


￥5,400-

505N○

BLACK

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE

 ( 税抜き )　

SIZE　W50.0 X H26.0 X D18.5 cm

DARK BROWN

WHITE

※取り外し可能なショルダーストラップが付属されます。

※通常より幅の太めの2.0cmのイントレ素材を使用。

しっかりとモノの入るバッグはちょっとした旅行などで
も重宝するもの。”REGISTA”のボストンバッグは容量に
加え、しっかりとした作りの持ち手、取り外し可能なシ
ョルダーストラップと使い勝手抜群な1品。

ポイントはイントレの編み込みの幅。良く見かけるイン
トレの幅を通常の倍にした素材は高級感があり、ひと味
違う表情が楽しめる。

”ひと味違うイントレチャート”



￥4,500-

BLACK

WHITE

DARK BROWN

508N○

SIZE　W36.0 X H36.0 X D14.0 cm

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE

 ( 税抜き )

”REGISTA”からカジュアルにもビジネスにも活躍するサ
イズのトートバッグが登場。
取り外し可能なショルダーストラップと、長さ調節の
可能な持ち手が使い勝手抜群な1品。

ポイントはイントレの編み込みの幅。良く見かけるイ
ントレの幅を通常の倍にした素材は高級感があり、ひ
と味違う表情が楽しめる。

”大人トートはひと味違うイントレ素材”



509N○

BLACK

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE　

￥2,500- ( 税抜き )

SIZE　W32.5 X H24.5 X D1.0 cm

NAVY

BEIGE

デイリーユースの使用にぴったりなサイズ感のクラッ

チバッグです。

デニム地をプリントした素材をメインに使用し、同色

系の異素材のバイカラーにも注目。

ポイントで星型スタッズを打ち込みアクセントをプラ

スしたクラッチバッグです。

”デニム地プリントに星型スタッズで
アクセントをプラス”



514N○

”REGISTA”のイントレチャートシリーズに長財布が登場。
高級感のあるイントレチャートを全面に使用したデザイ
ンと収納力が魅力でスマートフォンや通帳、パスポート
もすっぽり入る大きさ。
また、間仕切りが多くあるので、領収書やポイントカー
ドなどを整理して入れることができる便利な仕様。
デザインと収納力の2つが融合した長財布は、使い勝手も
抜群の仕様が満載。

SIZE　W20.0 X H10.0 X D2.5 cm

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE

DBR

WH

BK

スマートな大人のためのシンプルウォレット

513N○

WHITE

DARKBROWN

BLACK

SIZE　W28.0×H47.0×D17 .0cm

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE

"大人が背負うバックパックは素材選びに注目"
”REGISTA”のイントレチャートシリーズにバックパックが
登場。高級感のあるイントレチャートを全面に使用した
デザインで、インポートブランドのような雰囲気が感じ
られる。メインの開閉部分のジップにはダブルジップを
使用。さらに大きめのジップトップを使用したことで機
能性だけでなく、デザインのポイントにもなっている。
大人が背負うバックバックは、高級感のある素材とこな
しの効いたデザインのものを選びたい。

￥5,500- ( 税抜き )

￥2,700-  ( 税抜き )



514N○

”REGISTA”のイントレチャートシリーズに長財布が登場。
高級感のあるイントレチャートを全面に使用したデザイ
ンと収納力が魅力でスマートフォンや通帳、パスポート
もすっぽり入る大きさ。
また、間仕切りが多くあるので、領収書やポイントカー
ドなどを整理して入れることができる便利な仕様。
デザインと収納力の2つが融合した長財布は、使い勝手も
抜群の仕様が満載。

SIZE　W20.0 X H10.0 X D2.5 cm

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE

DBR

WH

BK

スマートな大人のためのシンプルウォレット

513N○

WHITE

DARKBROWN

BLACK

SIZE　W28.0×H47.0×D17 .0cm

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE

"大人が背負うバックパックは素材選びに注目"
”REGISTA”のイントレチャートシリーズにバックパックが
登場。高級感のあるイントレチャートを全面に使用した
デザインで、インポートブランドのような雰囲気が感じ
られる。メインの開閉部分のジップにはダブルジップを
使用。さらに大きめのジップトップを使用したことで機
能性だけでなく、デザインのポイントにもなっている。
大人が背負うバックバックは、高級感のある素材とこな
しの効いたデザインのものを選びたい。

￥5,500- ( 税抜き )

￥2,700-  ( 税抜き )



518N○

DELYVERY   
MATERIAL   COTTON-POLYURETHANE　
SIZE　W32.5 X H24.5X D1.0 cm

流行のデニムをキルティングで立体感を出したクラッチ
バッグ。

フラップトップのしっかりとした作りと、洗いのかかっ
たデニム素材の雰囲気がマッチしたトレンドの感じられ
るデザインだ。

裏面のジップポケットや、内側にもポケットを配置した
機能面も考慮した作りで、デイリーに使える優れモノ。

”キルティングとデニムの
トレント感あるクラッチバッグ”

BLACK

NAVY

BLUE

￥2,700- ( 税抜き )



520N○

DELYVERY　
MATERIAL　CANVAS×POLYURETANE　
SIZE　W35.0 X H14.5X D12.0 cm

しっかりとしたキャンバス素材と本革のような素材を
組み合わせたカジュアルな雰囲気のミニショルダー。

携帯電話や財布などの日常的な小物が入る便利な大き
さ。
ちょっとした買い物やお出かけには気合の入ったバッ
グより、これぐらい力の抜けた小物使いがちょうど良
い。

内側にもポケットがあり、小分けにして荷物が入れら
れるのも嬉しい仕様。

”何かと使えるミニショルダー”

