチッとし
た印象にと思ったり、働くというの
は結構気配りが必要なものです。そ
んな時に思ったままに、使いたいよ
うに、持ちたいように持つ事ができ
るのがこの「…

[№5561-0037]サクッとショルダー

30,000円

バッと入れてサクッと出掛ける。シ
ンプルなデザインのサブバッグです
。収納方法などを考えずとにかく必
要なもの、（例えば財布とスマホと
キー、予備バッテリーなど）を適当
に入れて気軽に出掛ける、そんな気
分の時にはパッと使えて便利です。
このぐらいの大きさが丁度いいサイ
ズ感だと思います。そして気軽で必
ず役に立ってくれます。※画像はイ
メージです。※画像の収納物は、お
届けする商品に…

[№5561-0044]こだわり4種のパウダ
ーセット

10,000円

おいしさがギュッと詰まったパウダ
ー商品のセットです。いつものお料
理にひと足しすると、旨みがふわっ
と広がります。新鮮な材料を使用し
たパウダーを是非ご賞味下さい。※
画像はイメージです。※離島はお届
けできません。事業者：株式会社マ
ルハ物産

[№5561-0045]こだわりれんこんづ
くしセット

10,000円

れんこん加工メーカーの作った徳島
産蓮根を使用したこだわり商品の詰
め合わせです。様々なれんこんの味
わいをお楽しみ下さい。※画像はイ
メージです。※離島はお届けできま
せん。事業者：株式会社マルハ物産

[№5561-0038]干支ハブラシ（2019
年亥）

10,000円

「新しい年はサンスター干支ハブラ
シで迎えよう！」サンスター自社工
場(徳島　松茂町）で製造したサン
スターのオリジナルデザイン、干支
ハブラシです。人気のガム・デンタ
ルブラシ＃266（ふつう）に、2019
年の干支、亥と瓢箪(ひょうたん)と
日本古来の伝統柄をデザインしまし
た。2種の箱に3本づつセット、合計
6本です。ご自宅用としても、贈答
用、年末年始のご挨拶の品、お年玉
としてもお使いい…

[№5561-0039]ハレルヤ
金長まんじゅう　20個入

10,000円

チョコ風味の生地で、手芒豆を使用
した自社製の白あんを包みました。
ほろ苦くコクのある皮と、あっさり
した白あんの調和の取れた徳島銘菓
です。阿波狸合戦に登場する金長狸
に名誉を讃え、1937年に謹製された
金長まんじゅう。茶色い皮と、白あ
んでたぬきの体を模しています。第
22回全国菓子大博覧会「名誉総裁賞
」受賞2016年「とくしま特選ブラン
ド」認定商品※画像はイメージです
。※離島はお届…

[№5561-0040]いちもり農園セレク
トセット

10,000円

「れんこんドレッシング」松茂町の
レンコン、国内産玉葱・人参・すだ
ちなど野菜が沢山入っているドレッ
シング、特にレンコンのシャキシャ
キ感が新鮮です。「うちの畑の梨の
ジャム」「ほんま手づくり梨ゼリー
」太陽の恵みをたっぷり浴びて育っ
た梨を使ったジャムとゼリー、ミネ
ラルたっぷりのきび糖を使用し体に
も優しい一品です。※画像はイメー
ジです。※離島はお届けできません
。事業者：いち…

[№5561-0041]いちもり農園よくば
りセット

10,000円

「れんこんドレッシング」松茂町の
レンコン、国内産玉葱・人参・すだ
ちなど野菜が沢山入っているドレッ
シング、特にレンコンのシャキシャ
キ感が新鮮です。「なしドレッシン
グ」当園の梨をふんだんに使った梨
ドレッシング、豆乳・チーズなどが
入ってヘルシーな味、パスタソース
・タルタルソース・マヨネーズと和
えてサラダにも合います。「うちの
畑の梨のジャム」「ほんま手づくり
梨ゼリー」太…

[№5561-0042]いちもり農園梨ざん
まいセット

10,000円

「なしドレッシング」当園の梨をふ
んだんに使った梨ドレッシング、豆
乳・チーズなどが入ってヘルシーな
味、パスタソース・タルタルソース
・マヨネーズと和えてサラダにも合
います。「うちの畑の梨のジャム」
「ほんま手づくり梨ゼリー」太陽の
恵みをたっぷり浴びて育った梨を使
ったジャムとゼリー、ミネラルたっ
ぷりのきび糖を使用し体にも優しい
一品です。※画像はイメージです。
※離島はお届け…

