
「ECOUTE（あのね） !」
わいわいとにぎやかな笑い声が聞こえてきそうな「ECOUTE!」（エクート！）。
作者のmarini ＊ monteany( マリーニ・モンティーニ）は現在オリジナルショップを
拠点として国内外でワークショップや個展を展開し、男女を問わず学生からOL.
更に高齢層と幅広い熱烈なファンを集めている男女 2人組ユニットのアーティストです。

何よりも絵を描く事が大好きな 2人による不思議な魅力にあふれた
ECOUTE! のイラストは従来のキャラクターのイメージとは異なり
擬人化されたキャラクターとあらゆる動物や人間までが混在している独特の世界観で、
雑貨のイラストという枠を超えた存在として独特の光を放っています。

出会いは東京・高円寺の小さなレンタルショップに置いてあった数枚のポストカードでした。
その頃は木製品等すべてが手作りで細かなところに手を抜かない仕事に圧倒されました。
2005年 8月に ECOUTE! のブランドデビュー、９柄のマグカップ「ファニーマグ」
から現在に至っており、バッグ，ポーチ類からステーショナリー等、着実にアイテムが
広がっております。

あふれんばかりのイマジネーションで乗りに乗っているマリーニ・モンティーニの
「ECOUTE!」エクート！をよろしくお願い申し上げます。

作者紹介

野田 智裕
（のだともひろ）

 篠崎 真裕
（しのざき まゆ）

・1979年 2月長崎生まれ
　長崎日大高校デザイン美術科卒業
　多摩美術大学油絵科卒業

・1978年 11月福岡生まれ
　長崎日大高校デザイン美術科卒業
　沖縄県立芸術大学絵画科中退

2007 年 8 月作成

E-1エクート



レンジ
OK

※オーブン
不可

食器
洗浄機
OK

小さく見えて
たっぷり入る
サイズ感です！

※電子レンジ不可・オーブン不可・食器洗浄機不可

E. プラマグ
￥638【税抜： ￥580】

サイズ：110 × 84 φ× 86mm  容量：280ml
素材：ポリプロピレン
MADE IN CHINA

※食器洗浄機不可

E.軽量ステンレスマグボトル
¥3190【税抜：￥2900】

サイズ：63 φ× 195mm　容量：360ml
パッケージ：72 × 72 × 215mm
素材：本体→ステンレス鋼
　　　パッキン→シリコーンゴム
　　　キャップ→ポリプロピレン
MADE IN CHINA　　　　　　　             品番：SDPC4

●しろくま

522202 8071964

保冷保温

超軽量

ワンプッシュオープン！
ロック機能付のキャップ！

スタッキング OK
●イヌ

522202 8083774

E. ファニーマグ
¥858【税抜：￥780】

サイズ：100 × 80 φ× 92mm　容量：250ml
素材：陶磁器
MADE IN JAPAN

NEW! 9 月中旬発売予定 毎年恒例大人気のファニーマグに新柄が登場♪

No.113

No.112

No.109

No.111

ギフトにも自分用にも
おすすめのマグカップ♪

持
ち
手

持
ち
手

持
ち
手

持
ち
手

裏

裏

裏
裏

裏

裏

裏

裏

エクート E-2

2021 年 9 月作成



●ケイト ●ニコラ

●ニコラ

E. ポップコーンポーチ
￥1078【税抜：￥980】

サイズ：130 × 135mm
素材：合皮
MADE IN CHINA

E. シネマポーチ
￥1540【税抜：￥1400】

サイズ：150 × 60 × 130mm
素材：外側→合皮
　　　内側→ポリエステル
MADE IN CHINA
マチがあるので、メイクポーチとして重宝します。

●レッドチェック

広いマチで
見た目以上に大容量！

E. ツヤラウンドポーチ
￥968【税抜：￥880】

サイズ：120 × 90mm　（底マチ：50mm)
素材：綿 100％（外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

エクート E-3

2021 年 12 月作成



E. マットコートペンポーチ
¥748【税抜：￥680】

サイズ：200 × 120mm（底マチ 20mm）
素材：綿 100％（ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 7月上旬発売予定

E. リュック
¥3850【税抜：￥3500】

サイズ：300 × 110 × 400mm
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

E. ボストンバッグ
¥4290【税抜：￥3900】

サイズ：490 × 230 × 330mm
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA ●コラージュ

