BRAND PROFILE

フィンレイソンは、1820年に創業された、北欧フィンラ
ンド最古のテキスタイルブランドです。約200年もの
長い歴史と伝統を持つFINLAYSONは、寝装品、
ホー
ムテキスタイルを中心とした質の高い商品によって、
国内外の人々に最高の住まい方を提供してきました。
FINLAYSONの商品はフィンランド中のどの家庭でも見
られるほど、信頼され広く愛用されています。

EMBROIDERY BROOCH
刺 繍ブローチ

３個セットの刺 繍ブローチ、自由なレイアウトでお楽しみ頂けます。

パッケージ
（H4×W10×D2cm）

ワタリドリブローチ

エレファンティブローチ

（刺繍）

（刺繍）

本体価格 ￥3,000

本体価格 ￥3,000

刺繍ブローチ/H3×W2.9cm

刺繍ブローチ/H2.2×W3cm

6105005100
4992272672015

6105005200
4992272672022

ZV9J2 HCUQRMKLPV

日本製
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パッケージ
（H4×W10×D2cm）

ZV9J2 HCUQRMKM V

日本製

ECO BAG
小さくたたんで
持ち運べる
収納袋付き

北 欧テイスト、おしゃれな

Finlayson

エコバッグ
装いの
アクセントになる
デザイン

「フィンレイソンのエコバッグ 」新 登 場 。
たっぷり入れられて、肩にも掛けられます。

レッドエレファンティエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

6105010000
4992272708455

6105013100
4992272735000

6105011000
4992272721386

ZV9J2 HCURNPK KV

ZV9J2 HCURMLNSQV

ピンクムートエコ

コプラエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

収納袋

収納袋

収納袋

収納袋

オッツォエコ

ブルーエレファンティエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ZV9J2 HCURKSOP V

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

収納袋

収納袋

収納袋

エレファンティエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ムートエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

6105013300
4992272735024

6105011100
4992272721393

6105013200
4992272735017

6105010600
4992272721348

ZV9J2 HCURNPKMOV

オンップエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

6105010800
4992272721362

6105010900
4992272721379

6105010700
4992272721355

ZV9J2 HCURMLNQMV

ZV9J2 HCURMLNRTV

収納袋

コロナエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ZV9J2 HCURMLNOSV

収納袋

収納袋

収納袋

アヤトスエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ZV9J2 HCURNPKLRV

ZV9J2 HCURMLNTNV

ZV9J2 HCURMLNP V

アルマエコ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）
本体価格 ￥1,500

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

ZV9J2 HCURMLN LV

6105010500
4992272721331
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KITCHEN ITEM
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KITCHEN ITEM
Finlayson

キッチンアイテム

北 欧フィンランド最 古のテキスタイルブランド
「フィンレイソン」からモダンなキッチンアイテムが 登 場です。

分
かけ部
は前
ン
ロ
か
動 し
エプ
足が
れて、
割
です。
が
ザイン
デ
い
やす

EL
EF

エレファンティキッチン

（染料プリント･織りネーム）

TT

エレファンティキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

AN

エレファンティキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

I

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥4,500

鍋敷き/φ18cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

ミトン/H26×W17cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

エプロン/H90×W95cm
綿100%

6105003700
4992272671896

6105003600
4992272671889

ZV9J2 HCUQRLSTQV

オンップキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

ZV9J2 HCUQRLS TV

オンップキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

ZV9J2 HCUQRLSRMV

6105003500
4992272671872

オンップキッチン

（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥4,500

鍋敷き/φ18cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

ミトン/H26×W17cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

エプロン/H90×W95cm
綿100%

6105004300
4992272671957

6105004200
4992272671940

ZV9J2 HCUQRLTPRV

ZV9J2 HCUQRLTOKV

ZV9J2 HCUQRLTN V

6105004100
4992272671933

OMPPU

本体価格 ￥1,500

MU
UTT
O

ムートキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

ムートキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

ムートキッチン

（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥4,500

鍋敷き/φ18cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

ミトン/H26×W17cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

エプロン/H90×W95cm
綿100%

6105004000
4992272671926

6105003900
4992272671919

ZV9J2 HCUQRLTMQV

ZV9J2 HCUQRLTLTV

ZV9J2 HCUQRLTKMV

6105003800
4992272671902
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DISH TOWEL
蚊 帳（かや）ふきん
ムートプリント