[№5561-0043][松茂係長」Tシャツ
・トートバックセット

10,000円

松茂町のマスコットキャラクター「
松茂係長」が、オシャレに印刷され
たTシャツとトートバックのセット
です。これを身につけて歩けば人目
をひくことまちがいなし！Tシャツ
はふるさと納税でしか手に入れるこ
とができない貴重なグッズとなって
います。※画像はイメージです。※
写真はMサイズです。※Ｔシャツの
サイズ・色、トートバックの色をご
不在期間欄にお願いします。事業者
：松茂町役場

[№5561-0015]FreeFreeTote

30,000円

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote
」バッグはやっぱり実用品、物を入
れる道具。この基本的な機能を満た
しておれば提げ方や持ち方に決まり
はありません。持ちやすいように、
楽なように、取り出しやすいように
…。色々な使用方法や価値観があり
ます。自由きままに、好きなように
、感性の感じるままに、またはその
時の気分で、自由に持ち方が変わる
トートがあってもいいように思いま
す。このトート…
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[№5561-0016]301／3wayショルダー
／ワイド

80,000円

A4サイズが最大サイズだった「301/
3WAYショルダー/A4」をサイズアッ
プし、2～3日程度の小旅行や海外旅
行、キャンプ用品や防災グッズ、厚
みのある大きいサイズの専門書や参
考書など、大容量化したサイズの「
301/3WAYショルダー/ワイド」です
。付属のショルダーベルトは、重た
くなった場合でも肩への負担を軽減
するよう50mm幅の3WAYショルダーベ
ルトが付属。機能性、実用性、耐久
性をコンセプト…

[№5561-0017]スクエアポケポケト
ート／A4

30,000円

本体内側に4つの仕切り、本体外側
に大小8個のポケットが付いて、持
ち歩く物を使い勝手いいよう機能的
に収納できるトートバッグ。本体内
部には4つの仕切りがあり、収納す
る物に合わせて内部仕切って機能的
に収めることができます。また、サ
イズの大きいモノを収納する場合な
ど、仕切りが必要ない場合は畳んで
おくこともできます。本体内部には
A4サイズのファイルや書類、ノート
PCなどを横向きに…

[№5561-0018]ワンショルダー／フ
ルオープン&Wフラップポケット

60,000円

斜めに掛けても肩掛けにしても丁度
いいサイズで、使いやすく実用的な
ワンショルダーです。本体フロント
はフラップ付きの襠付きポケットが
上下に２つ付いたWフラップポケッ
ト仕様で、各フロントポケット上部
のループ部分にはスナップボタンを
取り付けているため、ループに指を
入れてポケットの中身に圧を掛ける
ことなくフラップを止めることがで
きます。メイン収納部のファスナー
は、左右に本体…

[№5561-0019]大人のワンショルダ
ー／5way仕様

70,000円

斜め掛けワンショルダーを想定とは
違う使い方をしてみた所色々思う事
感じる事あり。体感した事を盛り込
んで早速商品化。D環を駆使し、ど
んな場面でもストレスなく思うがま
まに。そしてこんなに自由に使える
ショルダーは他には無いと思います
。※画像はイメージです。※画像の
収納物は、お届けする商品に含まれ
ておりません。※お届けまでに約1
ヶ月程度かかります。事業者：株式
会社バンナイズ

[№5561-0020]ダッフルバッグ／540

60,000円

ウォッシュ加工を施した素材を使用
しラフな感じで斜掛けにできる容量
のあるドラム型ダッフルバッグです
。本体フロント部分には縦向きのハ
ンドルとファスナーポケットを装備
。一時的に横向きに持ち運ぶ場合に
も便利です。フロントのファスナー
ポケットは、使用頻度の高いアイテ
ム、スマホや財布などを収納してお
くとサッと出し入れできます。本体
背面には縦向きのファスナーが付い
ており、開口…

[№5561-0021]バンナイズ的ボスト
ン

90,000円

放り投げてもガンガン使っても大丈
夫！耐久性があって機能的で大容量
のバンナイズ的ボストンです。スナ
ップボタンで着脱でき、肩掛けで使
うこともできる長めのハンドルが2
本、ぬめ革製のハンドルカバーが1
個付属しています。本体前後両サイ
ドには8箇所のポケットがあり、持
ち運ぶ小物を整理し、分けて収納す
ることができます。スクエアな形状
は四隅まできっちり収納でき収納力
のあるボストンバ…