●チェック

522202 8033894

●ちいさな森

522202 8034194

内・外側にポケット付

ポケット 
内側 4 個　
外側 8 個付

ミニポーチ付

マットコートペンポーチの新柄が登場♪

使い勝手のいい " 定番 " のポーチです！

通帳やパスポート等、
貴重品をしまうのにぴったり！
マチもあるので、
沢山収納する事が出来ます。

2021 年 7 月作成

エクート E-5



E. ミニブックエンド 
　　　¥715【税抜：￥650】

サイズ：100 × 70 × 120mm
素材：鉄
MADE IN CHINA

●クマ

522202 5665814

●フラフープ

●フラフープ

●たのしいお店

●お花畑合唱団

●手芸の森

E. ミニポーチ
¥638【税抜：￥580】

サイズ：120 × 80mm（つまみマチ 20mm）
素材：綿 100％（外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定

E. フラットポーチ
¥1078【税抜：￥980】

サイズ：200 × 130mm
素材：綿 100％（外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 9月上旬発売予定

E. まんまる巾着
¥858【税抜：￥780】（卸単位：3）

サイズ：190 × 170mm（底マチ 60mm）
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

クチの紐をしぼると、
丸くちょこんとした形に♪

イラストアップイラストアップ

●しろくま　パターン ●しろくま　フレーム

E.ランチクロス
¥528【税抜：￥480】（卸単位５）

サイズ：445 × 445mm
素材：綿
MADE IN JAPAN

522202 8072264 522202 8072334

●しろくま　パターン

4

●しろくま　フレーム

裏

カレンダー書き下ろしイラストを使用した元気なポーチです♪

2021 年 9 月作成

エクート E-7



minette（ミネット）とはフランス語で「仔猫ちゃん」という意味。
色んなニャンコがいっぱい。

是非あなたのお気に入りをみつけてね！

Ecoute!に出てくる街の仲良しニャンコたちが
ニャンコばかりの雑貨

「Ecoute!minette」になりました！

エクート ミネット

E.minette デイリーバッグ
 ￥1078【税抜：￥980】

サイズ：480× 400mm
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

E.minette ウォッシャブルバッグ
 ￥1430【税抜：￥1300】

サイズ：210× 235mm( 底マチ 100mm)
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

E.minette ニャンコエコバッグ
 ￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：バッグ→ 440 × 350mm( 底マチ 170mm)
　　　　ポーチ→ 145 × 120mm
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

ネコの可愛いポーチ付エコバッグ♪

洗える！おしゃれなワンポイント刺繍のバッグです♪

荷物が外に飛び出さないよう
開け口をリボンで結べます！

洗える素材を使用した
コンパクトなバッグです♪
サブバッグやお散歩バッグに
色んなシーンでご使用いただけます！

500ml ペットボトルが 6 本入ります♪
収納時は付属のゴムでコンパクトに♪

底と側面のボタンを留めると
マチ付バッグに変身♪

底と側面のボタンを留めると

●フィッシュ

●お家

●しろ

●くろ

●みけ

●さばとら

●スコティッシュ
　はちわれ

●スコティッシュ
　ちゃとら

●ちゃしろ

内ポケット１個付

収納時

収納時

大人気のデイリーバッグに
新柄２柄が仲間入り♪
持ちやすい２カラー！

NEW! 10月中旬発売予定 NEW!

NEW!

エクートミネット EM-1

2021 年 10 月作成



●しろ

● fl ower

●バスケット

●くろ

●みけ

●くろ

●さばとら

E.minette 抗菌マスクポーチ
¥1320【税抜：￥1200】

サイズ：215 × 120mm
素材：表→綿 100％（外側ビニールコーティング）
　　　裏地→ポリエステル 65％ 綿 35％
MADE IN JAPAN

NEW! 12月上旬発売予定

E.minette 抗菌マスクケース
¥1045【税抜：￥950】

サイズ：150 × 150mm
素材：表→綿 100％（裏側ビニールコーティング）
　　　裏地→ポリエステル 90％ 綿 10％
MADE IN JAPAN

E.minette 除菌ボトルケース
¥1078【税抜：￥980】

サイズ：ケース→ 75 × 100mm
　　　　ボトル→ 40 × 100mm　容量：50ml
素材：ケース→合皮
　　　ボトル→ PET
MADE IN CHINA