（蚊帳生地･プリント）
本体価格 ￥700

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

ZV9J2 HCUQTMPSRV

6105005400
4992272692587

日本製

パッケージ

タイミプリント

エレファンティプリント

（蚊帳生地･プリント）

オンッププリント

（蚊帳生地･プリント）

本体価格 ￥700

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

ZV9J2 HCUQTMPTOV

6105005500
4992272692594

本体価格 ￥700

本体価格 ￥700

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

6105005300
4992272692570

6105005600
4992272692600

日本製

奈良伝統の蚊帳（かや）ふきんです。

（蚊帳生地･プリント）

ZV9J2 HCUQTMPRKV

吸水性・汚れ落ちがよく食器などをきれいに拭けます。
使うほどに柔らかく手触りよくなります。

ZV9J2 HCUQTMQK V

日本製

※製品は、初めノリ付けされて、硬くなっていますがご使用前にお湯
で十分洗い落とし、
お使いください。

日本製

P L A C E M AT
ランチョンマット

ムートランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）

タイミランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル100%

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル84%･綿13%･レーヨン3%

6105004500
4992272671971

6105004600
4992272671988

6105004400
4992272671964

ZV9J2 HCUQRLTRLV

HANDKERCHIEF

三 重ガーゼハンカチ

ZV9J2 HCUQRLTS V

ZV9J2 HCUQRLTQOV

エレファンティカラーズ

（三重ガーゼ織り）
本体価格 ￥600

三重ガーゼハンカチ/約28×28cm
綿100%
カラー/ブラック

ZV9J2 HCURKMRSLV

6105008700
4992272702781

日本製

エレファンティカラーズ

（三重ガーゼ織り）
本体価格 ￥600

三重ガーゼハンカチ/約28×28cm
綿100%
カラー/レッド

ZV9J2 HCURKMRTSV

6105008800
4992272702798

日本製

エレファンティカラーズ

（三重ガーゼ織り）
本体価格 ￥600

三重ガーゼハンカチ/約28×28cm
綿100%
カラー/ブルー

ZV9J2 HCURKMSKOV

6105008900
4992272702804

日本製
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ヌード
クッション
付き

クッション

エレファンティ/ブラック

ヌード
クッション
付き

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ/レッド

Finlayson

CUSHION

ヌード
クッション
付き

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ

ヌード
クッション
付き

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル100%

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル100%

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%

6105008600
4992272702774

6105012700
4992272734966

6105010400
4992272621945

ZV9J2 HCURKMR OV

ZV9J2 HCURNOTQ V

ヌード
クッション
付き

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

イエロームート

ZV9J2 HCUQMLTOPV

ヌード
クッション
付き

（ゴブラン織り･織りネーム）

ヌード
クッション
付き

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル100%

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル100%

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%

6105010200
4992272621969

6105012800
4992272734973

6105010300
4992272621952

ZV9J2 HCUQMLTQTV

ZV9J2 HCURNOTRNV

ヌード
クッション
付き

オッツォ

（ゴブラン織り･織りネーム）

ヌード
クッション
付き

アヤトス

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル100%

クッション/H45×W45cm
カバー:ポリエステル100%

6105012900
4992272734980

6105013000
4992272734997

ZV9J2 HCURNOTSKV

ZV9J2 HCUQMLTPMV

ZV9J2 HCURNOT RV
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保冷バッグ
ピクニックや運動会、海水浴などで大活躍
のクーラーバスケットです。食品のまとめ買
い、
レジャー、
アウトドアなどオールシーズ
ン使えます。北欧デザインがおしゃれで、
たくさんのものが持ち運べコンパクトに
たたんで収納できます。