BLACK

DARK BROWN

NAVY

￥2,700- ( 税抜き )



522N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE　
SIZE　W31.0 X H24.0X D1.0 cm

REGISTAのイントレチャートシリーズにクラッチバッグが
登場。
高級感のあるイントレチャートを全面に使用したデザイン
で、インポートブランドのような 雰囲気が感じられる。

外側にはジップポケット、内側にも仕切りポケットが付い
た細かい収納も可能な優れモノ。 

財布などの小物を持ち歩くのに便利な大きさで、バッグイ
ンバッグとしても使える重宝しそうなサイズも魅力。

”大人仕様のイントレチャートクラッチバッグ”

BLACK

DARK BROWN

WHITE

￥2,700- ( 税抜き )



523N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE　
SIZE　W16.0 X H34.0X D9.5 cm

”REGISTA”のイントレチャートシリーズにボディーバッグ
が登場。
高級感のあるイントレチャートを多く使用したデザインで、
インポートデザインのような雰囲気が感じられる。
開閉部分にはダブルジップをジップを使用。
さらに大きめのジップトップを使用したことで開閉かしや
すいだけでなく、デザインのポイントにもなっている。
大人が選ぶボディーバッグは、高級感のある素材とこなし
の効いたデザインのものを選びたい。

”大人が選ぶボディーバッグは素材選びに注目”

BLACK

DARK BROWN

WHITE

524N○

DELYVERY　
MATERIAL　CANVAS×POLYURETANE　
SIZE　W48.0 X H32.0 X D12.0 cm

デニムとスラブ素材を使用したシンプルなデザインのト
ートバッグ。デニム素材は定番のブラックとアイスブル
ー、ホワイトといった爽やかな印象の色合いが魅力。注
目のスラブ素材は合わせやすいモノトーンで、多くのシ
ーンで活躍ができそうだ。持ち手はナイロン素材とフェ
イクレザーを組み合わせ、しっかりとした作りになって
いる。持ち手をしっかりとさせたことで、見た目にも立
体感と高級感を感じられるデザインに仕上がっている。
内側は間仕切り等を省いた作りで、見た目以上に容量も
入る仕様。シンプルでデイリーユースにぴったりなトー
トバッグはデザインだけでなく使い勝手も考慮して選び
たい。

デイリーユースのバッグはデザイン性と機能性

BLACK

WHITE

BLACK-A

DENIM

￥3,600- ( 税抜き )

￥2,900- ( 税抜き )





525N○

DELYVERY
MATERIAL　NYLON×POLYURETANE　
SIZE　W19.0 X H41.0X D7.0 cm

BLACK

NAVY

BROWN

”REGISTA”の新作ボディーバッグはスムース素材と高密
度ナイロンを合わせた高級感のある素材使いが魅力。
細部にもこだわりを感じられるデザインで、ポイント
でDカンやスタッズを配置したり、ジップのスライダー
にはボディーと同素材の持ち手を使用している。メイ
ンの収納スペースは、ペットボトルや長財布が充分に
入る仕様で機能面も◎。内側にはジップポケットなど
もついており、細かな物もしっかりと入れられる。左
右どちらでも肩掛けができるようにDカンを2か所につ
けており、また、ダブルジップにしたことでいろいろ
な場所からジップを開けられる便利な仕様。カジュア
ルでありながら、落ち着いた印象のボディーバッグは
幅広いスタイルにはまる便利アイテム。 

こなれた素材使いが魅力のボディーバッグ

526N○

DELYVERY
MATERIAL　NYLON×POLYURETANE
SIZE　W42.0 X H31.0 X D10.0 cm

カジュアルな雰囲気のある、高密度ナイロンを使用した
｢REGiSTA｣のブリーフケース。ビジネス使いのイメージ
が強いブリーフケースも、素材選びひとつでカジュアル
にも合わせられる便利アイテムに早変わり!!
機能面も充実の仕様で、ショルダーバッグとして使える
ストラップを付属。
また、バックパックとしても仕様できるストラップを装
備した3Way仕様!!内ポケットも豊富で、ノートPCやタ
ブレットも十分に収納できる優れもの。
オンオフを問わないブリーフケースは、大人カジュアル
の必須アイテム。

ビジネスシーンにとどまらない素材使い

BLACK

NAVY

￥2,700- ( 税抜き )

￥6,900-  ( 税抜き )



525N○

DELYVERY
MATERIAL　NYLON×POLYURETANE　
SIZE　W19.0 X H41.0X D7.0 cm

BLACK

NAVY

BROWN

”REGISTA”の新作ボディーバッグはスムース素材と高密
度ナイロンを合わせた高級感のある素材使いが魅力。
細部にもこだわりを感じられるデザインで、ポイント
でDカンやスタッズを配置したり、ジップのスライダー
にはボディーと同素材の持ち手を使用している。メイ
ンの収納スペースは、ペットボトルや長財布が充分に
入る仕様で機能面も◎。内側にはジップポケットなど
もついており、細かな物もしっかりと入れられる。左
右どちらでも肩掛けができるようにDカンを2か所につ
けており、また、ダブルジップにしたことでいろいろ
な場所からジップを開けられる便利な仕様。カジュア
ルでありながら、落ち着いた印象のボディーバッグは
幅広いスタイルにはまる便利アイテム。 

こなれた素材使いが魅力のボディーバッグ

526N○

DELYVERY
MATERIAL　NYLON×POLYURETANE
SIZE　W42.0 X H31.0 X D10.0 cm

カジュアルな雰囲気のある、高密度ナイロンを使用した
｢REGiSTA｣のブリーフケース。ビジネス使いのイメージ
が強いブリーフケースも、素材選びひとつでカジュアル
にも合わせられる便利アイテムに早変わり!!
機能面も充実の仕様で、ショルダーバッグとして使える
ストラップを付属。
また、バックパックとしても仕様できるストラップを装
備した3Way仕様!!内ポケットも豊富で、ノートPCやタ
ブレットも十分に収納できる優れもの。
オンオフを問わないブリーフケースは、大人カジュアル
の必須アイテム。