内
側
は
抗
菌
生
地

ボ
タ
ン
で
簡
単
♪

※除菌ジェル・消毒液は入っておりません。空のボトルとケースのセットです

裏 裏

裏 裏

Ecoute minette のあたらしい生活様式
内側に抗菌防臭生地を使用した可愛いマスクポーチ★

簡単に使用出来る " 仮置き " に便利な形状はこちら！

バッグに取り付けて使用する除菌ボトルケース♪

不織布プリーツマスクを

折らずに収納できます。

仕切りポケット付で

未使用マスクの収納も！

内側には SEK の基準をクリアした
優れた抗菌防臭効果を持つ生地を使用！

エクートミネット EM-2

2021 年 12 月作成



E.minette ステンレスタンブラー
￥2530 【税抜： ¥2300 】

サイズ：72 φ× 136mm  容量：300ml
素材：本体→ステンレス鋼／底板→エラストマー
MADE IN CHINA

※電子レンジ不可／オーブン不可／食器洗浄機不可

●フラワー

522202 8053904

●森

522202 8054064

保冷保温

E.minette キャニスター S
￥1078 【税抜： ¥980】

サイズ：124 × 110 × 100mm　容量：750ml

E.minette キャニスターM
￥1408【税抜： ¥1280】

サイズ：124 × 110 × 153mm　容量：1170ml
素材：フタ・本体→ AS樹脂／止め具→ ABS 樹脂
　　　パッキン→シリコーンゴム
MADE IN JAPAN

S

M

●テーブル

522202 8061204

●テーブル

522202 8061444

●コラージュ

●コラージュ

522202 8061374

522202 8061514

※電子レンジ不可・食器洗浄機不可

窓あき１個箱入

E.minette レンジパック S
￥968【税抜： ¥880】

サイズ：106 φ× 63mm　容量：210ml

E.minette レンジパックM

￥1408 【税抜： ¥1280】
サイズ：135 φ× 67mm　容量：380ml
素材：フタ→ポリプロピレン・シリコーンゴム
　　　本体→磁器　MADE IN CHINA

S

M

●テーブル

522202 8062674

●ハウス

522202 8062744

●テーブル

522202 8062814

●ハウス

522202 8062984

NEW! 11月上旬発売予定

E.minette ティシュケース
￥1430【税抜： ¥1300】

サイズ：195 × 325mm 
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

2WAY で使用出来る、布製のティシュケースです。

●ゼリービーンズ ●ドット

裏面色（無地） 裏面色（無地）

ベルトは
スナップボタンで
取り外し可能！

エクートミネット EM-3

2021 年 11 月作成

LONG

SHORT

TABLE

ベルトの長さは
２段階調整が可能！
場所を問わず壁掛け

ができます♪
またベルトを外し、
卓上でも OK です！



５センチの幅広マチは
様々な物が収納可能！
ラウンドの形と、
ねこのイラストのテイスト
が、オシャレです♪

E.minette マルチポーチ
¥1980【税抜：￥1800】

サイズ：120 × 235mm
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

● bed ● bathroom

NEW! 10月上旬発売予定

E.minette ラウンドポーチ
 ￥968【税抜：￥880】

サイズ：120 × 90mm ( 底マチ 50mm）
素材：綿 100％（外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

おしゃれなねこのイラストを使用したラウンドポーチです！

●しろ ●ちゃとら●しろ ●ちゃとら

POINT スマートマグにも使われた書き下ろしのイラストを使用しました♪

エクートミネット EM-5

2021 年 10 月作成



裏

裏

NEW! 11月上旬発売予定

E.minette L 型ポーチミニ
 ¥968【税抜：￥880】

サイズ：125 × 125mm
素材：綿 100%( 外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN
E.minette L 型ポーチ

 ¥1210【税抜：￥1100】
サイズ：125 × 205mm
素材：綿 100%( 外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

E.minette ペンポーチ
 ¥968【税抜：￥880】

サイズ：180 × 90mm
素材：綿 100%( 外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

E.minette フラットポーチ
 ¥1078【税抜：￥980】

サイズ：200 × 130mm
素材：綿 100%( 外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

