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2018 Spring & Summer Collection
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クッション

［BOG-181006］

28,080 円 税込（本体 26,000円）
約 46.5× 46.5cm

ベージュ

ミニクッション

［BOG-181004］

17,280 円 税込（本体 16,000円）
約 29× 29cm
ベージュ

ミニラグマット

［BOG-181009］

16,200 円 税込（本体 15,000円）
約 40× 50cm
ベージュ

BOTANICAL GARDEN  ボタニカルガーデン 1月発売予定

エプロン

［BOG-181007］

23,760円 税込（本体 22,000円）
総丈 約 75cm
ベージュ

ティッシュ BOXカバー
［BOG-181008］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
ベージュ

約 17× 31cm

インテリアマット

［BOG-181010］

21,600 円 税込（本体 20,000円）
約 60× 74cm
ベージュ

※インテリアクロスはご注文をいただいてからお作りいたします。

118,800円 税込（本体 110,000円）  約 150× 250cm  ベージュ /茶 

http://feiler.jp/shop/g/g1786182110044000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786181610084000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786182110064000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786182410074000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786181810094000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786181810104000/


54

BOTANICAL GARDEN  ボタニカルガーデン 1月発売予定

ポーチ

［BOG-181002］

8,640 円 税込（本体 8,000円）
約 13× 22× 3cm

ベージュ

バッグ

［BOG-181000］

36,720 円 税込（本体 34,000円）
約 21× 28× 12cm

ベージュ

マルチケース

［BOG-181003］

16,200 円 税込（本体 15,000円）
約 25.5× 18× 2.5cm

ベージュ

バッグ

［BOG-181001］

43,200 円 税込（本体 40,000円）
約 28 × 41× 13cm

ベージュ

ストール

［JEBOG-181011］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
約 184× 50cm
ベージュ

バッグ

［LUS-150049］

29,160 円 税込（本体 27,000円）
約 25× 36× 13cm

グレー

ポシェット

［LUS-181012］

12,960 円 税込（本体 12,000円）
約 14× 16× 2cm

グレー

ポーチ

［LUS-181016］

5,400 円 税込（本体 5,000円）
約 9.5× 16.5× 2cm

グレー

ストール

［JELUS-181021］

16,200 円 税込（本体 15,000円）
約 180× 60cm

グレー /ペールピンク

バッグ

［LUS-181013］

21,600 円 税込（本体 20,000円）
約 17× 25× 9cm

グレー

便利ポーチ

［LUS-181017］

14,040円 税込（本体 13,000円）
約 10× 20× 3cm

グレー

ショルダーバッグ

［LUS-181014］

24,840 円 税込（本体 23,000円）
約 18× 25× 7cm

グレー

LUSCIOUS  ラシャス 1月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1786181110004000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786181110014000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786181210024000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786181210034000/
http://feiler.jp/shop/g/g1786182810114000/
http://feiler.jp/shop/g/g1509181110121600/
http://feiler.jp/shop/g/g1509181110131600/
http://feiler.jp/shop/g/g1509181110141600/
http://feiler.jp/shop/g/g1509151100491600/
http://feiler.jp/shop/g/g1509181210161600/
http://feiler.jp/shop/g/g1509181210171600/
http://feiler.jp/shop/g/g1509182810217100/
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HEIDI  ハイジ 1月発売予定

ショルダーバッグ

［JHE-181022］［JHE-171338］
サファリベージュ ブラック

30,240 円 税込（本体 28,000円）
約 32× 41× 13cm

ポーチインポーチ

［HE-181025］［HE-171019］
サファリベージュ ブラック

15,120 円 税込（本体 14,000円）
約 13× 21× 1.5cm

リュック

［JHE-181023］［JHE-171339］
サファリベージュ ブラック

34,560 円 税込（本体 32,000円）
約 39× 32× 12cm

小銭入れ

［HE-181024］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 9.5× 9× 1.5cm

サファリベージュ / ブラック

バッグ

［HEMP-171023］

10,260 円 税込（本体 9,500円）
約 20× 30× 9cm

サファリベージュ / ブラック

ポーチ

［HE-171016］

4,320 円 税込（本体 4,000円）
約 9× 14cm

サファリベージュ / ブラック

ポーチ

［HEMP-171022］

5,184 円 税込（本体 4,800円）
約 25× 30cm

サファリベージュ / ブラック

バッグインミニトート

［HE-161371］

14,040 円 税込（本体 13,000円）
約 15× 21× 7cm

サファリベージュ / ブラック

携帯バッグ

［JHE-171026］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 38× 40cm

サファリベージュ / ブラック

ショルダーバッグ

［HE-171012］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
約 16× 26× 6cm

サファリベージュ / ブラック

ポーチ

［HEMP-171021］

3,456 円 税込（本体 3,200円）
約 15× 20cm

サファリベージュ / ブラック

http://feiler.jp/shop/g/g1268171110124400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268161213714400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210164400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268181310244400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268181310241900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268181310244400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210191900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171110261900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171110234400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210214400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210224400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268181110224400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171113381900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171113391900/
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WALLET COLLECTION  ウォレットコレクション 2月発売予定

ハイジ
長財布

［JHE-181041］

18,360 円 税込（本体 17,000円）
約 9× 19× 2.5cm

サファリベージュ /ブラック

ゼラニウム
長財布

［GER-181044］

21,600 円 税込（本体 20,000円）
約 10× 19.5× 2cm

ブラック

デイジーロンド
長財布

［DAR-181042］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
約 9× 19× 3cm

ブラック

プリーマアンジェリケ
二つ折り財布

［PRA-181043］

20,520 円 税込（本体 19,000円）
約 9.5× 14× 3cm
チャコールグレー

ゴラローズ
小銭入れ

［GOR-181040］

7,560円 税込（本体 7,000円）
約 9.5× 9× 1.5cm

ブラック

雨晴兼用折り畳み傘

［JEHE-181045］［JEHE-171029］
サファリベージュ ブラック

16,200 円 税込（本体 15,000円）
親骨の長さ 約 50cm

雨晴兼用長傘

［JEHE-171030］

18,360 円 税込（本体 17,000円）
親骨の長さ 約 60cm

サファリベージュ / ブラック

ワイヤーポーチ

［CHE-171024］

10,260 円 税込（本体 9,500円）
約 10× 18× 7cm

サファリベージュ / ブラック

ボトルポーチ

［CHE-171025］

5,940 円 税込（本体 5,500円）
約 22× 7.5× 7.5cm

サファリベージュ / ブラック

バッグ

［CHE-181026］

6,480 円 税込（本体 6,000円）
約 19× 28× 9cm

サファリベージュ / ブラック

傘袋

［JEHE-171028］

5,292円 税込（本体 4,900円）
約 75× 13cm

サファリベージュ / ブラック

HEIDI  ハイジ 1月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1268181110264400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268172910304400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210254400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210251900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268172910291900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268171210244400/
http://feiler.jp/shop/g/g1268172910284400/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181310401900/
http://feiler.jp/shop/g/g1742181310421900/
http://feiler.jp/shop/g/g1718181310431800/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181310441900/
http://feiler.jp/shop/g/g1268181310414400/
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キッチンマット