ビジネスシーンにとどまらない素材使い

BLACK

NAVY

￥2,700- ( 税抜き )

￥6,900-  ( 税抜き )



527N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE　
SIZE　W52.0 X H31.0X D10.0 cm

BLACK

DARK BROWN

CAMEL

シンプルなデザインのバッグを、さりげないアレンジ
で表現したREGISTAのトートバッグ。中央に配したイン
トレチャートはさりげないデザインポイント。
また、ストラップに付属したバックルはデザインポイ
ントだけでなく、ストラップの長さを調整できる優れ
もの。デイリーユースに最適なトートバッグはシンプ
ルでありながら、遊び心のあるデザインを選びたい。

大人のバッグ選びは、
クセのない遊び心がポイント

528N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE　W36.0 X H26.0 X D1.0 cm

”REGISTA”の新作はバッグは、滑らかなスエード素材を
使った、高級感とモードな雰囲気をあわせ持つ大人仕様
のクラッチバッグ。デザインポイントのタッセルは取り
外したり、場所を変えてつけることが可能。気分や好み
に合わせていろいろと楽しめる仕様。機能面では横幅を
しっかりととっており、A4ファイルが横に収まるサイ
ズ感やショルダーストラップが付属されているので肩掛
けにもできる2WAY仕様など、使い勝手も抜群。
大人が選ぶクラッチバッグは、カジュアルになりすぎな
いデザインと素材使いがポイント。

スエード素材を使った
大人仕様のクラッチバッグ

BLACK

GRAY

BEIGE

￥2,900- ( 税抜き )

￥4,000-  ( 税抜き )



527N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE　
SIZE　W52.0 X H31.0X D10.0 cm

BLACK

DARK BROWN

CAMEL

シンプルなデザインのバッグを、さりげないアレンジ
で表現したREGISTAのトートバッグ。中央に配したイン
トレチャートはさりげないデザインポイント。
また、ストラップに付属したバックルはデザインポイ
ントだけでなく、ストラップの長さを調整できる優れ
もの。デイリーユースに最適なトートバッグはシンプ
ルでありながら、遊び心のあるデザインを選びたい。

大人のバッグ選びは、
クセのない遊び心がポイント

528N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE　W36.0 X H26.0 X D1.0 cm

”REGISTA”の新作はバッグは、滑らかなスエード素材を
使った、高級感とモードな雰囲気をあわせ持つ大人仕様
のクラッチバッグ。デザインポイントのタッセルは取り
外したり、場所を変えてつけることが可能。気分や好み
に合わせていろいろと楽しめる仕様。機能面では横幅を
しっかりととっており、A4ファイルが横に収まるサイ
ズ感やショルダーストラップが付属されているので肩掛
けにもできる2WAY仕様など、使い勝手も抜群。
大人が選ぶクラッチバッグは、カジュアルになりすぎな
いデザインと素材使いがポイント。

スエード素材を使った
大人仕様のクラッチバッグ

BLACK

GRAY

BEIGE

￥2,900- ( 税抜き )

￥4,000-  ( 税抜き )



534N○

DELYVERY
MATERIAL　NYLON
SIZE　W33.5X H18.0X D11.0 cm

BLACK

CAMO

GRAY

休日の買い物やちょっとしたお出かけなど、カジュア
ルに使える便利アイテム。
スマートフォンや長財布、ペットボトルなどの小物を
入れるのに調度良い大きさ。内側にはポケットが多く
あり、細かいものもそろえて収納が可能。
カラー展開は、カジュアルに合わせやすい3色展開。
ブラック、グレーはキレイ目にも使える、目の細かい
ナイロン素材を使用。
シルバーのバックルはフラップトップをホールドする
だけでなく、デザインポイントにもなる仕様。

カジュアルに使える便利アイテム

￥2,900- (税抜き) 



536N

DELYVERY　
MATERIAL　NYLON
SIZE　W27.0 X H41.5X D17.5 cm

REGISTA”の新作バックパックは正面の2本のストラップが

印象的な機能面を重視した仕様が魅力。

メインの収納部分の他に、正面、両サイドに用途の違うサ

ブポケットを配置。ペットボトルや財布など、日常的な小

物は、サブポケットを使って充分に収納できる。背面にオ

ープンファスナーを配置し、フラップトップデザインにあ

りがちな開閉時の煩わしさを解消。イヤホンコードホール

や、クッション付きのタブレットケースなど、細かい部分

にも気の効いた仕様が満載。

メインの素材に、目の細かい落ち着いた雰囲気のナイロン

素材と、目の粗いカジュアル感のあるカモ柄を使用しキレ

イめからカジュアルまで幅広くあわせられるデザインに仕

上げた。大きめの容量と機能面で、タウンユースだけでな

く、旅行にもオススメのバックパック。

”定番バックパックは機能面を重視”