●イエロー

●イエロー

●ブルー

●ブルー

●ピンク

●ピンク

●ちゃとら

●ちゃとら

ペン類が約 10 本はいるサイズ感です♪

通帳やパスポートなど大事なもの、
おかし類をまとめてしまったり
多岐にわたってお使いいただけます♪

サニタリー用品を入れたり、
薬や化粧品等をいれて持ち運びに便利！

通帳やパスポート
その他大事な物を
まとめて入れて
安心管理ができます。

正方形の形状がかわいい♪コンパクトな L 型ポーチです★

縦長・マルチに使いやすい！大きめ L 型ポーチ★

ミニ

ミニ

お
揃

い
で

持

ってさらに可愛い♪
ギ

フ
ト

に
も

！

エクートミネット EM-6

2021 年 11 月作成



金具で色々な物に
付けられます！
金具で色々な物に

●かご ●本 ●ぼうし

バッグやポーチの
チャームにして
自分の荷物の

ワンポイントに！

●みけ

522202 8083154

E.minette キーチャーム

 ¥638【税抜：￥580】（卸単位５）
サイズ：スコティッシュちゃとら・
　　　　スコティッシュはちわれ・
　　　　アメショー→ 38 × 88mm
　　　　みけ→ 36 × 88mm
　　　　（全て金具含む）
素材：合皮・合金・ポリエステル
MADE IN CHINA

●アメショー

522202 8096884

●スコティッシュはちわれ

●スコティッシュちゃとら

NEW! 11月上旬発売予定

E.minette おやこキーチャーム
 ¥858【税抜：￥780】

サイズ：45 ～ 53 × 145 ～ 155mm
素材：アクリル 100％
　　　金具→鉄
MADE IN JAPAN

ゆらゆら揺れるおやこネコの可愛いチャームです♪

●かご ●ぼうし●本金具部分を離せば… 鍵やポーチに
分けて使えます♪

※本体は透明素材を使用しております

繋
げ
た
ま
ま
バ
ッ
グ
に
付
け
る
と

揺
れ
て
可
愛
い
♥

ナスカンなので
色々な物に

付けられます♪

エクートミネット EM-7

2020 年 11 月作成



E.minette もっちりポーチ
￥1078【税抜￥980】

サイズ：70 × 200 × 100mm
素材：ポリエステル
MADE IN CHINA

●さばとら

●くろ

●しろ

●くろ

●みけ

ねこの全身を形どっ
たぬいぐるみの様な
癒しのポーチ♪

E.minette ミニミニ巾着
 ¥319【税抜：￥290】（卸単位 3）

サイズ：100 × 110mm
素材：綿 100％
MADE IN JAPAN

●ちゃしろ

●アメショー

●スコティッシュ
 　はちわれ

ギ
フ
ト
に
お
す

す
めの
アイテムで

す
♪

エクートミネット EM-9

2021 年 2 月作成



E.minette ３P シール容器 S
 ￥1078【税抜：￥980】（卸単位 2）

サイズ：S→ 90 × 90 × 38mm　容量 200ml
　　　　M→ 100 × 100 × 45mm　容量 300ml
　　　　L→ 110 × 110 × 52mm　容量 440ml　
素材：本体→ポリプロピレン
　　　フタ→ポリエチレン
MADE IN JAPAN　　　　　　　　　品番：SSP3SN

●スカイブルー

●ルビーピンク

●レッド ●スカイブルー●ルビーピンク

E.minette ３P シール容器M
 ￥1320【税抜：￥1200】（卸単位 2）

サイズ：S→ 128 × 83 × 38mm　容量 230ml
　　　　M→ 140 × 93 × 47mm　容量 350ml
　　　　L→ 151 × 105 × 54mm　容量 540ml　
素材：本体→ポリプロピレン
　　　フタ→ EVA樹脂
MADE IN JAPAN　　　　　　　　品番：SLUS3

レンジ
OK

※オーブン
不可

※食器洗浄機不可

522202 8102574入れ子式なので使い終わったとき
すっきり収納が出来ます！　保存容器、お弁当箱に♪

※Mのみの仕様です

ドーム型のフタでフワッと盛れます♪

E.minette スマートマグ
 ¥858【税抜：￥780】

サイズ：100 × 80 φ× 92mm　容量：250ml
素材：陶磁器
MADE IN JAPAN

NEW! 10月上旬発売予定

レンジ
OK

※オーブン
不可

食器
洗浄機
OK

ギフトにも自分用にも
おすすめのマグカップ♪

毎年大好評の Ecoute minette のマグカップが今年も登場です♪

●ボール ●リラックス

女性の手にもすっぽり収まるスリム形状！
なのに 250ml たっぷり容量です♪

内側 内側

裏面 裏面
持ち手持ち手

なのに 250ml たっぷり容量です♪

エクートミネット EM-10

2021 年 10 月作成



E.minette ミニミニボトル
 ￥1980【税抜：￥1800】

サイズ：45 φ× 140mm　容量：140ml
素材：本体→ステンレス鋼
　　　フタ→ポリプロピレン
　　　パッキン→シリコーンゴム
MADE IN CHINA

