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はっ水加工
水をはじきやすい！

雨の日にうれしい撥水加工

Rain Bag

大判バッグが、たたんでポケットサイズに!

※内ポケット

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

雨の日はバッグを守るバッグカバーに。
普段は大判エコバッグとして毎日のお買い物に。

レインバッグ

¥1,200
material... ポリエステル
size... 約 H380×550㎜
　　  底マチ：約100㎜
unit...3pcs.

[ rose ]

ARB-1200 (48056_9)

レインバッグ
ローズ パールピンク

ARB-1201 (48057_6)

レインバッグ
ローズ クラシックブルー

ARB-1202 (48058_3)

レインバッグ
ガーデンローズ ベージュ

ARB-1203 (48059_0)

レインバッグ
ガーデンローズ ピンク

ARB-1204 (48060_6)

レインバッグ
ガーデンローズ ブルー

981181 4805694 981181 4805764

981181 4805834 981181 4805904 981181 4806064

¥800
material... ポリエステル
size... 約 H250×W260㎜
　　　底マチ：約165㎜
unit...3pcs.

コンビニエコバッグ

Convenience Eco Bag
[ rose ]

AEE-803 (48093_4)

コンビニエコバッグ
パールピンク

981181 4809344

AEE-804 (48094_1)

コンビニエコバッグ
クラシックブルー

981181 4809414

AEE-805 (48095_8)

コンビニエコバッグ
ガーデンローズ　ベージュ

981181 4809584

AEE-806 (48096_5)

コンビニエコバッグ
ガーデンローズ　ピンク

981181 4809654

口部はボタンでとまります

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

マチが広いから
ミニサイズでも
容量たっぷり !

コンビニのお弁当も
すっぽり入る !

W26cm
底マチ
16.5cm
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ARB-2000 (49030_8)

SHOPPING BASKET BAG
ローズ　パールピンク

981181 4903084

ARB-2001 (49031_5)

SHOPPING BASKET BAG
ローズ　ピンク

981181 4903154

ARB-2003 (49033_9)

SHOPPING BASKET BAG
ガーデンローズ　ベージュ

981181 4903394

ARB-2004 (49034_6)

SHOPPING BASKET BAG
ガーデンローズ　ピンク

981181 4903464

ARB-2005 (49035_3)

SHOPPING BASKET BAG
ガーデンローズ　ブルー

981181 4903534

レジかごに
ぴったり設計 !

折りたたんで
コンパクトに !

point1

point3

保温保冷に最適な
内側アルミ蒸着

point2

AED-1001 (49022_3)

エコバッグ
ローズ　ピンク

981181 4902234

AED-1003 (49024_7)

エコバッグ
ガーデンローズ　ベージュ

981181 4902474

AED-1004 (49025_4)

エコバッグ
ガーデンローズ　ピンク

981181 4902544

AED-1005 (49026_1)

エコバッグ
ガーデンローズ　ブルー

981181 4902614

※内側ポケット

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

AED-1000 (49021_6)

エコバッグ
ローズ　パールピンク

981181 4902164

¥2,000
material... 本体：ポリエステル
　　　　　 内側：アルミ蒸着フィルム
size... 約 W42×D26×H27㎝
　　　（持ち手込 約 H55㎝）
unit...3pcs.

SHOPPING BASKET BAG

Shopping Basket Bag
[ rose ]

¥1,000
material... ポリエステル
size... 袋部分：約H340×W440㎜
　　　底マチ：約130㎜
unit...3pcs.

エコバッグ

Eco Bag
[ rose ]

ARB-2009 (48089_7)

SHOPPING BASKET BAG
クラシックブルー

981181 4808974

AED-1009 (48088_0)

エコバッグ
クラシックブルー

981181 4808804

NEW
新色

NEW
新色
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Mask Pouch

マスクポーチ

¥1,500

material... ポリエステル
size... 約 210×10×H130㎜
unit...3pcs.

[ rose ]
予備のマスクを衛生的に持ち歩き

AMA-1500 (48072_9)

マスクポーチ
パールピンク

981181 4807294

AMA-1501 (48073_6)

マスクポーチ
クラシックブルー

981181 4807364

AMA-1502 (48074_3)

マスクポーチ
ガーデンローズ ベージュ

981181 4807434

AMA-1503 (48075_0)

マスクポーチ
ガーデンローズ ピンク

981181 4807504

AMA-1504 (48076_7)

マスクポーチ
ガーデンローズ ブルー

981181 4807674

大きく広げられる
Ｌ字ファスナー

使い方広がる機能的なポケットをプラス！

内側ポケット

ティッシュ
ポケット

仕切り

Glass Pouch

メガネポーチ

¥1,200
material... ポリエステル
size... 約 85×10×H180㎜
unit...3pcs.

