
Designers JAPAN  抗菌マスクケース（3ポケットタイプ）
￥400（本体価格）　      発注単位：5
マスクケース１枚入り
サイズ：約 22×H11.5cm
品　質：ポリプロピレン（抗菌材 /無機系抗菌材）　日本製

※ケースのみの商品です。マスクは入っておりません。

内側抗菌加工のマスク収納ケース
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DESIGNER［COMO］
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DESIGNER［中村 メグミ］

DESIGNER［COMO］

DESIGNER［堀内 映子］

DESIGNER［しまざき あんみ］

DESIGNER［北村 ハルコ］ DESIGNER［シマザキ ミユキ］

オカメインコとチェリー
MSK3P-013
4543479175139

English garden
MSK3P-002
4543479152048

Blue flower
MSK3P-007
4543479175078

midnight cat
MSK3P-008
4543479175085

ビションフリーゼの美容室
MSK3P-015
4543479175153

チンアナゴ
MSK3P-016
4543479175160

Pure lemon
MSK3P-021
4543479175214

マニキュア
MSK3P-009
4543479175092

ピンクの花畑
MSK3P-020
4543479175207

動物と花
MSK3P-011
4543479175115

ねこと星
MSK3P-014
4543479175146

晴れた空
MSK3P-023
4543479175238
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DESIGNER［ももろ］

DESIGNER［ひしだ ようこ］

DESIGNER［菊池 留美子］ DESIGNER［ホラグチ カヨ］

貝殻
MSK3P-017
4543479175177

深海魚
MSK3P-018
4543479175184

かば
MSK3P-019
4543479175191

花と鳥
MSK3P-022
4543479175221

colorful bear
MSK3P-010
4543479175108

コトコト積み木
MSK3P-024
4543479175245

neko sanpo
MSK3P-005
4543479152079

TOM Multi (トム マルチ)
LTDS-MSK3P-501
4543479175757

PORNIC (ポルニック)
LTDS-MSK3P-502
4543479175764

JUNE SUNSET  (ジューヌ サンセット)
LTDS-MSK3P-503
4543479175771

抗菌マスクケース（3ポケットタイプ）
￥500（本体価格）　      発注単位：5
マスクケース１枚入り
サイズ：約 22×H11.5cm
品　質：ポリプロピレン（抗菌材 /無機系抗菌材）　日本製

JUNE SUNSET / Blanc / Pétale
（ジューヌ サンセット / ブラン / ペタル）

避暑地や海沿いでの夕日の色 ..... 一年で最も日が長くなる 6 月頃、

太陽は沈む前には激しく、 沈んだ後は柔らかなゴールドに輝きますが、

空は柔らかなピンクやフランボワーズ色、 時にはオレンジ色に染まります。

この生地では激しさと柔らかさのコントラストで、 6 月の夕日のイメージを表現しています。

まるでフルーツシャーベットの様な色合いで、 思わず食べたくなるような生地になりました。

PORNIC / Blanc / Ecru
( ポルニック / ブラン / エクリュ )

Pornic は大西洋岸の素敵なビーチの名前です。 お城がある旧市街の港に面し、

かつては、 多くの芸術家や作家を静けさと穏やかさで魅了していた様に、 今日では、

バカンスの旅行者たちで賑わっています。 左右対称で柔らかく、 霧がかった配色は、

ヨウ素を含む大西洋の波しぶきの平穏さを表しています。

この生地は、 おぼろにかすむ大西洋の広大な水平線に面した海岸に、 干潮時、

ムール貝が現れる光景へと誘います。

TOM Multi

トム フィリップス （フランスの画家、 グラフィックデザイナー） が

自分の作品の額縁に描いたストライプと、 サン＆ガルセリ社の

昔の生地レシピの中にあった柄がよく似ていた事から、

2 つの柄をミックスして作られたのがこの生地です。

レ ・ トワール ・ デュ ・ ソレイユの中でも色が多く、 生地を織り上げるのに

非常に手間と時間のかかる生地ですが、 長年人気の定番柄です。

（トム マルチ）

フランス語で｢太陽の生地｣を意味する｢レ ・ トワール ・ デュ ・ ソレイユ」。

フランス最南端の村｢サンローラン ・ ドゥ ・ セルダン｣で 1860 年から続く

伝統的な生地工場から生まれました。マルチストライプの生地が特徴で、

カタルーニャ地方の爽やかな気候を表したような鮮やかなパターンから

シンプルなパターンまで、 いずれも魅力ある風合いを持っています。

プレーリードッグでは、 100 種類以上ある｢レ ・ トワール ・ デュ ・ ソレイユ｣の

テキスタイルデザインの中から、 人気の 3 柄をピックアップしました。 
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DSN-MSK3P-028
4543479175313

DSN-MSK3P-029
4543479175320

DSN-MSK3P-030
4543479175337

DSN-MSK3P-031
314543479175344

DSN-MSK3P-032
4543479175351

2020 年 9月 8日発売予定

抗菌マスクケース（3ポケットタイプ）
￥500（本体価格）　発注単位：5
マスクケース1枚入り
   サイズ：約H22.0×W11.5cm
品　質：ポリプロピレン（抗菌剤/無機系抗菌剤）　日本製

オアシスデート /ミッキー&ミニー ガーリースタイル /ミニー

ボタニカル /くまのプーさん ダンボ

Dogs