●くろ

●しろ ●みけ

●くろ

E.minette スマホポーチ
 ¥1980【税抜：￥1800】

サイズ：110 × 185mm
素材：ポリエステル 100％
MADE IN CHINA

ポケットサイズで

ちょこっと飲みに

便利です◎

スマートフォンや携帯電話、
眼鏡などを収納出来ます♪

持ち手は取り外し OK!
バッグの外や中にぶら下げられます。

バッグの中ではスマートフォンを
探さずに済むので便利です♪

内
側
に
ス
ナ
ッ
プ
ボ
タ
ン
が
あ
る
の
で
、

飛
び
出
し
防
止
に
も
な
り
ま
す
♪

ワンポイントの刺繍がかわいい☆便利なスマホポーチ！

サイズ目安⇒ iPhone12Pro Max も収納可能

E.minette シャープペン
 ￥495【税抜：￥450】（卸単位５）

サイズ：14 × 15 × 130mm
素材：本体→ ABS 樹脂／ノック・クリップ→金属
MADE IN JAPAN

●森

522202 8046144

芯径 0.5mm HB

エクートミネット EM-11

2022 年 7 月作成



MM. ラウンドポーチ
 ￥968【税抜：￥880】

サイズ：120 × 90mm　（底マチ：50mm)
素材：綿 100％ ( 外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 10月上旬発売予定

MM. 抗菌マスクケース
 ￥1045【税抜：￥950】

サイズ：230 × 230mm
素材：表→綿 100％
　　　裏→ポリエステル 90％　綿 10％
MADE IN JAPAN

●チューリップ ●ミモザ

●アジサイ

●ハナセンナ

●キューカンバーハーブ

　marini*monteany's New Normal　 ma r i n i *m one a n y の新しい生活様式アイテムです。

内側に抗菌生地を
使用しているので
安心して、
マスクの収納が
できます。
洗濯ができて衛生的♪

柔らかい素材を
使用しているので、
おりたたんで
コンパクトに
持ち運ぶ事も可

丸くて可愛いサイズ感ですが、

5cmのマチがあるので見た目

よりも沢山収納出来ます♪

プレゼン
トにも

おすすめ
です。

季節の花たちと女の子のラウンドポーチ♪

イラストの周りは、

実際に施された額装と

同じ物を使用しています。

木目の優しい雰囲気も

とっても印象的です♪

マリーニ＊モンティーニ MM-1

2021 年 10 月作成



MM. キャンバスポーチ
 ￥517【税抜：￥470】

サイズ：140 × 100mm（底マチ 20mm）
素材：綿 100％（内側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

●キャンピングカー

●木馬

●ねこの店

●秋の部屋

●シジュウカラ

●輪になって遊ぶ

●読書で涼む

522202 8300194

522202 8300404

ポケットティシュが約３個入るサイズ

外側は生地の素材感を活かし、
内側はコーティングで汚れにくいです

● fl ower garden

●お気に入り

●漂流バカンス

●星空ピクニック

522202 8300644

522202 8300714

522202 8300884

522202 8301014

MM. 抗菌マルチポーチ
 ￥1430【税抜：￥1300】

サイズ：200 × 125mm　（底マチ：70mm)
素材：表→綿 100％　（ビニールコーティング）
　　　裏→ポリエステル 90％　綿 10％
MADE IN JAPAN

●わたしのソファー

●キャンピングカー
内側には抗菌生地を使用！

MM. キャンバススクエアポーチ
 ￥1430【税抜：￥1300】

サイズ：180 × 150mm（底マチ：20mm）
素材：外側→綿 100%（裏ビニールコーティング）
　　　内側→綿 100%
MADE IN JAPAN

MM. コンパクトミラー
 ￥968【税抜：￥880】

サイズ：70 × 70 × 10mm
素材：鏡→ガラス　枠→スチール　
　　　プリント部分→ポリオレフィン
MADE IN JAPAN

●moving

●moving ●ファスナー引手は
持ちやすいリング型
●裏地付

等倍鏡と２倍鏡になっています♪

MM. ミニポーチ
 ￥638【税抜：￥580】

サイズ：120 × 80mm　（底マチ：20mm)
素材：綿 100％ ( 外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 7月中旬発売予定