[ rose ]

クッション材入り

ATA-1200 (48083_5)

メガネポーチ
パールピンク

981181 4808354

ATA-1201 (48084_2)

メガネポーチ
クラシックブルー

981181 4808424

ATA-1202 (48085_9)

メガネポーチ
ガーデンローズ ベージュ

981181 4808594

ATA-1203 (48086_6)

メガネポーチ
ガーデンローズ ピンク

981181 4808664

ATA-1204 (48087_3)

メガネポーチ
ガーデンローズ ブルー

981181 4808734

レンズが傷つきにくい
柔らかな裏生地

メガネの付け外しが多い方におすすめ

バッグから取り出しやすい
ストラップ付き

持ち歩きにぴったり！
かさばらない
フラットタイプ

point1

point2 point3
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981181 4904454

APD-1302 (49044_5)

低反発チェアパッド
ガーデンローズ　ピンク

981181 4904524

APD-1303 (49045_2)

低反発チェアパッド
ガーデンローズ　ブルー

Tissue Box Cover

¥1,300
material... 表 / ポリエステル　
　　　　　裏 /不織布（滑り止めドット加工）
　　　　　中材 /ポリウレタン
size... 約φ350×H25㎜
unit...3pcs.

低反発チェアパッド

Chair Pad [ rose ]

981181 4904214

APD-1300 (49042_1)

低反発チェアパッド
ローズ　パールピンク

981181 4904384

APD-1301 (49043_8)

低反発チェアパッド
ガーデンローズ　ベージュ

座り心地やさしい
低反発チェアパッド

ふんわり柔らか
極細繊維

置いて、吊り下げて
マルチに使える

ティッシュボックスカバー

ティッシュボックスカバー
¥1,000

material... ポリエステル
size... 約 H340×W185㎜
unit...3pcs.

[ rose ]

981181 4806514

ATA-1000 (48065_1)

ティッシュボックスカバー
ローズ パールピンク

981181 4806684

ATA-1001 (48066_8)

ティッシュボックスカバー
ローズ クラシックブルー

981181 4806754

ATA-1002 (48067_5)

ティッシュボックスカバー
ガーデンローズ ベージュ

981181 4806824

ATA-1003 (48068_2)

ティッシュボックスカバー
ガーデンローズ ピンク

981181 4806994

ATA-1004 (48069_9)

ティッシュボックスカバー
ガーデンローズ ブルー

ストラップの長さは
2段階に調節が可能

お部屋でも

お車でも

裏面
滑り止め加工
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ADP-1500 (49013_1)

ブルーム＆ダストパン
ローズ　ピンク

981181 4901314

ADP-1501 (49014_8)

ブルーム＆ダストパン
ローズ　レッド

981181 4901484

ADP-900 (49017_9)

ブルーム＆ダストパン (S)
ローズ　ピンク

981181 4901794

ADP-901 (49018_6)

ブルーム＆ダストパン (S)
ローズ　レッド

981181 4901864

ブルーム& ダストパン (S)
¥900

material... 本　体：ポリプロピレン
　　　　　 ブラシ：PET
size... ほ う き ：約285×50×H110㎜
　　　ちり取り：約225×310×H90㎜
unit...3pcs.

ブルーム& ダストパン
¥1,500

material... 本　体：ポリプロピレン、スチール
　　　　　 ブラシ：PET
size... ほ う き ：約260×H790㎜
　　　ちり取り：約240×240×H710㎜
unit...3pcs.

Broom & Dustpan
[ rose ]

ブルーム& ダストパン
¥1,500

material... 本　体：ポリプロピレン、スチール
　　　　　 ブラシ：PET
size... ほ う き ：約 260×H790㎜
　　　ちり取り：約240×240×H710㎜
unit...3pcs.

Broom & Dustpan
[ cat ]

ブルーム& ダストパン (S)
¥900

material... 本　体：ポリプロピレン
　　　　　 ブラシ：PET
size... ほ う き ：約 285×50×H110㎜
　　　ちり取り：約225×310×H90㎜
unit...3pcs.

ADP-1502 (49015_5)

ブルーム＆ダストパン
ネコ　ホワイト

981181 4901554

ADP-1503 (49016_2)

ブルーム＆ダストパン
ネコ　ブラック

981181 4901624

ADP-902 (49019_3)

ブルーム＆ダストパン (S)
ネコ　ホワイト

981181 4901934

ADP-903 (49020_9)

ブルーム＆ダストパン (S)
ネコ　ブラック

981181 4902094
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※内側ポケット持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

¥1,000
material... ポリエステル
size... 約 H340×W440㎜
　　　底マチ：約130㎜
unit...3pcs.

エコバッグ

Eco Bag
[ cat ]

981181 4810094

AEE-1000 (48100_9)

エコバッグ
ハチワレ　ピンク

AEE-1001 (48101_6)

エコバッグ
ミケ　ブルー

981181 4810164

AEE-1002 (48102_3)

エコバッグ
チャトラ　グレー

981181 4810234

背面

背面

背面

¥800
material... ポリエステル
size... 約 H250×W260㎜
　　　底マチ：約165㎜
unit...3pcs.