[№5561-0022]FreeFreeショルダー
トート

40,000円

二つに折っても機能的で使いやすい
ファスナー付き。二つ折りにしても
トートにしてもかっこいい自由感。
本体上部をファスナーと反対側に折
った状態で持ち運ぶと、二つに折っ
た状態でも両側にスライドするファ
スナーを開いてメイン収納部にアク
セスできます。両端までファスナー
はスライドするため大きく開いて収
納品を出し入れすることができます
。使用頻度の高い小物は外側のポケ
ットに収納し…

[№5561-0023]斜め掛けファスナー
ポーチ

30,000円

２世代前ぐらい前から比べるとスマ
ートフォンも進化し、画面も大きく
なりました。もうこれ以上は大きく
ならないで欲しいと密かに期待して
ます。持ち運ぶためのツールも２世
代ぐらい前なら小さくても十分対応
出来ましたが、今では大きくなった
スマホも入らないという状況です。
この斜め掛けファスナーポーチは今
のデジタル機器と、容量のあるファ
スナータイプの長財布などが入るよ
うに、新しく…

[№5561-0024]サコッシュ／260

30,000円

サコッシュとは自転車のロードレー
ス時に使用されているドリンクなど
の必要最低限の物が入るバッグです
。レースの時に補給用の物資などを
入れるためのバッグで、シンプルか
つ機能的な事が評価され、最近では
街中でもよく見かけるようになりま
した。シンプルな上に携帯性が良く
て、街中ではミニポーチ的な使い方
や普段使う物を収納してかっこよく
出歩いたり、コンビニに行く時とか
、大きいバッ…

[№5561-0025]3wayビジネストート
＜標準サイズ＞

80,000円

トートバッグを使いこなしたらオシ
ャレだと思い続けてきました。年代
と共に持つ物や好みも変わってきま
す。トートバッグの使いこなしは本
当に難しいと感じています。バッグ
の方から個性に向かい合ってくれる
ようなデザインもあるのではと…。
交換可能な手提げが標準装備です。
トートバッグとして手提げタイプと
して使用できます。手提げの時には
特にお洒落に使いこなしたいもので
す。※画像はイ…

[№5561-0026]サコッシュプラス

40,000円

サコッシュとは自転車のロードレー
ス時に使用されているドリンクなど
の必要最低限の物が入るバッグです
。レースの時に補給用の物資などを
入れるためのバッグで、シンプルか
つ機能的な事が評価され、最近では
街中でもよく見かけるようになりま
した。シンプルな上に携帯性が良く
て、街中ではミニポーチ的な使い方
や普段使う物を収納してかっこよく
出歩いたり、コンビニにいく時とか
、大きいバッ…

[№5561-0027]サコッシュプラス／
ロング

50,000円

サコッシュのようにシンプルな本体
デザインはどんなスタイルにも合わ
せる事ができ、使う場所や服を選ば
ずコーディネイトできます。外観は
シンプル！しかし収納力と収納性は
しっかり備えています。必要なもの
を全部収納、このバッグはとりあえ
ずこれを持って出かければ大丈夫と
いう存在になってくれると思います
。シンプルでサブバッグ的な使い方
が可能なサコッシュのさらなる進化
型です。※画像…
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[№5561-0014]ちりめんじゃこ500g

10,000円

三代目網本親方が鮮度にこだわった
“ちりめんじゃこ”。うまみと栄養
がぎゅっと凝縮され、ごはんのお供
に最高の一品です。小さなお子様か
らお年寄りまで、おいしくいただけ
ます。ぜひご賞味くださいませ！※
写真提供：(株)バードデザインハウ
ス※画像はイメージです。事業者：
内海水産

[№5561-0008]松茂係長芋どら焼・
芋ようかん詰め合わせ

10,000円

どら焼きといえば、小豆あん、つぶ
あんが多い中、松茂町の特産品「松
茂美人の芋」を使って作りました。
アクセントにミルクバターをはさん
でまろやかな味に仕上げています。
皆様から大変好評をいただいており
ます。金時かんは芋100％を使用し
、芋の風味を重視して仕上げました
。※画像はイメージです。※賞味期
間：常温7日事業者：山丸昭月堂

[№5561-0009]さをり織りストール1
格子柄(ﾌﾞﾙｰ)

10,000円

何もかもを自由にした独自の手織り
手法、さをり織り。細かな決まりや
手本がなく、利用者はその日の気分
で好きな色の糸を選んで思うままに
織っていきます。障害を持った人た
ちのさをり織りに込めた思いや自己
表現が届けば幸いです。※画像はイ
メージです。事業者：吉野川育成園