人気＊ミニポーチが再登場！
小さいサイズの中に
marini*monteany の

世界がギュッとつまったポーチです♪
ミニバッグの中でも邪魔にならない

優秀なポーチです◎

マリーニ＊モンティーニ MM-3  

2022 年 7 月作成



MM. スクエアポーチ
¥858【税抜：¥780】

サイズ：180 × 150mm　（底マチ：20mm)
素材：綿 100%（外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW! 12月上旬発売予定

MM. タオルハンカチ
¥550【税抜：¥500】( 卸単位：3）

サイズ：220 × 220mm
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

MM. フィユボックスポーチ
¥1430【税抜：¥1300】

サイズ：100 × 35 × 120mm
素材：外側→綿 100% ( 外側ビニールコーティング )
　　　内側→ポリエステル
MADE IN CHINA

● Little mushrooms

●星降る時間● BARBER BEAR

● BARBER BEAR

肌触りがよく、吸水性の高い
今治産のしっかりしたタオルハンカチです！

縦置き可能なサイズ感で
ジェルや
ハンドクリームなどが
ぴったり入りますよ！

モバイル周辺機器やメイク道具等
まとめるのにピッタリなポーチです！！

●マルカ

●ミリー ●リリー

● BARBER BEAR ●星降る時間

くまちゃん大集合！絵本の様なスクエアポーチ♪

POINT

バイカラーの

ファスナーが可愛い！

タオルハンカチと

セットでギフトも

おすすめです。

オレンジ
×
ブルー

マリーニ＊モンティーニ MM-4

2021 年 12 月作成



MM. チュチュポーチ
¥1650【税抜：¥1500】

サイズ：190 × 150mm（底マチ 60mm）
素材：綿 100%（内側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

●魔法

●双子●双子

大容量！大きく口元が開きます。

メイクポーチや旅行の際にも

とっても重宝します♪

大きめのマチがある三角ポーチなので、

イヤフォンやモバイル周りなど、

様々なシーンで活躍してくれます♪

いろんな
かぶりものの
子供達が
かわいい！

MM. チュチュミニポーチ
¥968【税抜：¥880】

サイズ：120 × 90mm（底マチ 50mm）
素材：綿 100%（内側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

●魔法
裏

チュチュポーチと大小揃えても可愛い！

"双子 " 柄のみ

裏面が異なります！

広い底面にも

ワンポイント♪

MM. 巾着
¥858【税抜：¥780】

サイズ：160 × 220mm（底マチ 60mm）
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

NEW! 8月上旬発売予定

MM. 巾着
¥858【税抜：¥780】

サイズ：160 × 220mm（底マチ 60mm）
素材：綿 100%
MADE IN JAPAN

MM. フレンズポーチ
¥748【税抜：¥680】

サイズ：150 × 80mm（底マチ 60mm）
素材：綿 100%（外側ビニールコーティング）
MADE IN JAPAN

NEW!NEW!NEW!

かわいい！

●りんご ●ねこ

●どんぐり

愛らしい子供達のノスタルジックなポーチ♪

マリーニ＊モンティーニ MM-5

2022 年 8 月作成



MM. テトラポーチ
 ￥748【税抜：680】

サイズ：80 × 80 × 80mm
素材：綿 100%（内側ラミネート）
MADE IN JAPAN

●イエローコラージュ ●フラワーチェック ●ガーランド
三角形の可愛いポーチ！

飴やワイヤレスイヤホン等を入れるの
にぴったり。

MM. ファブリックペンケース
 ￥1320【税抜：￥1200】

サイズ：170 × 40 × 30mm
素材：外側→綿 100％（裏ビニールコーティング )
　　　内側→綿 100％
MADE IN JAPAN

MM. ファブリックポーチ
 ￥1650【税抜：￥1500】

サイズ：180 × 130mm ( 底マチ：50mm)
素材：外側→綿 100％（裏ビニールコーティング )
　　　内側→綿 100％
MADE IN JAPAN

● black

● black

● bird

● bird

マリーニ＊モンティーニ MM-6

2020 年 10 月作成