コンビニエコバッグ

Convenience Eco Bag
[ cat ]

背面

口部はボタンでとまります

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

マチが広いから
ミニサイズでも
容量たっぷり !

コンビニのお弁当も
すっぽり入る !

W26cm

AEE-800 (48090_3)

コンビニエコバッグ
ハチワレ　ピンク

981181 4809034

AEE-801 (48091_0)

コンビニエコバッグ
ミケ　ブルー

981181 4809104

AEE-802 (48092_7)

コンビニエコバッグ
チャトラ　グレー

981181 4809274

底マチ
16.5cm

背面

背面
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※内側ポケット

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

¥1,000
material... ポリエステル
size... 約 H340×W440㎜
　　　底マチ：約130㎜
unit...3pcs.

エコバッグ

Eco Bag
[ cat ]

981181 4810924

AEE-1003 (48109_2)

エコバッグ
ハチワレ　桜

981181 4811084

AEE-1004 (48110_8)

エコバッグ
ミケ　椿

981181 4811154

AEE-1005 (48111_5)

エコバッグ
チャトラ　梅

背面
背面

背面

背面

981181 4811224

ARE-2003 (48112_2)

SHOPPING BASKET BAG
ハチワレ　桜

981181 4811394

ARE-2004 (48113_9)

SHOPPING BASKET BAG
ミケ　椿

981181 4811464

ARE-2005 (48114_6)

SHOPPING BASKET BAG
チャトラ　梅

レジかごに
ぴったり設計 !

point1

保温保冷に最適な
内側アルミ蒸着

point2

折りたたんで
コンパクトに !

point3

¥2,000
material... 本体：ポリエステル
　　　　　 内側：アルミ蒸着フィルム
size... 約 W42×D26×H27㎝
　　　（持ち手込 約 H55㎝）
unit...3pcs.

SHOPPING BASKET BAG

Shopping Basket Bag
[ cat ]

背面

背面
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ARA-2000 (49000_1)

981181 4900014

SHOPPING BASKET BAG
ハチワレ（ピンク）

ARA-2001 (49001_8)

981181 4900184

SHOPPING BASKET BAG
ミケ（ミント）

ARA-2002 (49002_5)

981181 4900254

SHOPPING BASKET BAG
チャトラ（グレー）

レジかごに
ぴったり設計 !

折りたたんで
コンパクトに !

point1

point3

¥2,000
material... 本体：ポリエステル
　　　　　 内側：アルミ蒸着フィルム
size... 約 W42×D26×H27㎝
　　　（持ち手込 約 H55㎝）
unit...3pcs.

SHOPPING BASKET BAG

Shopping Basket Bag
[ cat ]

保温保冷に最適な
内側アルミ蒸着

point2

¥800
material... ポリエステル
size... 約 H250×W260㎜
　　　底マチ：約165㎜
unit...3pcs.

コンビニエコバッグ

Convenience Eco Bag
[ dog ]

AEE-807 (48097_2)

コンビニエコバッグ
柴犬　カーキ

981181 4809724

AEE-808 (48098_9)

コンビニエコバッグ
柴犬　ブルー

981181 4809894

AEE-809 (48099_6)

コンビニエコバッグ
柴犬　グレー

981181 4809964

背面

背面

背面 背面

背面

背面

口部はボタンでとまります

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

マチが広いから
ミニサイズでも
容量たっぷり !

コンビニのお弁当も
すっぽり入る !

W26cm
底マチ
16.5cm
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レジかごに
ぴったり設計 !

折りたたんで
コンパクトに !

point1

point3

保温保冷に最適な
内側アルミ蒸着

point2

ARB-2006 (49036_0)

SHOPPING BASKET BAG
柴犬　カーキ

981181 4903604

ARB-2007 (49037_7)

SHOPPING BASKET BAG
柴犬　ブルー

981181 4903774

ARB-2008 (49038_4)

SHOPPING BASKET BAG
柴犬　グレー

981181 4903844

裏面

裏面

裏面

裏面

裏面

※内側ポケット

AED-1006 (49027_8)

エコバッグ
柴犬　カーキ

981181 4902784

AED-1007 (49028_5)

エコバッグ
柴犬　ブルー

981181 4902854

AED-1008 (49029_2)

エコバッグ
柴犬　グレー

981181 4902924

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

¥1,000
material... ポリエステル
size... 袋部分：約H340×W440㎜
　　　底マチ：約130㎜
unit...3pcs.

エコバッグ

Eco Bag [ dog ]

¥2,000
material... 本体：ポリエステル
　　　　　 内側：アルミ蒸着フィルム
size... 約 W42×D26×H27㎝
　　　（持ち手込 約 H55㎝）
unit...3pcs.