PICNIC SHEET
ピクニックシート
S I Z E : H 200 × W 1 40c m

フィンレイソンのテキスタイルが
おしゃれなピクニックシートです。

ムートパターン

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,500

持ち手付きでキャンプや運動会、
お花見にも大活躍です。

保冷バッグ/H25×W48×D31cm
（持ち手部分含めず）
本体部分:ポリエステル
持ち手部分:アルミ
鏡面シート部分:アルミ

保冷バッグ/H25×W48×D31cm
（持ち手部分含めず）
本体部分:ポリエステル
持ち手部分:アルミ
鏡面シート部分:アルミ

クッション性のある素材で冷気も遮断してくれます。

6105006100
4992272692655

6105006000
4992272692648

アウトドア、家なかでベランダやデッキに広げても気分が上がる！

エレファンティレッド

折りたたみ時

（プリント･織りネーム）

103

エレファンティパターン

（プリント･織りネーム）

ZV9J2 HCUQTMQP V

リントゥ

折りたたみ時

（プリント･織りネーム）

ZV9J2 HCUQTMQOSV

オッツォパターン

折りたたみ時

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥2,800

ピクニックシート/広げ:H200×W140cm
収納時:H38×φ16cm
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリ塩化ビニル
詰め物:ウレタンフォーム

ピクニックシート/広げ:H200×W140cm
収納時:H38×φ16cm
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリ塩化ビニル
詰め物:ウレタンフォーム

ピクニックシート/広げ:H200×W140cm
収納時:H38×φ16cm
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリ塩化ビニル
詰め物:ウレタンフォーム

6105002900
4992272662436

6105003000
4992272662443

6105003100
4992272662450

ZV9J2 HCUQ MONQV

ZV9J2 HCUQ MO NV

ZV9J2 HCUQ MOPKV

Finlayson

LEISURE SHEET
レジャーシート
S I Z E : H 90 × W 120c m

コンパクトでおしゃれな
レジャーシートです。
公園ピクニックに、
フェスや花火大会、遠足にも
敷いておくだけでもかわいい、
アウトドアシーンに持って行きたくなるアイテムです。

エレファンティレッド

リントゥ

（プリント･織りネーム）

オッツォパターン

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥800

レジャーシート/H90×W120cm
ポリプロピレン

ZV9J2 HCUQ MPL V

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

レジャーシート/H90×W120cm
ポリプロピレン

レジャーシート/H90×W120cm
ポリプロピレン

6105003300
4992272662528

6105003400
4992272662535

ZV9J2 HCUQ MPMSV

6105003200
4992272662511

折りたたみ時

お出かけエレファンティ

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥800

おでかけシートクッション/H27×W31.5×D1cm
ポリエステル100%

ZV9J2 HCUQTMQLRV

6105005700
4992272692617

ZV9J2 HCUQ MPNPV

ODEKAKE SHEET
CUSHION
おでかけシートクッション
S I Z E : H 27 × W 31.5 × D 1cm
コンパクトにたたんで、
気軽に持ち歩ける便利なシートクッション。
ピクニック・花火大会・スポーツ観戦などに助かる
パーソナルアイテムです。

お出かけオッツォ

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥800

おでかけシートクッション/H27×W31.5×D1cm
ポリエステル100%

ZV9J2 HCUQTMQNLV

6105005900
4992272692631

お出かけムート

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥800

おでかけシートクッション/H27×W31.5×D1cm
ポリエステル100%

ZV9J2 HCUQTMQMOV

6105005800
4992272692624
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Pouch and Bag

ポーチ アンド バッグ

ALMA

アルマ

グラフィックでスタイリッシュ。
シンプルでどこかワクワクさせるような雰囲気。強烈なア
ピールがなくても、
「何か素敵だね！」
と感じるようなデザイン。ALMAはデザイナーがよく
旅するスペインの言葉で、
「心」
を意味する。2016年、
サミ・ヴァリによるデザイン。

アルマ

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥1,800

アルマ

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥2,500

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
ポリエステル100%

6105006600
4992272705980

6105006700
4992272705997

ZV9J2 HCURKPTSKV

ZV9J2 HCURKPT RV

A J AT U S

アヤトス

マチ付き

アルマ

アヤトス

105

アヤトス

（ゴブラン織り･織りネーム）

アルマ

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%

6105006800
4992272706000

6105007000
4992272706024

ZV9J2 HCURKQK KV

アヤトスとは
「思案する」
こと。
パンダが考え込んでいる。
いったい何を考えているんだろ
う？現代社会で、人々が公害に対して無頓着になってしまったことを嘆き悲しんでいる
のかもしれない。
アヌ・サーリによるデザイン。