￥5,900-  ( 税抜き ) BLACK

CAMO

GRAY





538N○

DELYVERY　
MATERIAL　COTTON×PU
SIZE　W11.0×H6..5×D1.5

マットなコーティング加工を施した素材に、スムース素

材を配置したミニマルなデザインと、プラスαの仕様が

魅力のコインケース。ミニマルなデザインでありながら

側面にリングが配置されており、ウォレットチェーンや

キーホルダーをつけられるだけでなく、デザイン性のあ

るリングは高級感のあるデザインポイントに。コインケ

ースとしてはもちろん、カードを収納できるポケットが

あるので、ICカードなどを入れるのに便利な仕様。また、

お札も２つ折りにして空いたスペースに収納が可能なサ

イズ設計なので、コンパクトなセカンドウォレットとし

て持ち歩くのに便利。カラーは、シンプルで多くのシー

ンで使えるブラックと、カジュアルな雰囲気が楽しめる

カモフラ柄の２パターン。サイズのアレンジと気の効い

た仕様の追加で、コインケースの可能性を広げた便利ア

イテム。

”コインケースの可能性を広げたディテイル”

539N○

DELYVERY　
MATERIAL　COTTON×PU
SIZE　W20.0×H9.5×D2.0 cm

マットなコーティング加工を施した素材に、スムース素

材を配置したミニマルなデザインと、収納力が魅力の”

REGISTA”の新型ウォレット。

ミニマルなデザインでありながら側面にリングが配置さ

れており、ウォレットチェーンやキーホルダーをつけら

れるだけでなく、デザイン性のあるリングは高級感のあ

るデザインポイントに。豊富なカード入れや、間仕切り

が多い仕様で、収納力も充実。

カードや紙幣、領収書などを整理していれることができ

る。カラーは、シンプルで多くのシーンで使えるブラッ

クと、カジュアルな雰囲気が楽しめるカモフラ柄の２パ

ターン。ミニマルなデザインと、使い勝手の良い仕様を

併せ持ったウォレットで、長年にわたって使い込んでも

飽きのこないデザインが魅力。

”ミニマルなデザインを
コーティング加工でリッチに格上げ”

￥2,000- ( 税抜き )

￥2,700-  ( 税抜き )

BLACK

CAMO

BLACK

CAMO

※素材のコーティングはマットなコーティングに変更になります。

※素材のコーティングはマットなコーティングに変更になります。





BLACK-A

542

DELYVERY  　
MATERIAL　NYLON
SIZE　W33.0×H41.0×D15.5cm

BLACK

GRAY

CAMO

CAMO

NAVY

N

※サイドのメッシュのポケット部分は右で統一になります。

543

DELYVERY  　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE　　W28.0×H13.5×D3.5cm

BLACK

WINE

N

￥5,400- ( 税抜き )

￥4,900-  ( 税抜き )

フラップトップのシンプルなデザインのバックパックは、テイス

トやコーディネイトを問わず使えるヘビロテ必至の王道リュッ

クサック。シンプルを極めたデザインでありながら、バックル等

にメタルパーツを使用し全体の印象を引き締めている。サイドの

ポケット部分はメッシュ素材やゴムのドローコードを使うなど、

スポーティなアレンジも魅力。大きめの容量で、タウンユースだ

けでなく、1,2 泊の旅行にも使えるサイズ。フラップトップにあり

がちな開閉時の煩わしさを解消するため、背面にオープンファス

ナーを配置し、バック内部に直接アクセスできる仕様になってい

る。正面のサブポケットも大きめの仕様で、日常的に使う小物の

ほとんどを収納可能。内側にポケットがあり、小物を分けて入れ

られるのも便利な仕様。

シンプルなデザインと、高い機能性

”REGiSTA” のオーガナイザーは、ハイブランドでも多く使われるラグ

ジュアリーな風合いのサフィアーノ素材と幅の広いエラスティック

バンドを配置しており、、持ち運びを容易にした機能的なデザインも

魅力。また、存在感のあるジップトップを使ったダブルジップ仕様で、

デザイン性と使いやすさを向上させている。デザイン性だけでなく、

オーガナイザーとしての用途を最大限に考慮し、機能性を追求した2

層構造。1層目は財布としての機能を広げ、使いやすさを追求。旅先で

の使用も考慮した収納で、領収書やチケット、パスポートなどが入れ

やすい仕様に。もう1層は小物が入れられるように多くのポケットを

配置。iPhone 7 Plus までが入るスマホポケットは、スマホだけでなく

手鏡やメモ帳などの収納にも便利な仕様。その他にも小さめのポケッ

トを2つ配置。イヤホンや鍵などを気軽に入れらるように配置されて

おり、小さな小物も整理をして持ち運ぶことが可能。

ラグジュアリースタイルを格上げする
大人仕様のオーガナイザー

※色番NAVYのゴムバンドは
ボディーと同色のバンドに変更します。



544

DELYVERY   　
MATERIAL　NYLON
SIZE　W31.0×H22.5×D5.0cm

BLACK

KHAKI

NAVY

DENIM

N

545

DELYVERY   　
MATERIAL　COTTON
SIZE　　W28.5×H42.0×D13.5cm

BLACK

GRAY

N

※ショルダーストラップの取り外しはできない仕様になります。

※背面部分、持ち手、ショルダーストラップはナイロン素材になります。

￥3,900- ( 税抜き )

￥4,900-  ( 税抜き )