［MOS-181038］

43,200 円 税込（本体 40,000円）
約 45× 180cm
シルバーグレー

ティッシュ BOXカバー
［MOS-181036］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 17× 31cm

ペールピンク /シルバーグレー

バスマット

［MOS-181034］

16,200 円 税込（本体 15,000円）
約 57× 85cm

ペールピンク /シルバーグレー

バスマット

［MOS-181037］

17,280 円 税込（本体 16,000円）
約 45× 60cm
シルバーグレー

キッチンマット

［MOS-181035］
21,600 円 税込（本体 20,000円）

約 57× 120cm
ペールピンク /シルバーグレー

スリッパ（ヒール無）

［MOS-181032］

9,720 円 税込（本体 9,000円）
約 25.5cm

ペールピンク /シルバーグレー

スリッパ（ヒール有）

［MOS-181031］

8,640 円 税込（本体 8,000円）
約 24.5cm

ペールピンク /シルバーグレー

MOSAIC FLOR A  モザイクフローラ

トイレマット

［MOS-181033］

12,960 円 税込（本体 12,000円）
約 60× 60cm

ペールピンク /シルバーグレー

エプロン

［MOS-181039］

32,400 円 税込（本体 30,000円）
総丈 約 80cm

ペールピンク /シルバーグレー

2月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1787181810331100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181810341100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181810351100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181810381000/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181810371000/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181610361100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787182410391100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181910317100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181910311100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181910327100/
http://feiler.jp/shop/g/g1787181910321100/
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GER ANIUM  ゼラニウム

ショルダーバッグ

［GER-181057］

16,200 円 税込（本体 15,000円）
約 17× 25× 6cm

ブラック

3月発売予定

バッグ

［GER-181058］

23,760 円 税込（本体 22,000円）
約 31× 32× 10cm

ブラック

2WAYバッグ
［GER-181059］

30,240 円 税込（本体 28,000円）
約 24× 27× 9cm

ブラック

バッグ

［GER-181060］

36,720円 税込（本体 34,000円）
約 25× 37× 11cm

ブラック

サイドポーチ

［GER-181063］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 10× 15.5× 2cm

ブラック

手付き巾着

［GER-181091］

9,720 円 税込（本体 9,000円）
約 19× 22× 2cm

ブラック

マルチケース

［GER-181065］

11,880 円 税込（本体 11,000円）
約 17× 12.5× 1.5cm

ブラック

メガネケース

［GER-181062］

5,940 円 税込（本体 5,500円）
約 7.5× 17× 3cm

ブラック

ポーチ

［GER-181061］

5,400 円 税込（本体 5,000円）
約 9.5× 16.5× 2cm

ブラック

便利ポーチ

［GER-181066］

14,040 円 税込（本体 13,000円）
約 10× 20× 3cm

ブラック

http://feiler.jp/shop/g/g1789181110571900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181110581900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181110591900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181110601900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181210611900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181210911900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181410621900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181210661900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181210631900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181210651900/
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クッション

［GER-607P］

22,680 円 税込（本体 21,000円）
約 35× 35cm（フリル除く）
ブラック / アイボリー

ストール

［JEGER-181075］

15,120 円 税込（本体 14,000円）
約 180× 53cm

ブラック / アイボリー

帽子

［JEGER-181074］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
頭囲 約 56～ 58cm
ブラック / アイボリー

スリッパ（ヒール有）

［GER-181068］

8,640 円 税込（本体 8,000円）
約 24.5cm
ブラック

クッション

［GER-606P］

34,560円 税込（本体 32,000円）
約 46.5× 46.5cm（フリル除く）

ブラック / アイボリー

晴雨兼用長傘

［JEGER-181076］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
親骨の長さ 約 50cm

ホワイト

晴雨兼用長傘

［JEGER-181077］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
親骨の長さ 約 50cm

ブラック

インテリアマット

［GER-187640］

29,160 円 税込（本体 27,000円）
約 60× 90cm
ブラック

スリッパ（ヒール無）

［GER-181069］

9,720 円 税込（本体 9,000円）
約 25.5cm
ブラック

靴下

［JEGER-181073］

2,052円 税込（本体 1,900円）
約 22～ 24cm
ブラック

エプロン

［GER-181070］

28,080 円 税込（本体 26,000円）
総丈 約 80cm

ブラック / アイボリー

GER ANIUM  ゼラニウム 3月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1789182810740200/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182810731900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182810751900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182410700200/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181910681900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182106071900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181910691900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182106060200/
http://feiler.jp/shop/g/g1789181876401900/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182910760100/
http://feiler.jp/shop/g/g1789182910771900/
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バッグ

［POYF-181150］

9,504 円 税込（本体 8,800円）
約 28× 40× 12cm
ブラック / グレー

POSY  ポージー ファイユ

バッグ

［POYF-181149］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 22× 33× 10cm
ブラック / グレー

6月発売予定

POPPIES  ポピーズ スクリーンメッシュ 3月発売予定

ポーチ

［DAR-181067］

10,800 円 税込（本体 10,000円）
約 14× 25× 6cm

ブラック

ショルダーバッグ

［DARME-181081］

14,040 円 税込（本体 13,000円）
約 14× 25× 3cm

ブラック

バッグ

［DARME-181083］

30,240 円 税込（本体 28,000円）
約 23× 34× 12cm

ブラック

ショルダーバッグ

［POSM-181086］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
約 15× 26× 10cm

ブラック

バッグ

［POSM-181087］

23,760 円 税込（本体 22,000円）
約 22× 33× 9cm

ブラック

バッグ

［DARME-181082］

21,600 円 税込（本体 20,000円）
約 26× 29× 9cm

ブラック

ストール

［JEDAR-181085］

15,120 円 税込（本体 14,000円）
約 182× 50cm
ホワイト /ブラック

DAISY RONDO  デイジーロンド &デイジーロンド モールチュール 3月発売予定

PR IMA ANGELIQUE  プリーマアンジェリケ ラコタメッシュ 3月発売予定

バッグ

［PRAKM-181080］

29,160 円 税込（本体 27,000円）
約 27× 37× 10cm
チャコールグレー

バッグ

［PRAKM-181078］

21,600 円 税込（本体 20,000円）
約 18× 33× 17cm
チャコールグレー

ショルダーバッグ

［PRAKM-181079］

24,840 円 税込（本体 23,000円）
約 17× 26× 7cm
チャコールグレー

ポーチ

［POSM-181088］
5,400 円 税込（本体 5,000円）

約 13× 21cm
ブラック

http://feiler.jp/shop/g/g1742181110811900/
http://feiler.jp/shop/g/g1742181210671900/
http://feiler.jp/shop/g/g1742181110831900/
http://feiler.jp/shop/g/g1742181110821900/
http://feiler.jp/shop/g/g1742182810851900/
http://feiler.jp/shop/g/g1718181110781800/
http://feiler.jp/shop/g/g1718181110791800/
http://feiler.jp/shop/g/g1718181110801800/
http://feiler.jp/shop/g/g1377181110861900/
http://feiler.jp/shop/g/g1377181210881900/
http://feiler.jp/shop/g/g1377181110871900/
http://feiler.jp/shop/g/g1565181111491500/
http://feiler.jp/shop/g/g1565181111501500/
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GOR A ROSE  ゴラローズ 4月発売予定