SHOPPING BASKET BAG

Shopping Basket Bag
[ dog ]

はっ水加工
水をはじきやすい！

雨の日にうれしい撥水加工

レインバッグ
¥1,200

material... ポリエステル
size... 約 H380×550㎜
　　  底マチ : 約100㎜
unit...3pcs.

[ dog ]

Rain Bag

大判バッグが、たたんでポケットサイズに!

981181 4806374

ARB-1207 (48063_7)

レインバッグ
柴犬 カーキ

981181 4806444

ARB-1208 (48064_4)

レインバッグ
柴犬 グレー

※内ポケット

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

雨の日はバッグを守るバッグカバーに。
普段は大判エコバッグとして毎日のお買い物に。
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サコッシュ
シルエット（アイボリー）
ARA-2500 (49003_2)

981181 4900324

サコッシュ
シルエット（グレー）
ARA-2501 (49004_9)

981181 4900494裏面 裏面

取り外し・
長さ調節可能な
ストラップ

カードにぴったりサイズの
ミニポケット

猫シ
ルエ

ット
がポッ

ケからチラリ

猫シ
ルエ

ット
がポッ

ケからチラリ

ショ
ルダ

ーを外
してポーチとしても

ショ
ルダ

ーを外
してポーチとしても

material... ポリエステル
size... 約 W260×H200×D100㎜
unit...3pcs.

収納バッグ［S］
¥1,400

material... ポリエステル
size... 約 W400×H300×D100㎜
unit...3pcs.

収納バッグ［M］
¥1,600

Storage Bag

背面
メッシュ生地

収納バッグ［M］
柴犬
ATV-1603 (49039_1)

981181 4903914

収納バッグ［S］
柴犬
ATV-1403 (49040_7)

981181 4904074

収納ポーチ［S］
¥900

material... ポリエステル
size... 約 W260×H200㎜（マチなし）
unit...3pcs.

981181 4904144

収納ポーチ［S］
柴犬
ATV-903 (49041_4)

[ dog ]

スーツケースにぴったりサイズの　　
トラベルバッグに柴犬型登場 !

クリアポーチ
¥1,200

material... 塩化ビニル樹脂
size...W236×H164㎜
　　  マチ部分：30㎜
unit...3pcs.

Clear Pouch

クリアポーチ　チャトラ
APPV-1200 (48946_3)

981181 4894634

クリアポーチ　クロネコ
APPV-1201 (48947_0)

981181 4894704

クリアポーチ クロハチワレ
APPV-1202 (48948_7)

981181 4894874

裏面
ポケット

マチ付き

material... 本体：ポリエステル
　　　　　ショルダーベルト：ポリプロピレン
size... 約 W28×3×H20㎝
　　　ショルダーベルトの長さ80～140㎝( 取り外し可能 )
weight... 約 100g
unit...3pcs.

サコッシュ

Sacoshe
¥2,500

[ cat ] [ cat ]
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マスクポーチ

¥1,500

material... ポリエステル
size... 約 210×10×H130㎜
unit...3pcs.

[ cat ]

マスクポーチ

¥1,500

material... ポリエステル
size... 約 210×10×H130㎜
unit...3pcs.

[ dog ]

Mask Pouch 予備のマスクを衛生的に持ち歩き

AMA-1505 (48077_4)

マスクポーチ
ハチワレ ピンク

981181 4807744

AMA-1506 (48078_1)

マスクポーチ
ミケ ミント

981181 4807814

AMA-1507 (48079_8)

マスクポーチ
チャトラ グレー

981181 4807984

AMA-1508 (48080_4)

マスクポーチ
柴犬 カーキ

981181 4808044

AMA-1509 (48081_1)

マスクポーチ
柴犬 ブルー

981181 4808114

AMA-1510 (48082_8)

マスクポーチ
柴犬 グレー

981181 4808284

大きく広げられる
Ｌ字ファスナー

使い方広がる機能的なポケットをプラス！

内側ポケット

ティッシュ
ポケット

仕切り

背面

背面 背面

Glass Pouch

メガネポーチ

¥1,200
material... ポリエステル
size... 約 85×10×H180㎜
unit...3pcs.

[ cat ]

クッション材入り

レンズが傷つきにくい
柔らかな裏生地

メガネの付け外しが多い方におすすめ

バッグから取り出しやすい
ストラップ付き

持ち歩きにぴったり！
かさばらない
フラットタイプ

point1

point2

point3

ATA-1205 (48106_1)

メガネポーチ
ハチワレ ピンク

981181 4810614

ATA-1206 (48107_8)

メガネポーチ
ミケ ミント

981181 4810784

ATA-1207 (48108_5)

メガネポーチ
チャトラ グレー

981181 4810854



ATH-1400 (48988_3)

ボトルカバー　ハチワレ

981181 4898834

ATH-1401 (48989_0)

ボトルカバー　ミケ

981181 4898904

ATH-1402 (48990_6)

ボトルカバー　チャトラ

981181 4899064

ATH-1600 (48991_3)

ランチバッグ　ハチワレ

981181 4899134

ATH-1601 (48992_0)

ランチバッグ　ミケ

981181 4899204

ATH-1602 (48993_7)

ランチバッグ　チャトラ

981181 4899374

material... 外側 / ポリエステル、内側 /アルミ貼り
size... 約φ75×160㎜
unit...3pcs.