クラシカルな印象のサッチェルバッグを、光沢感のあるPVCナ

イロンを使用し、アーバンなスタイルにアレンジ。

素材のアレンジ一つで、新しい表情を見せる技ありの新感覚バ

ッグに。一般的なサッチェルバッグでは、手提げ+リュックの

2WAYが基本的なデザインではあるが、ショルダーとクラッチ

の2WAY仕様にし、より都会的なアレンジに。肩掛けにしてラ

フに持つスタイルや、クラッチバッグとして使用することで素

材のアレンジ同様に都会的な使い方が楽しめる。メインに使っ

たPVCナイロンは、程良い光沢をもった風合いで、カジュアル

な中にもキレイ目感のある素材をチョイス。ベルトやパイピン

グには、PVCナイロンとマッチした、マットなスムース素材を

使用し、落ち着いた印象に。

アーバンにアレンジされたサッチェルバッグ

スクエア型のモダンなデザインを、柔らかいスウェット素材を

使いカジュアルな印象に仕上げたバックパック。リュックサッ

クとしての使用はもちろん、上部のハンドルを持ってラフに持

ち歩くことも可能な2WAYタイプ。ショルダーストラップや背

面部分にPVCナイロンを使用し、衣服に接する部分の滑りを良

くしストレスフリーな背負い心地。また、背面には程度なクッ

ション材が入っており、快適に使用することができる。トート

バッグとして使用する際の上部のハンドルは、スムース素材を

巻いており持ちやすさだけでなく、汚れも付きにくいよう配慮

されている。実用性に優れ、カジュアルなデイリーユースに丁

度良い2WAYバックパック。

カジュアル感を際立たせるスウェット素材



544

DELYVERY   　
MATERIAL　NYLON
SIZE　W31.0×H22.5×D5.0cm

BLACK

KHAKI

NAVY

DENIM

N

545

DELYVERY   　
MATERIAL　COTTON
SIZE　　W28.5×H42.0×D13.5cm

BLACK

GRAY

N

※ショルダーストラップの取り外しはできない仕様になります。

※背面部分、持ち手、ショルダーストラップはナイロン素材になります。

￥3,900- ( 税抜き )

￥4,900-  ( 税抜き )

クラシカルな印象のサッチェルバッグを、光沢感のあるPVCナ

イロンを使用し、アーバンなスタイルにアレンジ。

素材のアレンジ一つで、新しい表情を見せる技ありの新感覚バ

ッグに。一般的なサッチェルバッグでは、手提げ+リュックの

2WAYが基本的なデザインではあるが、ショルダーとクラッチ

の2WAY仕様にし、より都会的なアレンジに。肩掛けにしてラ

フに持つスタイルや、クラッチバッグとして使用することで素

材のアレンジ同様に都会的な使い方が楽しめる。メインに使っ

たPVCナイロンは、程良い光沢をもった風合いで、カジュアル

な中にもキレイ目感のある素材をチョイス。ベルトやパイピン

グには、PVCナイロンとマッチした、マットなスムース素材を

使用し、落ち着いた印象に。

アーバンにアレンジされたサッチェルバッグ

スクエア型のモダンなデザインを、柔らかいスウェット素材を

使いカジュアルな印象に仕上げたバックパック。リュックサッ

クとしての使用はもちろん、上部のハンドルを持ってラフに持

ち歩くことも可能な2WAYタイプ。ショルダーストラップや背

面部分にPVCナイロンを使用し、衣服に接する部分の滑りを良

くしストレスフリーな背負い心地。また、背面には程度なクッ

ション材が入っており、快適に使用することができる。トート

バッグとして使用する際の上部のハンドルは、スムース素材を

巻いており持ちやすさだけでなく、汚れも付きにくいよう配慮

されている。実用性に優れ、カジュアルなデイリーユースに丁

度良い2WAYバックパック。

カジュアル感を際立たせるスウェット素材



547N○

DELYVERY　
MATERIAL　PVC
SIZE　W44.0 X H30.0X D14.0 cm
￥2,900-(税抜き) BLACK

NAVY

BEIGE

高密度のPVCナイロンを使用したトートバッグ。程良い光沢と
滑らかな質感で、高級感のある仕上りが魅力。
フラップトップやハンドル部分は、メイン素材と色合わせをし
たサフィアーノ風の素材を使用。PVCナイロンの高級感を惹き
立てるマットな質感との合わせがポイント。ベーシックなデザ
イン性を重視しながらも、フラップトップの裏面やライニング
などを配色にすることで、遊び心の感じられる仕様を楽しめ
る。ハンドルは長めの作りで、手提げとしてだけでなく肩掛け
としても使用でき、両手を開けて持つことも可能。
また、マチを約14.0ｃｍと大きめの作りにしたことで、見た目
以上に容量があり、ランチボックスやペットボトルなどのかさ
ばる荷物も収納が可能。
オンオフを問わないデザインで大人なカジュアルからビジネス
シーンまで多くの場面で使用することができる優れもの。

”オンオフを問わずに使える便利トート”

549N○

DELYVERY　
MATERIAL　PVC
SIZE　W31.0 X H41.0 X D13.0cm
￥4,900-(税抜き)

メタルジップをポイントに効かせた、クールな印象のデイパ

ック。ジップトップも大きめのものを使用し、よりメタルの

存在感を出させている。ストラップにもシルバーのDカンを3

連で配置し、本来カジュアルライクなデイパックをシャープ

なスタイルに仕上げた。重厚感のあるディテイルとバランス

の取れた素材使いで、高級感のある表情も魅力。メイン素材

には、メタルパーツとの相性を考え、目の粗いしっかりとし

たPVCナイロンを使用。また、PVCナイロンは軽さも特徴で、

多くのメタルパーツを使用していても、全体で700ｇ程度と

ストレスフリーな使い心地。正面の2つのジップ部分は、それ

ぞれがポケットになっており、用途に合わせ小物の収納が可

能。メインの収納部分には、2つのジップポケットとオープン

ポケットを配置しており、スマホや貴重品などの収納に便利

な仕様。ベーシックなデザインにシャープさをプラスした、

コーディネイトのポイントにもなるデイパック。

”メタルパーツをポイントにしたデイパック”

BLACK

BEIGE

KHAKI



DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE   W上39.0  W下23.0 X H34.5X D23.0 cm
￥3,900-(税抜き) BLACK