バッグ

［GOR-181098］

20,520 円 税込（本体 19,000円）
約 17× 22× 12cm

ブラック

ポシェット

［GOR-181097］

14,040 円 税込（本体 13,000円）
約 12× 16× 6cm

ブラック

ティッシュケース

［GOR-181101］

3,456 円 税込（本体 3,200円）
約 10× 14cm
ブラック

ポーチ

［GOR-181102］

4,104 円 税込（本体 3,800円）
約 9× 13.5× 1.5cm

ブラック

ショルダーバッグ

［GOR-181099］

24,840 円 税込（本体 23,000円）
約 20× 28× 6cm

ブラック

プティペンケース

［GOR-181100］

3,240 円 税込（本体 3,000円）
約 4.5× 16cm
ブラック

http://feiler.jp/shop/g/g1798181110971900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181110981900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181110991900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181211021900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181211011900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181511001900/
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手付き巾着

［GOR-181091］

9,720 円 税込（本体 9,000円）
約 19× 22× 2cm

ブラック

ティッシュポーチ

［GOR-181105］

7,020 円 税込（本体 6,500円）
約 16× 11cm
ブラック

ポーチ

［GOR-181103］

5,400 円 税込（本体 5,000円）
約 11× 16.5× 3cm

ブラック

メガネケース

［GOR-181104］

5,940 円 税込（本体 5,500円）
約 7.5× 17× 3cm

ブラック

ボトルポーチ

［GOR-181107］

9,720 円 税込（本体 9,000円）
約 14× 6× 6cm

ブラック

マルチケース

［GOR-181108］

11,880 円 税込（本体 11,000円）
約 17× 12.5× 1.5cm

ブラック

パスケース

［GOR-181106］

8,100 円 税込（本体 7,500円）
約 10.5× 7cm
ブラック

GOR A ROSE  ゴラローズ

スリッパ（ヒール有）

［GOR-181112］

8,640 円 税込（本体 8,000円）
約 24.5cm
ブラック

ショッピングバッグ

［PGOR-187607］

4,320 円 税込（本体 4,000円）
約 24× 23× 12cm

ブラック

雨晴兼用折り畳み傘

［JEGOR-181117］

18,360 円 税込（本体 17,000円）
親骨の長さ 約 50cm

ブラック

エプロン

［GOR-181113］

28,080 円 税込（本体 26,000円）
総丈 約 80cm
ブラック

ショッピングバッグ

［PGOR-187608］

5,400 円 税込（本体 5,000円）
約 30× 29× 13cm

ブラック

長日傘

［JEGOR-181118］

20,520 円 税込（本体 19,000円）
親骨の長さ 約 50cm

ブラック

スリッパ（ヒール無）

［GOR-181111］

8,640 円 税込（本体 8,000円）
約 23.5cm
ブラック

エプロン

［PGOR-181114］

12,960 円 税込（本体 12,000円）
総丈 約 92cm
ブラック

帽子

［JEGOR-181116］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
頭囲 約 55.5～ 57cm
ブラック / ホワイト

4月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1798181211031900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181411041900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181211051900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181311061900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181210911900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181211071900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181211081900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798182411141900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798182411131900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181176081900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181911121900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181911111900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798181176071900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798182811160100/
http://feiler.jp/shop/g/g1798182911171900/
http://feiler.jp/shop/g/g1798182811181900/


2322

長日傘

［JEPOL-181124］

21,600 円 税込（本体 20,000円）
親骨の長さ 約 50cm
ブラック / ホワイト

バッグ

［POL-181120］

31,320 円 税込（本体 29,000円）
約 28× 38× 10cm
ブラック / ホワイト

ポーチ

［POL-181121］

6,480 円 税込（本体 6,000円）
約 10× 20× 7cm
ブラック / ホワイト

ショルダーバッグ

［POL-181119］

17,280 円 税込（本体 16,000円）
約 18× 25× 5cm
ブラック / ホワイト

バイザー

［JEPOL-181123］

14,040 円 税込（本体 13,000円）
頭囲 約 56～ 59cm

ブラック

POPPIES L ACE  ポピーズ レース 4月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1377181111191900/
http://feiler.jp/shop/g/g1377181111201900/
http://feiler.jp/shop/g/g1377182811231900/
http://feiler.jp/shop/g/g1377181211211900/
http://feiler.jp/shop/g/g1377182811240100/


2524

PASSION FLOWER  パッションフラワー

雨晴兼用長傘

［JEPAF-181139］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
親骨の長さ 約 60cm

ブラック

ポーチ

［PAF-181135］

6,480円 税込（本体 6,000円）
約 11× 23.5× 3.5cm
ブラック / アイボリー

バッグ

［PAF-181134］

34,560 円 税込（本体 32,000円）
約 23× 38× 13cm
ブラック / アイボリー

バッグ

［PAFLC-181137］

20,520 円 税込（本体 19,000円）
約 30× 40× 10cm

アイボリー

メガネケース

［PAF-181136］

7,020 円 税込（本体 6,500円）
約 8× 18.5× 5.5cm
ブラック / アイボリー

バッグ

［UNI-181133］

30,240 円 税込（本体 28,000円）
約 23× 34× 13cm

ディープオレンジ / ベージュ

5月中旬発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1833181411361900/
http://feiler.jp/shop/g/g1833181411360200/
http://feiler.jp/shop/g/g1833181111370200/
http://feiler.jp/shop/g/g1833182911391900/
http://feiler.jp/shop/g/g1413181111334100/
http://feiler.jp/shop/g/g1833181111340200/
http://feiler.jp/shop/g/g1833181211350200/


2726

バッグ

［RUS-181053］

38,880 円 税込（本体 36,000円）
約 20× 28× 10cm

ネイビー

RUST Y DENIM  ラスティデニム 2月発売予定

ミニウォレット

［RUS-181056］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
約 10× 11× 3cm

ネイビー

カードウォレット

［WWU-181095］

24,840 円 税込（本体 23,000円）
約 11× 20× 2cm

ライトグレー /ペールグリーン

W WU  ワーキングウーマンユニ

バッグ

［WWU-181093］

41,040 円 税込（本体 38,000円）
約 21× 31× 13cm

グレー /ミディアムブラウン

バッグ

［WWU-181094］

46,440 円 税込（本体 43,000円）
約 36× 40× 10cm

グレー /ミディアムブラウン

3月発売予定

ポーチ

［RUS-181055］

8,964 円 税込（本体 8,300円）
約 11× 14× 7cm

ネイビー

バッグ

［RUS-181054］

43,200 円 税込（本体 40,000円）
約 28× 42× 14cm

ネイビー

http://feiler.jp/shop/g/g1785181310569800/
http://feiler.jp/shop/g/g1785181210559800/
http://feiler.jp/shop/g/g1785181110549800/
http://feiler.jp/shop/g/g1785181110539800/
http://feiler.jp/shop/g/g1494181110934600/
http://feiler.jp/shop/g/g1494181110944600/
http://feiler.jp/shop/g/g1494181310951300/
http://feiler.jp/shop/g/g1494181310952100/