ランチバッグ
¥1,600

material... 外側 / ポリエステル
　　　　　内側 /アルミ貼り
size... 約 300×100×H210㎜
unit...3pcs.

内側はアルミ貼りに
なっており簡易的な
保冷・保温が可能です。

保温に 保冷に

POINT

¥1,400
ボトルカバー

Bottle Cover

Lunch Bag 

置いて、吊り下げて
マルチに使える

ティッシュボックスカバー

Tissue Box Cover
ティッシュボックスカバー

¥1,000
material... ポリエステル
size... 約 H340×W185㎜
unit...3pcs.

[ cat ]

981181 4807054

ATA-1005 (48070_5)

ティッシュボックスカバー
ネコ ホワイト

981181 4807124

ATA-1006 (48071_2)

ティッシュボックスカバー
ネコ ブラック

ストラップの長さは
2段階に調節が可能

お部屋でも

お車でも

チェアパッド 
クロネコ（ピンク）
APD-1203 (48984_5)

981181 4898454

チェアパッド 
ミケ（ブルー）
APD-1204 (48985_2)

981181 4898524

チェアパッド 
チャトラ（グリーン）
APD-1205 (48986_9)

981181 4898694

チェアパッド 
ハチワレ（イエロー）
APD-1206 (48987_6)

981181 4898764

裏面
滑り止め加工¥1,200

material... 表 / ポリエステル　
　　　　   裏 / 不織布（滑り止めドット加工）
　　　　　中材 /ポリプロピレン
size... 約φ350×H25㎜
unit...3pcs.

チェアパッド

Chair Pad [ cat ]
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今治タオルハンカチ
ネコ先生＆音符
AOTM-654 (49012_4)

今治タオルハンカチ
ネコ先生
AOTM-653 (49011_7)

今治タオル

今治タオルハンカチ
ネコ
AOT-650 (48662_2)

981181 4866224

今治タオルハンカチ
ネコ＆ピアノ
AOTM-652 (49010_0)

981181 4901004

981181 4901174 981181 4901244

認定番号：第2014-510号 認定番号：第2019-1468号

認定番号：第2019-1467号 認定番号：第2019-1469号

裏面

優れた吸水性と安全性が、今治タオルの証

今治タオルハンカチ
¥650

material...綿（100％）
size...250×250㎜
unit...3pcs.

Towel Handkerchief

 music
cat

series 

 music
cat

series 

 music
cat

series 

背面

持ち歩きに便利な
ポケット収納タイプ

¥1,000
material... ポリエステル
size... 約 H340×W440㎜
　　　底マチ：約130㎜
unit...3pcs.

エコバッグ

Eco Bag
[ music ]

AEY-1000 (48103_0)

エコバッグ
ト音記号

981181 4810304

AEY-1001 (48104_7)

エコバッグ
音符

981181 4810474

AEY-1002 (48105_4)

エコバッグ
五線譜

981181 4810544

[ cat / music ]



ランチボックス 2段（箸付き）
ネコ＆ピアノ
AJO-1200 (48919_7)

981181 4891974

ランチボックス 2段（箸付き）
ネコ＆音符
AJO-1201 (49007_0)

981181 4900704

ランチボックス（箸付き）
ネコ先生＆ピアノ
AJO-1202 (49008_7)

981181 4900874

ランチボックス（箸付き）
ネコ先生＆音符
AJO-1203 (49009_4)

9 81181 4900944

今治タオル

Lunch Box

お箸は中に
収納できます

お箸は中に
収納できます

ランチボックス 2段（箸付き）
¥1,200

material...
本体・仕切り・シールフタ：ポリプロピレン
フタ：AS樹脂、箸：メタクリル樹脂
size...本体：180×78×H85㎜ (上段340mL 下段300mL)
　　   箸：165㎜
unit...3pcs.

¥1,200

ランチボックス（箸付き）

material...
本体・仕切り・シールフタ：ポリプロピレン
フタ：AS樹脂、箸：メタクリル樹脂
size...本体：170×98×H55㎜  (500mL)
　　   箸：165㎜
unit...3pcs.