CAMO

トレンドのバケツバッグに、ペンキを散らしたようなドリッピングプ

リントが印象的なショルダーバッグ。風合いのある程良いドリッピン

グプリントで、コーデのポイントにもなる存在感ある仕上がり。本体

はトレンドのバケツタイプ。広めのマチで容量もあり、メンズ、レデ

ィース問わず使える程良い大きさ。ショルダーベルトには多めにハト

メを打った仕様で、長めに調節して斜めがけにしたり、短くしてラフ

に肩掛けにしたりとアレンジのできる仕様。間口が広がりやすいバケ

ツタイプのバッグを、開閉部分をジップにすることで中が見えないよ

うに配慮した作りもポイント。ジップの先には取り外しが可能なタッ

セルチャームも付いているので、気分に合わせて雰囲気を変えて楽し

みたい。ベースとなる素材は粗いシボ感のスムース素材を使用。厚手

でしっかりとした質感で、本革のような風合いも魅力。トレンド感の

あるデザインを、存在感あるドリッピングプリントで表現し、コーデ

のポイントにもある存在感を持たせたバケットバッグ。

横幅を約50.0ｃｍとった大きめのボストンバッグ。ボストンバッグ

でありながら、素材使いやデザイン性のある切り替えで、タウン

ユースにも使えるデザインに。メインの素材選びには特に拘って

おり、適度な光沢とシボ感で高級感を感じられる素材を厳選。色

合いにも拘り、若干の染ムラのような濃淡がある素材で、立体感

とアンティーク風の表情が特徴。デザイン面では正面に切り替え

を入れることで、大きさを感じさせないスマートさを演出。また

、メタルパーツを角ばったシルバーのパーツに統一することで、

全体の印象をシャープに見せている。タウンユースに使えるよう

なデザイン性はもちろん、ボストンバッグとしても充分な容量。

出張や旅行など、オンオフを問わないデザイン性から多くの場面

で使うことができる。大きめの間口には、ダブルジップを使用す

ることでどこからでも開閉することができ、荷物の取り出しがス

ムーズに行える。荷物の取り出しがスムーズに行える。旅行など

のシーンに限らず、多くのシーンで使いたいボストンバッグ。

”トレンドのバケツバッグに、プリントで
存在感をプラス”

”タウンユースを意識したボストンバッグ”

551N○

WINE

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE   W50.0 X H27.5 X D20.0 cm
￥5,800-(税抜き) BLACK

CAMEL

DARK BROWN

548N○



547N○

DELYVERY　
MATERIAL　PVC
SIZE　W44.0 X H30.0X D14.0 cm
￥2,900-(税抜き) BLACK

NAVY

BEIGE

高密度のPVCナイロンを使用したトートバッグ。程良い光沢と
滑らかな質感で、高級感のある仕上りが魅力。
フラップトップやハンドル部分は、メイン素材と色合わせをし
たサフィアーノ風の素材を使用。PVCナイロンの高級感を惹き
立てるマットな質感との合わせがポイント。ベーシックなデザ
イン性を重視しながらも、フラップトップの裏面やライニング
などを配色にすることで、遊び心の感じられる仕様を楽しめ
る。ハンドルは長めの作りで、手提げとしてだけでなく肩掛け
としても使用でき、両手を開けて持つことも可能。
また、マチを約14.0ｃｍと大きめの作りにしたことで、見た目
以上に容量があり、ランチボックスやペットボトルなどのかさ
ばる荷物も収納が可能。
オンオフを問わないデザインで大人なカジュアルからビジネス
シーンまで多くの場面で使用することができる優れもの。

”オンオフを問わずに使える便利トート”

549N○

DELYVERY　
MATERIAL　PVC
SIZE　W31.0 X H41.0 X D13.0cm
￥4,900-(税抜き)

メタルジップをポイントに効かせた、クールな印象のデイパ

ック。ジップトップも大きめのものを使用し、よりメタルの

存在感を出させている。ストラップにもシルバーのDカンを3

連で配置し、本来カジュアルライクなデイパックをシャープ

なスタイルに仕上げた。重厚感のあるディテイルとバランス

の取れた素材使いで、高級感のある表情も魅力。メイン素材

には、メタルパーツとの相性を考え、目の粗いしっかりとし

たPVCナイロンを使用。また、PVCナイロンは軽さも特徴で、

多くのメタルパーツを使用していても、全体で700ｇ程度と

ストレスフリーな使い心地。正面の2つのジップ部分は、それ

ぞれがポケットになっており、用途に合わせ小物の収納が可

能。メインの収納部分には、2つのジップポケットとオープン

ポケットを配置しており、スマホや貴重品などの収納に便利

な仕様。ベーシックなデザインにシャープさをプラスした、

コーディネイトのポイントにもなるデイパック。

”メタルパーツをポイントにしたデイパック”

BLACK

BEIGE

KHAKI



DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE   W上39.0  W下23.0 X H34.5X D23.0 cm
￥3,900-(税抜き) BLACK