2928

AFR ICAN MARKET  アフリカンマーケット

クッション

［AFM-8000P］

22,680 円 税込（本体 21,000円）
約 40× 40cm
ホワイト

インテリアマット

［AFM-181130］

19,440 円 税込（本体 18,000円）
約 50× 74cm
ホワイト

ポーチ

［AFM-181127］
10,800 円 税込（本体 10,000円）

約 22× 30cm
ホワイト

バッグ

［AFM-181125］

41,040 円 税込（本体 38,000円）
約 33× 37× 12cm

ホワイト

クッション

［AFM-181128］

12,960 円 税込（本体 12,000円）
約 22× 46cm
ホワイト

ポーチ

［AFM-181126］

9,180 円 税込（本体 8,500円）
約 11× 16× 6cm

ホワイト

ポーチ

［COQ-181148］

7,560円 税込（本体 7,000円）
約 18.5× 28cm
ネイビー

バッグ

［COQ-181145］

29,160 円 税込（本体 27,000円）
約 27× 30× 10cm

ネイビー

バッグ

［COQ-181146］

37,800 円 税込（本体 35,000円）
約 33× 39× 15cm

ネイビー

COQUILL AGE  コキヤージュ

ポーチ

［COQ-181147］

7,020 円 税込（本体 6,500円）
約 12× 16× 5cm

ネイビー

4月発売予定 6月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1788181111250100/
http://feiler.jp/shop/g/g1788181211260100/
http://feiler.jp/shop/g/g1788181211270100/
http://feiler.jp/shop/g/g1788182111280100/
http://feiler.jp/shop/g/g1788182180000100/
http://feiler.jp/shop/g/g1788181811300100/
http://feiler.jp/shop/g/g1784181111459900/
http://feiler.jp/shop/g/g1784181111469900/
http://feiler.jp/shop/g/g1784181211479900/
http://feiler.jp/shop/g/g1784181211489900/


3130

ボトルポーチ

［BSP-181049］［BSB-181049］
PINK　　　　　　　　 BLUE

8,100 円 税込（本体 7,500円）
約 18× 6× 6cm
アイボリー

マルチケース

［BSP-181050］［BSB-181050］
PINK　　　　　　　　 BLUE

14,040 円 税込（本体 13,000円）
約 24× 17× 2cm
アイボリー

サッキングパッド

［BSP-181047］［BSB-181047］
PINK　　　　　　　　 BLUE

6,480 円 税込（本体 6,000円）
約 15× 22cm
アイボリー

靴下

［JEBSP-181051］［JEBSB-181051］
PINK　　　　　　     　　 BLUE

1,728 円 税込（本体 1,600円）
約 11～ 12cm
アイボリー

スタイ

［BSP-181046］［BSB-181046］
PINK　　　　　　　　 BLUE

4,860 円 税込（本体 4,500円）
約 13× 21.5cm
アイボリー

BABY SHOWER  ベビーシャワーピンク / ベビーシャワーブルー

巾着

［BSP-181048］［BSB-181048］
PINK　　　　　　　　 BLUE

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 26× 22cm
アイボリー

2月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1834182210460200/
http://feiler.jp/shop/g/g1834181210500200/
http://feiler.jp/shop/g/g1834182210470200/
http://feiler.jp/shop/g/g1835182210470200/
http://feiler.jp/shop/g/g1834182210510200/
http://feiler.jp/shop/g/g1835182210510200/
http://feiler.jp/shop/g/g1834181210480200/
http://feiler.jp/shop/g/g1834181210490200/
http://feiler.jp/shop/g/g1835181210490200/


3332

ペンケース

［BLF-181028］

4,320 円 税込（本体 4,000円）
約 7.5× 18.5× 2cm

ホワイト

ボトルポーチ

［GOS-181092］

8,100 円 税込（本体 7,500円）
約 18× 6× 6cm
アイボリー / ネイビー

巾着

［BLF-181029］

6,264 円 税込（本体 5,800円）
約 21× 22cm
ホワイト

ポーチ

［GOS-181109］

7,560 円 税込（本体 7,000円）
約 18.5× 24.5cm
アイボリー / ネイビー

BELLFLOWER  ベルフラワー

GO SAIL ING!  ゴーセーリング！

ポーチ

［BLF-181027］

3,240 円 税込（本体 3,000円）
約 7× 12× 1cm

ホワイト

バッグ

［GOS-181089］

15,120 円 税込（本体 14,000円）
約 16× 18× 8cm
アイボリー / ネイビー

ポーチ

［BLF-181030］

4,860 円 税込（本体 4,500円）
約 13.5× 19.5cm

ホワイト

ポーチ

［GOS-181090］

5,940 円 税込（本体 5,500円）
約 12.5× 19cm

アイボリー / ネイビー

1月発売予定

3月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1792181210270100/
http://feiler.jp/shop/g/g1792181210300100/
http://feiler.jp/shop/g/g1792181210280100/
http://feiler.jp/shop/g/g1792181210290100/
http://feiler.jp/shop/g/g1791181110890200/
http://feiler.jp/shop/g/g1791181110899800/
http://feiler.jp/shop/g/g1791181210920200/
http://feiler.jp/shop/g/g1791181210900200/
http://feiler.jp/shop/g/g1791181211090200/


3534

JUNGLE BANANA  ジャングルバナナ 5月発売予定

P a t t e r n s  &  C o l o r s  パターンズ＆カラーズ

ポーチ

［JBA-181142］

6,804 円 税込（本体 6,300円）
約 13× 20× 6.5cm
ペールアプリコット

マルチケース

［JBA-181144］

14,040 円 税込（本体 13,000円）
約 23× 17× 1.5cm
ペールアプリコット

ポーチ

［JBA-181141］

5,400 円 税込（本体 5,000円）
約 11× 16.5× 3cm
ペールアプリコット

バッグ

［JBA-181140］

15,120 円 税込（本体 14,000円）
約 16× 31× 15cm
ペールアプリコット

手付き巾着

［JBA-181091］

9,720 円 税込（本体 9,000円）
約 19× 22× 2cm
ペールアプリコット

ボトルポーチ

［JBA-181143］

8,100 円 税込（本体 7,500円）
約 18× 6× 6cm
ペールアプリコット

http://feiler.jp/shop/g/g1796181111405100/
http://feiler.jp/shop/g/g1796181210915100/
http://feiler.jp/shop/g/g1796181211415100/
http://feiler.jp/shop/g/g1796181211425100/
http://feiler.jp/shop/g/g1796181211435100/
http://feiler.jp/shop/g/g1796181211445100/


3736

RUSTY DENIM 
ラスティデニム

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
シルバーグレー / ペールピンク

CONCERTO
コンチェルト 2月発売予定2月発売予定

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
アイボリー×紫 / ブラック

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
アイボリー / ペールブルー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ホワイト×ピンク / ブラック