アクリルタンブラー オレンジミュージック
   orange ..... ATBM-585 (48884-8)
unit... 5pcs.
material... メタクリル樹脂
size... φ
¥600

アクリルタンブラー ブルーオーケストラ
   blue ..... ATBM-586 (48885-5)
unit... 5pcs.
material... メタクリル樹脂
size... φ
¥600

スプーン&フォークセット ミュージック
white ..... AMPM-450 (48882-4)
yellow ... AMPM-451 (48883-1)

unit... 5pcs.
material... メタクリル樹脂
size... スプーン
　　　フォーク
¥450

Package

Package

今治タオルハンカチ 五線譜
AOTM-650 (48835-0)
unit...3pcs.
material... 綿 (100%)
size... 250×250㎜
¥650
認定番号：第2015-2086号

今治タオルハンカチ 音符
AOTM-651 (48836-7)
unit...3pcs.
material... 綿 (100%)
size... 250×250㎜
¥650
認定番号：第2015-2087号

back

back

グラス

material..ソーダガラス
size...φ
　　  (容量：250mL)
unit...3pcs.

 ¥500
アクリルタンブラー

material..メタクリル樹脂
size...φ  
　　  (容量：280mL)
unit...3pcs.

 ¥600AJO-500  (48920_3)

グラス
ネコ＆音符

AJO-600  (48921_0)

アクリルタンブラー
ネコ＆音符

981181 4892034 981181 4892104
 music

cat
series 

 music
cat

series 

Tableware

Towel Handkerchief

[ music cat series ]

[ music cat series ]

[ music ]

[ music ]
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Cutlery Set
天然の木から 1本ずつ丁寧に作られています。

自然素材を使用しており、温かみあるカトラリーです。
ねこちゃんのゆるやかなシルエットがいろいろな食器に合うので

お気に入りの食器と合わせてお使い下さい。

Wooden  Tableware

size...φ180×H15㎜
unit...3pcs.

木製プレート［ S ］ハリネズミ

 ¥1,800

APW-1802 (48974_6)

981181 4897464

木製レンゲ  ハリネズミ

 ¥850
size...177×40㎜
unit...3pcs.

APW-852 (48978_4)

981181 4897844

material... 天然木 ( ビーチ )
　　　　　 塗装：ウレタン塗装

size...φ180×H15㎜
unit...3pcs.

木製プレート［ S ］ネコ

 ¥1,800

APW-1800 (48962_3)

981181 4896234

木製スプーン  ネコ

 ¥600
size...140×32㎜
unit...3pcs. 

APW-610 (48964_7)

981181 4896474

木製フォーク  ネコ

 ¥600
size...140×25㎜
unit...3pcs.

APW-620 (48965_4)

981181 4896544

木製レンゲ  ネコ

 ¥850
size...177×40㎜
unit...3pcs.

APW-850 (48966_1)

981181 4896614

木製ミニプレート  柴犬

 ¥600
size...φ80×H15㎜
unit...3pcs.

APW-601 (48969_2)

981181 4896924

木製フォーク  柴犬

 ¥600
size...140×25㎜
unit...3pcs.

APW-621 (48971_5)

981181 4897154

木製レンゲ  柴犬

 ¥850
size...177×40㎜
unit...3pcs.

APW-851 (48972_2)

981181 4897224

size...φ180×H15㎜
unit...3pcs.

木製プレート［ S ］柴犬

 ¥1,800

APW-1801 (48968_5)

981181 4896854

[ hedgehog ]

[ cat ]

[ dog ]

¥900

material... 素材：天然木 ( ソノケリン )
　　　　　 塗装：ウレタン
size... スプーン：36×110㎜
　　　フォーク：37×108㎜
unit...5pcs.

ウッドカトラリーミニ ネコ

¥1,000

material... 素材：天然木 ( ソノケリン )
　　　　　 塗装：ウレタン
size... スプーン：30×150㎜
　　　ピック：25×150㎜
unit...3pcs.

ウッドカトラリーデザートセット ネコ APWC-1020  (48908-1)

981181 4890814

APWC-900  (48707-0)

981181 4870704
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Glass

¥1,500
material... ニューボーン　
size... 約φ90×W120×H87mm
capacity...310mL
unit...3pcs.

温感マグ

温度で色が変わる
変温マグ !

温感マグ　ミケ
AOM-1501 (48980_7)

981181 4898074

温感マグ　シャム
AOM-1502 (48981_4)

981181 4898144

温感マグ　サバトラ
AOM-1503 (48982_1)

981181 4898214

温感マグ　チャトラ
AOM-1504 (48983_8)

981181 4898384

常温時温かい時

Lineup

温かい
飲み物を
注ぐと

Mug

package

グラス
NO CAT NO LIFE
AIZ-350 (48941_8)

981181 4894184

グラス
HAPPINESS
AIZ-351 (48942_5)

981181 4894254

グラス
ネコ ホワイト
AIZ-352 (48943_2)

981181 4894324

グラス
ネコ パリ（グリーン）

AIZ-353 (48944_9)

981181 4894494

グラス
ネコ パリ（ピンク）

AIZ-354 (48945_6)

981181 4894564

No Cat No Life
White Cat

Happiness

Par
is P

ink

Paris Green

背面

¥350
material... ソーダガラス
size...φ63×H110㎜　( 容量 250mL)
unit...3pcs.