[№5561-0010]さをり織りストール2
格子柄(紺)

10,000円

何もかもを自由にした独自の手織り
手法、さをり織り。細かな決まりや
手本がなく、利用者はその日の気分
で好きな色の糸を選んで思うままに
織っていきます。障害を持った人た
ちのさをり織りに込めた思いや自己
表現が届けば幸いです。※画像はイ
メージです。事業者：吉野川育成園

[№5561-0011]さをり織りストール3
格子柄(黄)

10,000円

何もかもを自由にした独自の手織り
手法、さをり織り。細かな決まりや
手本がなく、利用者はその日の気分
で好きな色の糸を選んで思うままに
織っていきます。障害を持った人た
ちのさをり織りに込めた思いや自己
表現が届けば幸いです。※画像はイ
メージです。事業者：吉野川育成園

[№5561-0012]さをり織りストール4
ピンク

10,000円

何もかもを自由にした独自の手織り
手法、さをり織り。細かな決まりや
手本がなく、利用者はその日の気分
で好きな色の糸を選んで思うままに
織っていきます。障害を持った人た
ちのさをり織りに込めた思いや自己
表現が届けば幸いです。※画像はイ
メージです。事業者：吉野川育成園

[№5561-0013]さをり織りストール5
フレンドリーカラー

10,000円

何もかもを自由にした独自の手織り
手法、さをり織り。細かな決まりや
手本がなく、利用者はその日の気分
で好きな色の糸を選んで思うままに
織っていきます。障害を持った人た
ちのさをり織りに込めた思いや自己
表現が届けば幸いです。※画像はイ
メージです。事業者：吉野川育成園

[№5561-0001]さつまいも（鳴門金
時）松茂美人5kg

10,000円

松茂の特産品として全国的に知られ
る“なると金時”は、外皮が鮮やか
な紅色をしていて、水分は少なく、
肉質は粉質で、独特の甘さとまろや
かな味は一級品です。特に松茂産の
なると金時は、味・色・姿も良く「
松茂美人」という名前で全国に送り
出されています。※写真提供：(株)
バードデザインハウス※画像はイメ
ージです。事業者：大津松茂農業協
同組合

[№5561-0002]松茂町産　蓮根5kg

15,000円

松茂の土壌は通気性が良く、それが
色白の歯触りのよい蓮根を育み、シ
ャキシャキ、ホクホクなのが特徴で
す。※写真提供：(株)バードデザイ
ンハウス※画像はイメージです。※
12月は出荷不可となります。事業者
：大津松茂農業協同組合

[№5561-0003]松茂町産
土付き蓮根4kg

10,000円

松茂の土壌は通気性が良く、それが
色白の歯触りのよい蓮根を育み、シ
ャキシャキ、ホクホクなのが特徴で
す。※写真提供：(株)バードデザイ
ンハウス※画像はイメージです。事
業者：大津松茂農業協同組合

[№5561-0004]焼酎（芋焼酎）

10,000円

徳島県、吉野川の水とミネラルたっ
ぷりの海砂で手塩にかけて育てられ
た鮮やかな紅色のさつまいも“鳴門
金時(松茂美人)”を100%使用した焼
酎です。風味と品のある甘さが特徴
。深い味わいをお楽しみください。
※画像はイメージです。※未成年者
の飲酒は法律で禁止されています。
未成年者の申し受けは致しておりま
せん。事業者：大津松茂農業協同組
合

[№5561-0005]松茂町産
梨（阿波おど梨）5kg

10,000円

徳島の夏の果物といえば、まず梨が
挙げられます。松茂町で栽培される
梨は「幸水梨」と「豊水梨」です。
消費者に好まれる梨づくりを考えて
大切に育まれた梨は、7月下旬から9
月上旬頃に主に京阪神に出荷されま
す。【お届け予定】以下スケジュー
ルにて順次出荷となります。品種の
指定はお受けできません。7月下旬
～8月上旬：幸水梨8月中旬：幸水梨
または豊水梨8月下旬：豊水梨※写
真提供：(株)バー…
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[№5561-0006]長原産　乾のり

10,000円

清流吉野川が流れ込む、徳島近海の
栄養豊富な漁場で育まれ、12月～3
月ごろに収穫された、上質で風味豊
かな海苔です。※写真提供：(株)バ
ードデザインハウス※画像はイメー
ジです。事業者：長原漁業協同組合
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