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm　シルバーグレー

ゲスト

5,940円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm
アイボリー×紫 / ブラック×赤

ゲスト

5,940 円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm
ホワイト×ピンク / ブラック

ゲスト

5,940 円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm　シルバーグレー

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
アイボリー×紫 / ブラック×赤

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
ホワイト×ピンク / ブラック

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm　シルバーグレー

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
アイボリー×紫 / ブラック×赤

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm　シルバーグレー

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
アイボリー×紫 / ブラック×赤

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm　シルバーグレー

GERANIUM
ゼラニウム

FLORAL CROWN
フロ－ラルクラウン　 

GORA ROSE
ゴラロ－ズ　 

MOSAIC FLORA
モザイクフロ－ラ　 

BOTANICAL GARDEN
ボタニカルガーデン

1月発売予定 1月発売予定1月発売予定 4月発売予定

1月発売予定

2月発売予定 3月発売予定

1月発売予定

3月発売予定

ウォッシュ

3,240 円 税込（本体 3,000 円）

約 30× 30cm
ベージュ

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
ベージュ×茶

プティクロス

20,520 円 税込（本体 19,000 円）

約 75× 100cm
ベージュ

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
ベージュ×茶

ウォッシュ

3,240 円 税込（本体 3,000 円）

約 30× 30cm
グレー / ペールピンク

LUSCIOUS
ラシャス  　 

スポーツ

11,880 円 税込（本体 11,000 円）

約 50× 100cm
グレー

バス

28,080 円 税込（本体 26,000 円）

約 75× 150cm
グレー

ハンカチ

2,376円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ターコイズブルー×赤 

WORLD TRIP JAPAN
ワールドトリップジャパン

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ネイビー×青

WORLD TRIP GERMANY
ワールドトリップジャ－マニ－

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ミディアムグリーン×青

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ペールブルー

BELLE LUMIERE
ベルルミエ－ル

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000 円）

約 20× 20cm
ホワイト×黄 / ネイビー×緑

FLOWER VIGNETTE
フラワ－ビネット　 6月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1786180130304025/
http://feiler.jp/shop/g/g1786180550104025/
http://feiler.jp/shop/g/g1786183375104025/
http://feiler.jp/shop/g/g1786180875154025/
http://feiler.jp/shop/g/g1841180125259028/
http://feiler.jp/shop/g/g1839180125259523/
http://feiler.jp/shop/g/g1840180125252528/
http://feiler.jp/shop/g/g1509180130307124/
http://feiler.jp/shop/g/g1509180550101621/
http://feiler.jp/shop/g/g1509180875151621/
http://feiler.jp/shop/g/g1787180125251021/
http://feiler.jp/shop/g/g1787180337501021/
http://feiler.jp/shop/g/g1787180437801021/
http://feiler.jp/shop/g/g1787180550101021/
http://feiler.jp/shop/g/g1787180875151021/
http://feiler.jp/shop/g/g1785180125259828/
http://feiler.jp/shop/g/g1842180125257124/
http://feiler.jp/shop/g/g1843180125259028/
http://feiler.jp/shop/g/g1789180125251922/
http://feiler.jp/shop/g/g1789180337500229/
http://feiler.jp/shop/g/g1789180437800229/
http://feiler.jp/shop/g/g1789180550100229/
http://feiler.jp/shop/g/g1789180875150229/
http://feiler.jp/shop/g/g1798180125251922/
http://feiler.jp/shop/g/g1798180337500124/
http://feiler.jp/shop/g/g1798180437800124/
http://feiler.jp/shop/g/g1844180120209927/


3938

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ベージュ / ライトブルー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ベージュ / ライトブルー

MY KITTEN
マイキトゥン

MY PUPPY
マイパピー　

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ディープオレンジ / ネイビー 

COQUILLAGE
コキヤ－ジュ

AFRICAN MARKET
アフリカンマ－ケット 4月発売予定 6月発売予定

ウォッシュ

3,240 円 税込（本体 3,000 円）

約 30× 30cm
ホワイト×グレー

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
ホワイト×グレー スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
ネイビー

プティバス

15,660 円 税込（本体 14,500 円）

約 75× 75cm
ホワイト×グレー

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
ネイビー

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
ホワイト×グレー

5月発売予定

ウォッシュ

3,240 円 税込（本体 3,000 円）

約 30× 30cm
アイボリー / ブラック

PASSION FLOWER
パッションフラワ－　

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
アイボリー / ブラック

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
アイボリー / ブラック

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ペールピンク / ブラック / ライトグレー

MARIANNE
マリアンヌ

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ペールグリーン / ペールイエロー

FAVORITE 
ファヴォリット

ハンド

7,560 円 税込（本体 7,000 円）

約 37× 75cm
グレー

ANEMONE
アネモネ

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
ベージュ×黄

LAUREL LEAF
ローレルリーフ

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ブラック×赤 / ホワイト×緑

BARBERA
バルベーラ

FLORA FLORA
フローラフローラ

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000 円）

約 20× 20cm
ホワイト×ピンク / ホワイト×青

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ホワイト×緑 / チャコールグレー

WATERCOLOR FLOWER
ウォーターカラーフラワー

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
クリーム×青

RITA
リタ

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ホワイト×紫

FLOWER BOX
フラワーボックス

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500円）

約 37× 80cm
ホワイト

AZULEJO FLOWER
アズレージョフラワー ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200円）

約 25× 25cm
ホワイト×青

ウォッシュ

3,240 円 税込（本体 3,000円）

約 30× 30cm
ホワイト×青

AZULEJO
アズレージョ

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ブラック / ホワイト×ピンク

SCARLET
スカーレット　

FLEURETTE 
フルレット

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ホワイト×グレー / ブラック×グレー

http://feiler.jp/shop/g/g1764170125250124/
http://feiler.jp/shop/g/g1351120125251921/
http://feiler.jp/shop/g/g1446140125250428/
http://feiler.jp/shop/g/g1760170125259228/
http://feiler.jp/shop/g/g1672160120200128/
http://feiler.jp/shop/g/g1759170125259228/
http://feiler.jp/shop/g/g1288100125250127/
http://feiler.jp/shop/g/g1624160125250128/
http://feiler.jp/shop/g/g1623160130300128/
http://feiler.jp/shop/g/g1623160437800120/
http://feiler.jp/shop/g/g1729170125253026/
http://feiler.jp/shop/g/g1716170125251821/
http://feiler.jp/shop/g/g1396090125251321/
http://feiler.jp/shop/g/g1013170437751521/
http://feiler.jp/shop/g/g1741170437804126/
http://feiler.jp/shop/g/g1730170125250129/
http://feiler.jp/shop/g/g1788180130300121/
http://feiler.jp/shop/g/g1788180950100121/
http://feiler.jp/shop/g/g1788180775750121/
http://feiler.jp/shop/g/g1788180975150121/
http://feiler.jp/shop/g/g1833180130301922/
http://feiler.jp/shop/g/g1833180550100226/
http://feiler.jp/shop/g/g1833180875150226/
http://feiler.jp/shop/g/g1784180125259928/
http://feiler.jp/shop/g/g1784180550109928/
http://feiler.jp/shop/g/g1784180875159928/
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ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ブラック×緑

POPPIES 
ポピーズ

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ブラック×紫

PARADIS 
パラディス

ウォッシュ

3,240 円 税込（本体 3,000円）

約 30× 30cm
アイボリー×緑 / グレー

ALWAYS HAPPY
オールウェイズハッピー

PRIMA ANGELIQUE 
プリーマアンジェリケ

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ライトブルー / チャコールグレー

ゲスト

5,940 円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm
ライトブルー / チャコールグレー

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
ライトブルー / チャコールグレー

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
ライトブルー / チャコールグレー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ブラック / アイボリー