グラス



Lunch Series

］ L ［ 型ナテンコ スクッボチンラ
HAPPINESS

back

back

］ L ［ 型ナテンコ スクッボチンラ

material... 本体：ポリプロピレン
　　　　   フタ：AS樹脂
　　　　   止め具：ステンレス鋼
size...190×109×H58㎜　( 容量 600mL)
unit...3pcs.

 ¥1,400

］ L ［ 型ナテンコ スクッボチンラ
NO CAT NO LIFE
AJX-1400  (48922_7)

］ S ［ 型ナテンコ スクッボチンラ

material... 本体：ポリプロピレン
　　　　   フタ：AS樹脂
　　　　   止め具：ステンレス鋼
size...117×99×H55㎜　( 容量 300mL)
unit...3pcs.

 ¥1,000

］ S ［ 型ナテンコ スクッボチンラ
NO CAT NO LIFE
AJX-1000  (48923_4)

箸・スプーンセット

material... ケース・スプーン：ABS樹脂
　　　　 　 フタ：AS樹脂
　　　　 　 箸：メタクリル樹脂
size...48×191×H18㎜　(箸・スプーン：180㎜)
unit...3pcs.

 ¥1,000

箸・スプーンセット
NO CAT NO LIFE
AJXT-1000  (48924_1)

ランチバッグ

material... 綿 100%
size...274×114×H156㎜
unit...3pcs.

 ¥800

ランチバッグ
NO CAT NO LIFE
AJX-800  (48926_5)

］ L ［ 型ナテンコ スクッボチンラ

material... 本体：ポリプロピレン
　　　　   フタ：AS樹脂
　　　　   止め具：ステンレス鋼
size...190×109×H58㎜　( 容量 600mL)
unit...3pcs.

 ¥1,400 AJX-1401  (48927_2)

］ S ［ 型ナテンコ スクッボチンラ

material... 本体：ポリプロピレン
　　　　   フタ：AS樹脂
　　　　   止め具：ステンレス鋼
size...117×99×H55㎜　( 容量 300mL)
unit...3pcs.

 ¥1,000

］ S ［ 型ナテンコ スクッボチンラ
HAPPINESS
AJX-1001  (48928_9)

箸・スプーンセット

material... ケース・スプーン：ABS樹脂
　　　　 　 フタ：AS樹脂
　　　　 　 箸：メタクリル樹脂
size...48×191×H18㎜　(箸・スプーン：180㎜)
unit...3pcs.

 ¥1,000

箸・スプーンセット
HAPPINESS
AJXT-1001  (48929_6)

ランチバッグ

material... 綿 100%
size...274×114×H156㎜
unit...3pcs.

 ¥800

ランチバッグ
HAPPINESS
AJX-801  (48931_9)

981181 4892274 981181 4892344

981181 4892414

981181 4892964 981181 4893194

981181 4892654

981181 4892724 981181 4892894

NO CAT NO LIFE COLOR

HAPPINESS silhouette

Container Box - Lunch Series_-

back back

シールランチ3Pセット ネコ カラー
ATL-1400 (935021)
unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
 フタ：ポリエチレン

¥1,400

CLEAR BOTTLE ネコ オレンジ

ATWH-1201 (93475-8)
unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン

¥1,200
CLEAR BOTTLE ネコ グリーン

ATWH-1202 (93476-5)
unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン

¥1,200

シールランチ3Pセット ネコ シルエット
ATL-1401 (93503-8)
unit...3pcs
material... 本体：ポリプロピレン
 フタ：ポリエチレン

¥1,400

CLEAR BOTTLE (M) 音符ネコ
ATWH-1200 (93473-4)
unit...3pcs
material... 本体：飽和ポリエステル樹脂
 フタ・飲み口：ポリプロピレン

¥1,200
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ラウンドケース　ネコ (S) 
unit...3pcs
material... 本体、フタ：AS樹脂
　　　　　止め具：ABS樹脂
　　　　　パッキン：シリコーンゴム

¥750

ラウンドケース (S) ネコA 
ATR-750 (93504-5)

ラウンドケース (S) ネコ B
ATR-751 (93506-9)

ラウンドケース　ネコ (M) 
unit...3pcs
material... 本体、フタ：AS樹脂
　　　　　止め具：ABS樹脂
　　　　　パッキン：シリコーンゴム

¥850

ラウンドケース (M) ネコA 
ATR-850 (93505-2)

ラウンドケース (M) ネコ B
ATR-851 (93507-6)

Round Case

ダストボックス
NO CAT NO LIFE

981181 4893264

ABT-3000  (48932_6)

ダストボックス
HAPPINESS

981181 4893334

ABT-3001  (48933_3)

天面 天面

ダストボックス

material... フタ・本体：スチール
　　　　 　ペール：ポリプロピレン
size...φ170×210×H252㎜　( 容量３L)
unit...3pcs.