CAMO

トレンドのバケツバッグに、ペンキを散らしたようなドリッピングプ

リントが印象的なショルダーバッグ。風合いのある程良いドリッピン

グプリントで、コーデのポイントにもなる存在感ある仕上がり。本体

はトレンドのバケツタイプ。広めのマチで容量もあり、メンズ、レデ

ィース問わず使える程良い大きさ。ショルダーベルトには多めにハト

メを打った仕様で、長めに調節して斜めがけにしたり、短くしてラフ

に肩掛けにしたりとアレンジのできる仕様。間口が広がりやすいバケ

ツタイプのバッグを、開閉部分をジップにすることで中が見えないよ

うに配慮した作りもポイント。ジップの先には取り外しが可能なタッ

セルチャームも付いているので、気分に合わせて雰囲気を変えて楽し

みたい。ベースとなる素材は粗いシボ感のスムース素材を使用。厚手

でしっかりとした質感で、本革のような風合いも魅力。トレンド感の

あるデザインを、存在感あるドリッピングプリントで表現し、コーデ

のポイントにもある存在感を持たせたバケットバッグ。

横幅を約50.0ｃｍとった大きめのボストンバッグ。ボストンバッグ

でありながら、素材使いやデザイン性のある切り替えで、タウン

ユースにも使えるデザインに。メインの素材選びには特に拘って

おり、適度な光沢とシボ感で高級感を感じられる素材を厳選。色

合いにも拘り、若干の染ムラのような濃淡がある素材で、立体感

とアンティーク風の表情が特徴。デザイン面では正面に切り替え

を入れることで、大きさを感じさせないスマートさを演出。また

、メタルパーツを角ばったシルバーのパーツに統一することで、

全体の印象をシャープに見せている。タウンユースに使えるよう

なデザイン性はもちろん、ボストンバッグとしても充分な容量。

出張や旅行など、オンオフを問わないデザイン性から多くの場面

で使うことができる。大きめの間口には、ダブルジップを使用す

ることでどこからでも開閉することができ、荷物の取り出しがス

ムーズに行える。荷物の取り出しがスムーズに行える。旅行など

のシーンに限らず、多くのシーンで使いたいボストンバッグ。

”トレンドのバケツバッグに、プリントで
存在感をプラス”

”タウンユースを意識したボストンバッグ”

551N○

WINE

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE   W50.0 X H27.5 X D20.0 cm
￥5,800-(税抜き) BLACK

CAMEL

DARK BROWN

548N○



552N○

DELYVERY　
MATERIAL　MATERIAL PAPER
SIZE   W上49.0 W下30.0 X H34.0 X D14.5cm
￥4,900-(税抜き)

ジーンズなどに使われる紙パッチの素材を全面に使用した、ト
ートーバッグ。紙ならではの独特な質感と、全体にシワが入っ
たヴィンテージライクな表情が魅力。また、使い込むほどに紙
にあたりが生まれ、持つ人毎に味のある表情を楽しめる。持ち
手やショルダー部分には、紙の素材感にマッチするよう、コッ
トン素材のテープを使用したり、スムース素材もアンティーク
な風合いが感じらるものをカラーごとに厳選して使用した。紙
素材の表面には特殊な撥水加工を施しており、少しの雨程度な
ら水をはじくように作られている。また、強度のある素材と張
り合わせることで、耐久性を向上させた。トートバッグとして
はもちろんショルダーバッグとしても使える仕様で、取り外し
のできるストラップを付属。気分やシーンに合わせ持ち方を変
えられる2WAYタイプ。内側には多くのポケットを配置してお
り、デザインだけでなくデイリーに使いやすい機能的な仕様。
カジュアルなスタイルを個性的に格上げする、異素材バッグ。
小物で差をつけるなら、他にはない”REGiSTA”のペーパーバッ
グがお勧め。

”他にはない表情を生み出すペーパーバッグ”

BLACK

GRAY

CAMEL



553N○

DELYVERY　
MATERIAL
SIZE  W41.5cm × H23.0cm × D23.0cm
￥5,500-(税抜き) BLACK

KHAKI

NAVY

光沢感のある高密度のPVCナイロンと、マットなポリウレタン

素材を組み合わせたボストンバッグ。PVCナイロン素材は通常

のナイロン素材に比べ耐久性があり、汚れやキズに強い特性

のある素材。

その中でも適度な光沢感で高級感のある素材をチョイス。ハ

ンドルや切り替え部分には、サラッとした手触りとマットな

質感が特徴のポリウレタン素材を使用。

ナイロン素材の光沢感とマットなポリウレタン素材の絶妙な

マッチングでスポーティーな表情に仕上げた。

タウンユースにも使えるサイズ感でありながら1,2泊の旅行に

も充分な容量。

見た目のスポーティな雰囲気から、ジムなどのアクティブな

お出掛けにも最適。

大人仕様のボストンバッグに仕上がった。

”大人仕様のアクティブなボストンバッグ”

※取り外し可能なショルダーストラップが付属されます。

PVC NYLON×POLYURETANE



556N○

DELYVERY　
MATERIAL　COTTON
SIZE  W38.5cm × H26.0cm × D1.0cm
￥4,000-(税抜き) GRAY

BEIGE

BLUE

太畝のコーデュロイとデニムのコンビネーションが、サーフ

スタイルに合うクラッチバッグ。

秋冬の定番素材のコーデュロイを使用しながらも、淡い色味

のブルー、ベージュ、グレーの3色での展開は、

どのカラーも爽やかな色味で、オールシーズン使える仕上が

り。淡い色味のコーデュロイとデニムをコンビにしたことで

、西海岸の雰囲気を感じられる表情に。

また、異素材のコンビネーションは表情にメリハリが生まれ

、コーディネートのポイントに最適。

アクセントにした、コンチョボタンとレザー風の巻紐を使っ

たネイティブなこなしもポイント。

星型のオリジナルコンチョを使ったことで、トレンド感をプ

ラスしたデザインに。また、巻紐タイプでの開閉は、荷物の

出し入れもしやすく、財布など使用頻度の高い荷物を入れる

クラッチバッグには最適な仕様。

”コーデュロイとデニムでLAカジュアルを表現”

※取り外し可能なストラップが付属されます。

555N○

DELYVERY　
MATERIAL　PVC
SIZE　W40.0 X H32.0X D11.0 cm
￥5,900-(税抜き)