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
ブラック / アイボリー

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
ブラック / アイボリー

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
ブラック / アイボリー

GRACE ROSE
グレースローズ　 

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
シルバーグレー / ブラック

ゲスト

5,400 円 税込（本体 5,000円）

約 37× 50cm
シルバーグレー×グレー / ブラック×紫

ハンド

9,180 円 税込（本体 8,500円）

約 37× 80cm
シルバーグレー×グレー / ブラック×紫

スポーツ

11,880 円 税込（本体 11,000円）

約 50× 100cm
シルバーグレー×グレー / ブラック×紫

バス

28,080 円 税込（本体 26,000円）

約 75× 150cm
シルバーグレー×グレー / ブラック×紫

POSY
ポージー　 

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
チャコールグレー×グレー / ペールアプリコット×ピンク

ゲスト

5,940 円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm
チャコールグレー×グレー / ペールアプリコット×ピンク

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
チャコールグレー×グレー / ペールアプリコット×ピンク

AIMABLE
エマーブル　 

LABYRINTH 
ラビリンス

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
グレー / ホワイト×紫 / ブラック×緑

バス

28,080 円 税込（本体 26,000円）

約 75× 150cm
ホワイト×紫 / ブラック×緑

スポーツ

11,880 円 税込（本体 11,000円）

約 50× 100cm
ホワイト×紫 / ブラック×緑

ゲスト

5,400 円 税込（本体 5,000円）

約 37× 50cm
ホワイト×紫 / ブラック×緑

ハンド

9,180 円 税込（本体 8,500円）

約 37× 80cm
ホワイト×紫 / ブラック×緑

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ブラック×グレー / ホワイト×ピンク

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ブラック / ホワイト

スポーツ

12,960 円 税込（本体 12,000 円）

約 50× 100cm
ブラック / ホワイト×グレー

バス

31,320 円 税込（本体 29,000 円）

約 75× 150cm
ブラック / ホワイト×グレー

ENGLISH ROSE
イングリッシュローズ　 

DAISY RONDO
デイジーロンド　 

http://feiler.jp/shop/g/g1751170125250326/
http://feiler.jp/shop/g/g1751170437801922/
http://feiler.jp/shop/g/g1751170550101922/
http://feiler.jp/shop/g/g1751170875151922/
http://feiler.jp/shop/g/g1718170125251821/
http://feiler.jp/shop/g/g1718170337509228/
http://feiler.jp/shop/g/g1718170550109228/
http://feiler.jp/shop/g/g1718170875159228/
http://feiler.jp/shop/g/g1744170125255024/
http://feiler.jp/shop/g/g1744170337501821/
http://feiler.jp/shop/g/g1744170437801821/
http://feiler.jp/shop/g/g1279090125251927/
http://feiler.jp/shop/g/g1377050125251929/
http://feiler.jp/shop/g/g1642160130301621/
http://feiler.jp/shop/g/g1742170125250120/
http://feiler.jp/shop/g/g1742170550101922/
http://feiler.jp/shop/g/g1742170875151922/
http://feiler.jp/shop/g/g1745170125250124/
http://feiler.jp/shop/g/g1432140125251927/
http://feiler.jp/shop/g/g1432140337500129/
http://feiler.jp/shop/g/g1432140437800129/
http://feiler.jp/shop/g/g1432140550100129/
http://feiler.jp/shop/g/g1432140875150129/
http://feiler.jp/shop/g/g1565150125251922/
http://feiler.jp/shop/g/g1565150337501121/
http://feiler.jp/shop/g/g1565150437801121/
http://feiler.jp/shop/g/g1565150550101121/
http://feiler.jp/shop/g/g1565150875151121/
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JUNGLE BANANA
ジャングルバナナ

GO SAILING!
ゴ－セーリング !　

スタイ

3,024 円 税込（本体 2,800円）

約 25× 30cm
ホワイト / ペールブルー / ペールピンク

JOYFUL
ジョイフル

HEIDI
ハイジ

HEIDI
ハイジ

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ホワイト×黄 / ネイビー×赤

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ホワイト / ペールブルー / ペールピンク /ベージュ

※ベージュは 1月発売予定

ハンド

9,180 円 税込（本体 8,500円）

約 37× 80cm
ホワイト / ペールブルー / ペールピンク

プティバス

14,040 円 税込（本体 13,000円）

約 75× 75cm
ホワイト / ペールブルー / ペールピンク

スタイ

2,916 円 税込（本体 2,700円）

約 25× 25cm
ホワイト×黄 / ネイビー×赤

スポーツ

11,880 円 税込（本体 11,000円）

約 50× 100cm
ホワイト×黄 / ネイビー×赤

プティバス

14,040 円 税込（本体 13,000円）

約 75× 75cm
ホワイト×黄 / ネイビー×赤

BABY SHOWER
ベビ－シャワ－ ピンク
ベビ－シャワ－ ブルー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
アイボリー

スタイ

3,132円 税込（本体 2,900 円）

約 25× 25cm
アイボリー

プティバス

15,660 円 税込（本体 14,500 円）

約 75× 75cm
アイボリー

プティ

1,620 円 税込（本体 1,500円）

約 15× 15cm
ブラック×赤 / ペールピンク / ペールブルー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ペールピンク

BELLFLOWER WREATH
ベルフラワ－リース 1月発売予定

2月発売予定
2月発売予定

1月発売予定 3月発売予定

5月発売予定

BELLFLOWER
ベルフラワ－　

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ホワイト×ピンク / ホワイト×青

ゲスト

5,940 円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm
ホワイト×ピンク / ホワイト×青 

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
ホワイト×ピンク / ホワイト×青

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
アイボリー×グレー / ネイビー×赤

ゲスト

5,940 円 税込（本体 5,500 円）

約 37× 50cm
アイボリー / ネイビー

ハンド

10,260 円 税込（本体 9,500 円）

約 37× 80cm
アイボリー / ネイビー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ペールアプリコット

BLUE

BLUE

BLUE

PINK

PINK

PINK

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ターコイズブルー

JUNGLE TAMU TAMU
ジャングルタムタム 5月発売予定

http://feiler.jp/shop/g/g1268170115159128/
http://feiler.jp/shop/g/g1268050225300120/
http://feiler.jp/shop/g/g1268130437800120/
http://feiler.jp/shop/g/g1268130775750120/
http://feiler.jp/shop/g/g1564150125259823/
http://feiler.jp/shop/g/g1564150225250126/
http://feiler.jp/shop/g/g1564150550100126/
http://feiler.jp/shop/g/g1564150775750126/
http://feiler.jp/shop/g/g1268140125254425/
http://feiler.jp/shop/g/g1846180125257024/
http://feiler.jp/shop/g/g1792180125250128/
http://feiler.jp/shop/g/g1792180337500124/
http://feiler.jp/shop/g/g1792180437800124/
http://feiler.jp/shop/g/g1835180125250226/
http://feiler.jp/shop/g/g1834180225250226/
http://feiler.jp/shop/g/g1835180225250226/
http://feiler.jp/shop/g/g1834180775750226/
http://feiler.jp/shop/g/g1791180125259823/
http://feiler.jp/shop/g/g1791180337500226/
http://feiler.jp/shop/g/g1791180437800226/
http://feiler.jp/shop/g/g1797180125259528/
http://feiler.jp/shop/g/g1796180125255126/