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

ZV9J2 HCURKQKMOV

マチ付き

アヤトス

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

アヤトス

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
ポリエステル100%

6105012000
4992272734898

6105012100
4992272734904

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

6105012200
4992272734911

6105012300
4992272734928

ZV9J2 HCURNOSTSV

ZV9J2 HCURNOTKOV

ZV9J2 HCURNOTL V

ZV9J2 HCURNOTMSV

Finlayson

OTSO

オッツォ

オッツォとは
「熊」
という意味。ベリーを摘む熊たち。
お腹の中はベリーでいっぱい。秋の
森をうろうろと歩いている。一頭の食いしん坊が舌を突き出している。
「 俺が一番乗り
だ！」サミ・ヴッリによるデザイン。

オッツォ

（ゴブラン織り･織りネーム）

オッツォ

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

オッツォ

マチ付き

オッツォ

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

舟形ポーチ/H17×W21×D6cm
ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
ポリエステル100%

6105011600
4992272734850

6105011700
4992272734867

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%s

6105011800
4992272734874

6105011900
4992272734881

ZV9J2 HCURNOSPKV

ZV9J2 HCURNOSQRV

ZV9J2 HCURNOSROV

ZV9J2 HCURNOS LV

MUUTTO

ムート

ムートは移住という意味。暖かな風とともに、春の生命力をもたらす渡り鳥たちの到来。
100年という歴史の中で、
去る人、
訪れる人が多いフィンランドの国際的なイメージも表
現。
2017年、
フィンランド独立100周年を機に作られたイエナ・クンナスによるデザイン。

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

ワタリドリ

マチ付き

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

6105001600
4992272622027

6105000900
4992272622058

ランチトート/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

ZV9J2 HCUQM KMRV

ZV9J2 HCUQM KPSV

ZV9J2 HCUQM KSTV

6105001000
4992272622089

ZV9J2 HCURNOTOMV

6105012500
4992272734942

TA I M I 

タイミ

タイミとは
「小さな植物」
という意味。
伝統的な花々が咲き乱れる夕暮れ。
種まきをしてい
ると、
どこからか悲しげなスラブの歌が聞こえる。
フィンレイソンのクラシックデザインの
ひとつであるこのパターンは、愛らしく、昔の懐かしい記憶を呼び起こす。1961年、
アイ
二・ヴァーリによるデザイン。

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

6105001400
4992272622010

6105000600
4992272622041

ランチトート/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

ZV9J2 HCUQM KLKV

ZV9J2 HCUQM KOLV

ZV9J2 HCUQM KRMV

6105000700
4992272622072

ZV9J2 HCURNOTPTV

6105012600
4992272734959
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ELEFANTTI

エレファンティ

1969年、
フィンレイソンと芸術デザイン学校が共催したデザインコンペで、
ライナ・コス
ケラが作成したデザイン。
ウールの生地で作られたぬいぐるみのゾウにインスピレーショ
ンを受けたもの。2019年に50周年を迎え、
ますます人気は高まっている。

エレファンティ

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

エレファンティ

マチ付き

エレファンティ

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

6105001200
4992272622003

6105000000
4992272622034

ランチトート/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

ZV9J2 HCUQM K NV

ZV9J2 HCUQM KNOV

ZV9J2 HCUQM KQPV

6105000100
4992272622065

ZV9J2 HCURNOTNPV

6105012400
4992272734935

マチ付き

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ/ブラック

マチ付き

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
ポリエステル100%

6105008100
4992272702729

6105008200
4992272702736

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%

6105008300
4992272702743

6105008400
4992272702750

ZV9J2 HCURKMRMTV

ZV9J2 HCURKMRNQV

ZV9J2 HCURKMRONV

ZV9J2 HCURKMRPKV

マチ付き

エレファンティ/レッド

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ/レッド

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ/レッド

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
ポリエステル100%

6105011200
4992272734812

6105011300
4992272734829

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

6105011400
4992272734836

6105011500
4992272734843

ZV9J2 HCURNOSLMV
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エレファンティ/レッド

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

ZV9J2 HCURNOSMTV

ZV9J2 HCURNOSNQV

ZV9J2 HCURNOSONV