BLACK

GRAY

BEIGE

細かい織り目で、立体感のあるPVCナイロンを使用したメッ

センジャーバッグ。落ち着いた印象の素材使いで、カジュア

ルなメッセンジャーバッグをスタイリッシュに仕上げた。キ

レイめな服装にもマッチする上品さを兼ね備えており、自転

車に乗る方はもちろんタウンユースにも最適のデザイン。普

段使いのしやすい絶妙なサイズ感と、多くの場面に対応した

収納力も魅力。メインの収納部分はA4ファイルが収まるサイ

ズで、マチ幅を活かしたかさばる荷物の収納に最適。フラッ

プトップの裏側には、大きめのジップポケットを2つ配置し、

小物を整理して収納が可能。裏面には、出し入れがしやすい

間口の広いジップポケットを配置。内側に多くのポケットが

配置されている機能的な収納スペース。細部の仕様にもこだ

わっており、ショルダーストラップのアジャスターは、簡単

にサイズ調節ができるものを使用。上品なデザイン性に、多

くの機能性をプラスした大人仕様メッセンジャーバッグ。

”カジュアルなメッセンジャーバッグを上品に”



556N○

DELYVERY　
MATERIAL　COTTON
SIZE  W38.5cm × H26.0cm × D1.0cm
￥4,000-(税抜き) GRAY

BEIGE

BLUE

太畝のコーデュロイとデニムのコンビネーションが、サーフ

スタイルに合うクラッチバッグ。

秋冬の定番素材のコーデュロイを使用しながらも、淡い色味

のブルー、ベージュ、グレーの3色での展開は、

どのカラーも爽やかな色味で、オールシーズン使える仕上が

り。淡い色味のコーデュロイとデニムをコンビにしたことで

、西海岸の雰囲気を感じられる表情に。

また、異素材のコンビネーションは表情にメリハリが生まれ

、コーディネートのポイントに最適。

アクセントにした、コンチョボタンとレザー風の巻紐を使っ

たネイティブなこなしもポイント。

星型のオリジナルコンチョを使ったことで、トレンド感をプ

ラスしたデザインに。また、巻紐タイプでの開閉は、荷物の

出し入れもしやすく、財布など使用頻度の高い荷物を入れる

クラッチバッグには最適な仕様。

”コーデュロイとデニムでLAカジュアルを表現”

※取り外し可能なストラップが付属されます。

555N○

DELYVERY　
MATERIAL　PVC
SIZE　W40.0 X H32.0X D11.0 cm
￥5,900-(税抜き)

BLACK

GRAY

BEIGE

細かい織り目で、立体感のあるPVCナイロンを使用したメッ

センジャーバッグ。落ち着いた印象の素材使いで、カジュア

ルなメッセンジャーバッグをスタイリッシュに仕上げた。キ

レイめな服装にもマッチする上品さを兼ね備えており、自転

車に乗る方はもちろんタウンユースにも最適のデザイン。普

段使いのしやすい絶妙なサイズ感と、多くの場面に対応した

収納力も魅力。メインの収納部分はA4ファイルが収まるサイ

ズで、マチ幅を活かしたかさばる荷物の収納に最適。フラッ

プトップの裏側には、大きめのジップポケットを2つ配置し、

小物を整理して収納が可能。裏面には、出し入れがしやすい

間口の広いジップポケットを配置。内側に多くのポケットが

配置されている機能的な収納スペース。細部の仕様にもこだ

わっており、ショルダーストラップのアジャスターは、簡単

にサイズ調節ができるものを使用。上品なデザイン性に、多

くの機能性をプラスした大人仕様メッセンジャーバッグ。

”カジュアルなメッセンジャーバッグを上品に”



559N○

DELYVERY　
MATERIAL
SIZE  W28.0m × H50.5cm × D16.0cm
￥5,900-(税抜き)

光沢感のある高密度のPVCナイロンと、マットなポリウレタ

ン素材を合わせたバックパック。

PVCナイロン素材は通常のナイロン素材に比べ耐久性があり

、汚れやキズに強い特性のある素材。

中でも適度な光沢感で高級感のある素材をチョイス。

ハンドルや切り替え部分には、サラッとした手触りとマット

な質感が魅力のポリウレタン素材を使用。

光沢感とマットな素材の絶妙なマッチングでスポーティーな

表情に仕上げた。

細めのコンパクトなデザインながら、バックパックらしい大

容量で使いやすさも◎

荷物の量に合わせて、フラップトップのストラップは長さの

調節が可能。

荷物の量を問わず、すっきりと見せることができる。

”都会的なスポーツスタイルにハマるバックパック”

BLACK

NAVY

KHAKI

557N○

DELYVERY　
MATERIAL　POLYURETANE
SIZE　W50.0 X H28.0 X D16.0cm
￥3,900-(税抜き)

程良いシボ感で本革のような風合いの素材を使ったシンプル

トート。カジュアルな素材使いでありながら、シンプルに仕
上げたデザインで、オンオフ問わず使える上品な雰気が魅

力。メインの収納スペースはA4ファイルや雑誌、財布やポー

チなどがらくらく収納できる容量。マチも約16.0㎝と大きめ
の作りで、ランチボックスやペットボトルなどのかさばる荷

物もしっかりと収納が可能。ハンドル部分もしっかりとした

作りで、握りやすいように適度に厚みを持たせている。肩掛

けもできる長さにしているので、両手を開けて持つことも可

能。開閉部分はマグネットボタンを採用しており、簡単に荷

物へのアクセスが可能。その他、底鋲も打ってあり、汚れや

擦れを減らす工夫もされた仕様。 

”多くのシーンで使えるシンプルトート”

BLACK

CAMEL

BROWN

DARK BROWN

PVC NYLON×POLYURETANE
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