4544

STRAWBERRY FIELD
ストロベリーフィールド　 

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ネイビー / アイボリー×赤

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200円）

約 25× 25cm
ペールブルー×紫

LA CHOUCHOU
ラシュシュ

SWEET CROCUS
スウィートクロッカス

ハンカチ

2,160 円 税込（本体 2,000円）

約 25× 25cm
ホワイト×紫  / シルバーグレー×ピンク

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
シルバーグレー×白

BALLERINE
バレリーヌ

APPLE MIX
アップルミックス

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200円）

約 25× 25cm
ライトブルー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ホワイト×ピンク

LOVE LETTER TREE
ラブレターツリー

NICE TO MEET YOU
ナイストゥミートユー

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ベージュ

LOVE LETTER HEART
ラブレターハート

ハンカチ

2,376 円 税込（本体 2,200 円）

約 25× 25cm
ホワイト×黄

格調高く美しい花柄が伝える、感謝やお祝いのメッセージ。大切な方への贈り物として、まごころをお届けします。

ハンカチを中心とした人気のギフトを取り揃えました。

BRUGGE ブルージュ

タオルハンカチ２枚セット［BRU-S0501］

5,400 円 税込（本体 5,000円）

ハンカチ × 1 枚（ブラック）約 25× 25cm
ウォッシュ × 1 枚（ペールパープル）約 30× 30cm

箱サイズ  約 18× 25.5× 2.8cm

ウォッシュタオルセット［BRU-S0301］

3,240 円 税込（本体 3,000円）

ウォッシュ × 1枚（ペールパープル）約 30× 30cm 

箱サイズ  約 31× 31cm

ハンカチ２枚セット［BRU-S0401］

4,320 円 税込（本体 4,000円）

ハンカチ × 2 枚（ペールパープル / ブラック）
約 25× 25cm 

箱サイズ  約 26× 26× 0.8cm

タオルハンカチ３枚セット［BRU-S1001］

10,800 円 税込（本体 10,000円）

ハンカチ × 1 枚（ブラック）約 25× 25cm
ウォッシュ × 1 枚（ペールパープル）約 30× 30cm

ゲスト × 1 枚（ブラック）約 37× 50cm 

箱サイズ  約 25× 33.5× 2.8cm

ハンカチセット［BRU-S0201］

2,160 円 税込（本体 2,000円）

ハンカチ × 1 枚（ペールパープル / ブラック）約 25× 25cm 

箱サイズ  約 26× 26cm

Gif t  Se lect ion ギフトセレクション

※無料のギフトボックス入りです。

http://feiler.jp/shop/g/g1511150125250223/
http://feiler.jp/shop/g/g1176130125251124/
http://feiler.jp/shop/g/g1758170125251120/
http://feiler.jp/shop/g/g1613160125259129/
http://feiler.jp/shop/g/g1746170125254125/
http://feiler.jp/shop/g/g1714170125250124/
http://feiler.jp/shop/g/g1713170125250126/
http://feiler.jp/shop/g/g1671160125259228/
http://feiler.jp/shop/g/g1343153002018000/
http://feiler.jp/shop/g/g1343153002011900/
http://feiler.jp/shop/g/g1343153003018000/
http://feiler.jp/shop/g/g1343153004011900/
http://feiler.jp/shop/g/g1343153005011900/
http://feiler.jp/shop/g/g1343153010011900/
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歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織のブランド FEILER（フェイラー）

フェイラーはドイツの東部、チェコとの国境近くにあるホーエンベルクに位置し、ワーグナーが建てた祝祭歌

劇場のあるバイロイトからも近い、自然と歴史・文化の豊かな地方です。初代社長エルンスト・フェイラー氏は、

1928年からドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物に創意工夫を重ね、1948年にフェイラーのシュニール織

を完成させました。

フェイラーのシュニール織の特長は、厳選された原綿を熟練した職人が何十もの工程を経て織り上げること

で創り出される厚みのある柔らかな質感、優れた吸水性と乾燥性、使えば使うほど肌になじみ長持ちする風

合いです。そして、深く美しい発色とひと柄ひと柄薫り高い文化を織り込んだデザインは単なる織物の域を

超えた生活の中の芸術品です。

現在は、ハンカチやタオル、インテリアクロスをはじめ、エプロンやクッション、軽さが魅力のバッグ、ポーチ、

メガネケースなどの小物まで幅広く商品を展開し、シュニール織を代表するライフスタイルブランドとして

確固たる地位を築いています。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、

大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。フェイラーは皆さま

の暮らしに上質で幸せな時間を運び、笑顔と明日への元気をお届けいたします。

FEILER（フェイラー）のシュニール織

「シュニール」とは、フランス語で「（蚕などの）いも虫」という意味で、そのプクプクとした質感が、シュニール

織の特徴として使われるモールヤーン (モール糸 )の感触に似ていることから、シュニール織と呼ばれるよう

になったといわれています。

シュニール織の糸は、綿 100％。綿の品質は気候に左右されるため、フェイラーではあえて綿の原産地を

限定せず、繊維製品の国際的安全基準を満たしたエコテックス認定企業から、その年最も天候に恵まれた

原産地の綿を厳選して買い付けしています。また、フェイラーならではの発色の美しさは、ヨーロッパの豊か

な水の恵みによってもたらされたものです。

フェイラーでは、130色もの原糸を保有、一枚の柄には最大で 18色の糸を使用することが出来ます。厳選

された素材によって紡ぎ出された原糸を用い、幾度となく改良を重ねた織機を熟練した職人が操り、何十も

の工程を経て織り上げることで、表裏一体の美しい色柄と厚みのある柔らかな質感、優れた吸水性と乾燥性、

使えば使うほど肌になじみ風合いが長持ちする織物が完成します。フェイラーのシュニール織は、素材への

こだわりと独自の技術に支えられています。

上質な暮らしを彩る
―  Colors for Your Qua l i t y o f L i fe ―

www.feiler-jp.com

フェイラー銀座本店 

営業時間 11:00-20:00（日・祝 19:00閉店）
年中無休（年末年始除く） 
中央区銀座 5-5-8
TEL03-5537-3860 

　お問い合わせ（フェイラー カスタマーサポート）

　TEL.03-5215-7868

SHOP LIST

掲載商品につきましては、一部お取り扱いのないショップもございます。 ＊百貨店名は都道府県別 50音順

北海道・東北 

 

北海道 札幌三越 8F

 大丸札幌店 7F

 東急百貨店札幌店 6F

宮城 仙台三越 6F

 藤崎 大町館 3F

 

首都圏 

 