 ¥3,000

Dust Box

洗面コップ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂

¥600

洗面コップ　白猫 
ATS-600 (93512-0)

洗面コップ　黒猫 
ATS-601 (93513-7)

石鹸トレイ 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂

¥650

石鹸トレイ　白猫 
ATS-650 (93514-4)

石鹸トレイ　黒猫 
ATS-651 (93515-1)

歯ブラシスタンド 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂

¥1,200

歯ブラシスタンド　白猫 
ATS-1200 (93518-2)

歯ブラシスタンド　黒猫 
ATS-1201 (93519-9)

洗面プレート 
unit...3pcs
material... メラミン樹脂

¥800

洗面プレート　白猫 
ATS-800 (93516-8)

洗面プレート　黒猫 
ATS-801 (93517-5)

ボディタオル　ネコ 
unit...3pcs
material... 綿 100％

¥650

ボディタオル　白猫 
ATS-652 (93520-5)

Toiletries Series

ボディタオル　黒猫 
ATS-653 (93521-2)
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シリコン鍋敷き 肉球
unit...3pcs
material... シリコーンゴム

¥1,400

シリコン鍋敷き ネコ丸型
unit...3pcs
material... シリコーンゴム

¥1,400

Package

Package

裏面にネコシルエット
の刻印入り

裏面に肉球の
刻印入り

WHITE
ASC-1401(93541-0)

WHITE
ASC-1403 (93543-4)

BLACK
ASC-1400 (93540-3)

BLACK
ASC-1402 (93542-7)

シリコンコースター 肉球
unit...3pcs
material... シリコーンゴム

¥550

Package

シリコンコースター シルエット
unit...3pcs
material... シリコーンゴム

¥550

Package

裏面に肉球の
刻印入り

WHITE
ASC-551(93497-0)

BLACK
ASC-550(93496-3)

白猫シルエット
ASC-552 (93498-7)

黒猫シルエット
ASC-553 (93499-4)

裏面にネコシルエット
の刻印入り

Silicone Kitchen Goods
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スマホスタンド
¥1,000

material... ポリレジン
size... 約 100×50×H70㎜
unit...3pcs.

スマホスタンド
¥1,000

material... ポリレジン
size... 約 100×50×H65㎜
unit...3pcs.

Smartphone Stand　

[ cat ]

[ dog ]

ASA-1000 (48050_7)

スマホスタンド
クロネコ

981181 4805074

Passport Cover
パスポートカバー ネコ

¥500

material... 塩化ビニル樹脂
size...W190×H130㎜
　　　（折りたたみ時：W90×H130㎜）
unit...5pcs.

981181 4805214

ASA-1002 (48052_1)

スマホスタンド
チャトラ

981181 4805454

ASA-1004 (48054_5)

スマホスタンド
茶柴

981181 4805524

ASA-1005 (48055_2)

スマホスタンド
黒柴

スマホ スタンド

イヌ・ネコモチーフが
かわいいスマホスタンドです

縦置き・横置き
どちらもOK

人気の柴犬も
ラインナップ

ネットサーフィンや
動画鑑賞にぴったり

パスポートカバー ネコ
　blue
APPV-502  (48787-2)

981181 4878724

APPV-501  (48786-5)

パスポートカバー ネコ
　red

981181 4878654

Package

Style Pen
CAT STYLE PEN

¥300

material... ポリスチレン、油性インク
size...105×30×40㎜
unit...5pcs.

920CP  (20920-7)

CAT STYLE PEN
　white  ( インク：BK)

981181 2092074

921CP  (20921-4)

CAT STYLE PEN
　black  ( インク：BK)

981181 2092144

Ruler
定規

¥300

material... ポリスチレン
size...203×H54×3㎜
unit...5pcs.

ARR-300  (48852-7)

定規　ネコホワイト

981181 4885274

ARR-301  (48853-4)

定規　ネコブラック

981181 4885344

926CP  (20926-9)

CAT STYLE PEN
　blue  ( インク：BL)

981181 2092694

Package
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ピッ！もオシャレに安心に♪

IC Card Sticker
IC カードステッカー2P

¥650

material...PET、オレフィン系エラストマー 
size...370×160×H360㎜
unit...5pcs.

AVIC-660  (48844-2)

IC カードステッカー2P
ヴィンテージ

981181 4884424

AVIC-661  (48845-9)

IC カードステッカー2P
和柄カラフル

981181 4884594

Dog Can
フード缶

¥1,500

material... 本体・フタ：スチール
　　　　　パッキン：ポリエチレン

size...φ106×H185㎜ (1,400mL）
unit...3pcs.

エアープレスパック2pcs シティ
¥900

material... ナイロン・ポリエチレン
size...420×500㎜（×2枚）
unit...5pcs.

981181 4883744

ABTF-1575  (48837-4)

フード缶 イヌ
　black

981181 4970554

AAFP-910  (49705-5)

エアープレスパック
2pcs シティ

Airpress Pack

旅行の衣類もコンパクトに！
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