ふろしきハンドセット

風呂敷とハンド、スナップピアスをセットにした商品のご提案です。
ギフトなどのご贈答品として最適です。

京の両面おもてなし／ 105 ㎝ 風呂敷セット

＜スナップピアス付属品＞

フィルムパッケージ入：5,400 円 ／ 箱入：5,900 円

ふろしき 素材：綿 100%( リバーシブル） サイズ：約 105cm 105cm
ハンド ( スナップピアス付） BOM 材質：牛革、ベルトタイプ サイズ：約 2.4cmW 25cm

（税抜）

ふろしきハンドセットにスナップピアスが付属さ
れています。（お弁当ハンドセットを除く）
バッグの開閉口にスナップボタンが付くので中身
が見えることなく安心してお使いいただけます。

伊砂文様両面／ 104 ㎝ 風呂敷セット

フィルムパッケージ入：5,600 円 ／ 箱入：6,100 円

ふろしき 素材：綿 100%( リバーシブル） サイズ：約 104cm 104cm
ハンド ( スナップピアス付） BOM 材質：牛革、ベルトタイプ サイズ：約 2.4cmW 25cm

（税抜）

京の両面おもてなし／ 105 ㎝ 風呂敷セット
デザイン、
染め、
加工、
縫製、
すべて京都でつくり
ました。
ポップな花柄リバーシブルの風呂敷との
セット商品です。
オシャレなデイリーバッグに、
プレゼントに最適です。
(パッケージは97㎝風呂敷と同仕様）

薔薇／深緋
（こきひ）

薔薇／草色
（くさいろ）

菊／群青色（ぐんじょういろ）

菊／濃紫（こきむらさき）

SN335-1A
SN335-1B（箱入）

SN335-2A
SN335-2B（箱入）

SN335-3A
SN335-3B（箱入）

SN335-4A
SN335-4B（箱入）

シビラ／ 97 ㎝ 風呂敷セット

フィルムパッケージ入：6,300 円 ／ 箱入：6,800 円

ふろしき 素材：綿 100% サイズ：約 97cm 97cm
ハンド ( スナップピアス付） DL ダコタ 材質：牛革、手縫いタイプ

菊

伊砂文様両面／ 104 ㎝ 風呂敷セット
型絵染の伝統技術を用いた斬新で繊細な文様の
風呂敷とのセットです。ジャパンスタイルバッグ
として楽しんでいただけます。

アカ／セイジ

SN331-1A
SN332-1A（箱入）

結 ムラサキ／グリーン

新芽 ムラサキ／ブルー

松

SN331-1B
SN332-1B（箱入）

SN331-1C
SN332-1C（箱入）

SN331-3A
SN332-3A（箱入）

テツ／アカ

梅

サイズ：約 1.4cmΦ 28cmＬ

（税抜）

アカ／グリーン

SN331-1J
SN332-1J（箱入）

シビラ／ 97 ㎝ 風呂敷セット

ポプリ／ベージュ

ヒラソル／ピンク

バルドサ／ベージュ

オルキーデア／ベージュ

フガール／レッド

SN333-1A
SN334-1A（箱入）

SN333-1C
SN334-1C（箱入）

SN333-1E
SN334-1E（箱入）

SN333-1M
SN334-1M（箱入）

SN333-1O
SN334-1O（箱入）

ポプリ／黒

ヒラソル／緑

バルドサ／黒

オルキーデア／ネイビー

フガール／ブルー

SN333-1B
SN334-1B（箱入）

SN333-1D
SN334-1D（箱入）

SN333-1F
SN334-1F（箱入）

SN333-1N
SN334-1N（箱入）

SN333-1P
SN334-1P（箱入）

シビラ大風呂敷とのセット商品です。 オシャレ
なデイリーバッグとして楽しんでいただけます。
フィルムパッケージ

箱パッケージ

菊 ウスムラサキ／セイジ

結

SN331-1E
SN332-1E（箱入）

SN331-1F
SN332-1F（箱入）

アイ／オレンジ

新芽 グリーン／オレンジ

松

SN331-2C
SN332-2C（箱入）

SN331-1G
SN332-1G（箱入）

夢二シャンタン友禅／ 90 ㎝ 風呂敷セット

セイジ／チャ

梅 ミズイロ／ベージュ
SN331-1K
SN332-1K（箱入）

フィルムパッケージ

フィルムパッケージ入：4,600 円 ／ 箱入：5,100 円

ふろしき 素材：綿 100% サイズ：約 90cm 90cm
ハンド ( スナップピアス付） BOM 材質：牛革、ベルトタイプ

サイズ：約 2.4cmW 25cm

（税抜）

箱パッケージ

シビラ／ 50 ㎝ 風呂敷セット

フィルムパッケージ入：3,000 円 ／ 箱入：3,300 円

ふろしき 素材：綿 100% サイズ：約 50cm 50cm
ハンド ( スナップピアス付） DSS ダコタ 材質：牛革、手縫いタイプ

夢二シャンタン友禅／ 90 ㎝ 風呂敷セット
大正ロマンを代表する美人画で有名な竹久夢二
のつばきの絵柄の風呂敷とのセット商品です。大
正ポップなバッグとして楽しんでいただけます。
(パッケージは伊砂文様と同仕様）

夢二

椿／グレー

SN331-4A
SN332-4A（箱入）

夢二

椿／アズキ

SN331-4B
SN332-4B（箱入）

夢二 椿／ホワイトグレー
SN331-4C
SN332-4C（箱入）

チーフお弁当ハンドセット
ふろしき 素材：綿 100% サイズ：約 50cm 50cm
ハンド お弁当ハンド 材質：牛革、ベルトタイプ

フィルムパッケージ入：1,700 円
（税抜）

シビラ／ 50 ㎝ 風呂敷セット
シビラ小風呂敷とのセット商品です。
プチバッグ
として小物やバッグインバッグに活用できます。

フィルムパッケージ

チーフお弁当ハンドセット
チーフサイズの風呂敷(アソート）と、お弁当ハン
ドとのセット商品です。

SN341

ご注文方法

サイズ：約 1.3cmΦ 18cmＬ

チーフは在庫を常時20種類程度キープしており、ご注文個数に合わせて、弊社でセレクトして納品
させていただいております。柄指定のご注文には対応できませんのでご了承下さい。

マルガリータ／ピンク

ベソス＆ヴィーダ／パープル

ヘネロシダ／ピンク

デステ・ヨス／ピンク

SN333-3C
SN334-3C（箱入）

SN333-3K
SN334-3K（箱入）

SN333-3M
SN334-3M（箱入）

SN333-3O
SN334-3O（箱入）

マルガリータ／紺

ベソス＆ヴィーダ／レッド

ヘネロシダ／ブルー

デステ・ヨス／ブルー

SN333-3D
SN334-3D（箱入）

SN333-3L
SN334-3L（箱入）

SN333-3N
SN334-3N（箱入）

SN333-3P
SN334-3P（箱入）

箱パッケージ

（税抜）