東京 伊勢丹新宿店 本館 6F 
  ※ハンカチ・タオルのみ取り扱い
 （一部バッグ・ポーチもございます）

 伊勢丹立川店 6F

 伊勢丹府中店 6F

 小田急百貨店新宿店 8F

 小田急百貨店町田店 6F

 銀座三越 7F ※ハンカチ・タオルのみ取り扱い

 京王百貨店新宿店 6F

 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 2F

 西武池袋本店 7F

 髙島屋新宿店 10F

 髙島屋立川店 2F

 髙島屋玉川店 5F

 髙島屋日本橋店 7F

 大丸東京店 9F

 東急百貨店吉祥寺店 6F

 東急百貨店東横店 8F

 東急百貨店本店 6F

 東武百貨店池袋店 6F

 日本橋三越本店 5F

 松坂屋上野店 本館中2F

 松屋銀座 本館 7F

神奈川 伊勢丹相模原店 5F

 小田急百貨店藤沢店 5F

 京急百貨店上大岡店 7F

 さいか屋横須賀店 新館 4F

 そごう横浜店 6F

 髙島屋港南台店 3F

 髙島屋横浜店 7F

 東急百貨店たまプラーザ店 4F

埼玉 伊勢丹浦和店 6F

 そごう大宮店 7F

 髙島屋大宮店 6F

 丸広百貨店川越店 5F

 八木橋 5F

千葉 伊勢丹松戸店 7F

 そごう千葉店 7F

 髙島屋柏店 本館 7F

 東武百貨店船橋店 7F

栃木 東武宇都宮百貨店 5F

 東武宇都宮百貨店大田原店 1F

茨城 京成百貨店 6F

群馬 高崎髙島屋 5F

東海・北陸・信越 

 

愛知 ジェイアール名古屋タカシマヤ 9F

 名古屋三越栄店 6F

 名古屋三越星ヶ丘店 7F

 松坂屋豊田店 2F

 松坂屋名古屋店 本館 6F

 丸栄 3F

 名鉄百貨店 本館 6F

静岡 遠鉄百貨店 本館 2F

 静岡伊勢丹 6F

 松坂屋静岡店 本館 6F

三重 近鉄百貨店四日市店 5F

岐阜 岐阜髙島屋 8F

富山 大和高岡店 1F

 大和富山店 5F

石川 大和香林坊店 6F

福井 西武福井店 本館 5F

新潟 新潟伊勢丹 5F

 新潟三越 6F

長野 ながの東急百貨店 5F

近畿 

 

大阪 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 5F

 近鉄百貨店上本町店 8F

 京阪百貨店守口店 5F

 千里阪急 1F

 髙島屋大阪店 6F

 大丸大阪・梅田店 12F

 大丸大阪・心斎橋店 北館 6F

 阪急うめだ本店 7F

 阪神梅田本店 7F

 松坂屋高槻店 1F

兵庫 川西阪急 1F

 山陽百貨店　本館 1Ｆ

 大丸芦屋店 2F

 大丸神戸店 7F

 西宮阪急 2F

京都 ジェイアール京都伊勢丹 8F

 髙島屋京都店 6F

 大丸京都店 4F

 

 

中国・四国・九州・沖縄

 

広島 そごう広島店 本館 7F

 広島三越 6F

 福屋八丁堀本店 6F

岡山 岡山髙島屋 6F

 天満屋岡山本店 5F

山口 下関大丸 5F

愛媛 いよてつ髙島屋 6F

福岡 岩田屋 新館 5F

 黒崎井筒屋 2F

 小倉井筒屋 本館 6F

 博多大丸 本館 6F

 博多阪急 7F

 福岡三越 8F

大分 トキハ本店 5F

熊本 鶴屋百貨店 本館 5F

長崎 浜屋百貨店 6F

鹿児島 山形屋 1号館 5F

宮崎 宮崎山形屋 本館 5F

沖縄 デパート リウボウ 6F
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フェイラー社総輸入元

www.feiler-jp.com

・フェイラー銀座本店　
　東京都中央区銀座 5-5-8　西五番街坂口ビル 1-2F
　TEL.03-5537-3860　営業時間 11：00 - 20：00（日・祝 19：00閉店）年中無休（年末年始を除く）

・フェイラー公式オンラインショップ　

　http://feiler.jp

サポートオフィス　
〒102-0076　東京都千代田区五番町 14番地　国際中正会館ビル 6F

お問い合わせ　

TEL.03-5215-7868（フェイラー カスタマーサポート）

●  シュニール織のタオルを洗濯する際は、洗濯表示にあわせた洗濯をして下さい。　　
●  シュニール織のタオルを洗濯する際は、速やかに形を整えて干して下さい。塩素系漂白剤のご

使用、つけ置き洗いはお避け下さい。
●  シュニール織は繰り返しの洗濯で織り目がつまり多少縮みますが、非常に丈夫で長持ちします。
●  シュニール織、綿等のバッグなどの縫製品の汚れは、柔らかいブラシ等で落として下さい。　

油性の汚れは中性洗剤を水で薄めたものを柔らかい布に含ませ、固く絞ってからやさしく拭い

て下さい。水で丸洗いすることや漂白剤のご使用は絶対におやめ下さい。水に濡れた場合は、

柔らかい布で軽く押さえるように水気を取り、陰干しして下さい。長期にわたりご使用になら

ない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。
●  エプロン、Ｔシャツ等の洗濯できる商品は、洗濯表示にあわせた洗濯をして下さい。
●  マット類は床面にワックス、薬品、水等が付着していると床材の変色、床面との密着、床材

への滑り止めの色移り等が発生する場合があります。長期にわたりマットが床面に密着するこ

とのないように、まめに洗濯をしたり、時々マットの位置を変えたりして下さい。

●  塩化ビニル樹脂、ポリウレタン（合成皮革）を素材としたバッグ等は、ご使用後汚れや汗をお

拭き取り下さい。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤をご使用下さい。シンナーやベンジン

類のご使用はおやめ下さい。
　  長期にわたりご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。

塩化ビニル樹脂は温度が低いと硬化する性質があります。また、ポリウレタン（合成皮革）は

通気性の悪い場所や湿度の高い場所に保管すると短期間で劣化してしまいますのでご注意下さい。
●  使用しているチェーンや金具類のメッキの耐久性については充分に注意しておりますが、年月

と共に変化し、剥がれや腐食等により、衣類等を汚す場合もありますのでご注意下さい。
●   磁気を使用した定期券、カード、貯金通帳に、使用しているマグネットホックを近づけますと、
磁気効果を失い、使用不能となるおそれがありますので充分ご注意下さい。

●   裏布は、水に濡れると色落ちする場合がありますので充分ご注意下さい。
●   部分的に皮革を使用しているものは、水に濡れると色ムラやシミが出来たり、色落ちして衣服
等を汚したりすることがありますのでご注意下さい。
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◆商品により柄の出方が異なる場合があります。

◆縫製品は手作りのため、サイズに多少の誤差が生じることがあります。

◆カタログに記載されている加工品に関するサイズ表記は約タテ×ヨコ×マチ（ｃｍ）となっております。

◆掲載商品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合があります。

◆ハンカチ・タオル・インテリアクロスはドイツ製（綿100％、シュニール織）、
　その他すべての商品は日本製（シュニール織部分はドイツ製）です。

◆商品につきましてはショップスタッフにお尋ね下さい。

◆表示価格は全てメーカー希望小売価格です。

◆本誌に記載されている文字、写真等を無断で転載、複製することはお断りします。 掲載商品につきましては、一部お取り扱いのないショップもございます。

厳選した柄の中から、お客様のための

フェイラーアイテムをお作りいたします。

インテリアクロスやクッション、マットなど、毎日の暮らしを美しく彩るアイテムを

カスタムメイドでお作りいたします。

柄・アイテムなど、詳しくは店頭にてご相談下さい。

CUSTOM-MADE ORDER
カスタムメイドオーダー

洗濯その他の取り扱い上の注意




