
ショルダーバッグからA4サイズのトートバッグが出現！！

アウターバッグとインナーバッグを分離できるので、お買い物や外出先などで、

急に荷物が増えた時でも安心！1つのバッグが2つのバッグに変身します！

内側に
オープン
ポケット×1を
完備。

内側に
オープン
ポケット×2を
完備。

A4サイズのファイルや
雑誌などがちょうど入る
サイズのトートバッグです。
出先で急に荷物が増えた際
にも安心です！

気分を変えたいときには、アウターバッグを外して
イメージチェンジ！

は、イタリア語で“快晴”を意味します。お天気に関わらず、明るく軽やかな気持ちでお出かけできるようにという想いを込めました。
ベルテンポ

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

33 表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  分離型ショルダーバッグ

BEL TEMPO　分離型ショルダーバッグ
¥3,500（本体価格） 発注単位：1

アウターバッグ
 

品　質：ポリエステル　中国製

インナーバッグ
 

品　質：ポリエステル　中国製

サイズ：W約24cm×H約34cm、
　　　　マチ約8.5cm、持ち手約25cm

サイズ：W約24.5cm×H約18.5cm、マチ約7.5cm、
　　　　ショルダー紐約69～131cm

ライトグレーBL
BTP-SA005　
4543479152802

カーキBLK
BTP-SA001　
4543479152765

ブラウンBE
BTP-SA003　
4543479152789

ピンクPI
BTP-SA006　
4543479152819

ネイビーNV
BTP-SA002　
4543479152772

ブラックGRY
BTP-SA004　
4543479152796

アウターバッグ

アウターバッグ

アウターバッグ

アウターバッグ

アウターバッグ

アウターバッグ

34表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  分離型ショルダーバッグ



内 側側 面

大き
な開き口

スナップボタン

インナーポケット

外側に4つのポケット！

元気なビタミンカラーを取り揃えたカラフルなリュック。

いつも持ち歩くものだからこそ、「軽量素材」にこだわりました。

嬉しい軽撥水！

35 表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  トートリュック

約 450g 500ml
レッド
BTP-T001   
4543479164515

パープル
BTP-T002  
4543479164522

ベージュ
BTP-T003   
4543479164539

ネイビー
BTP-T004   
4543479164546

ブラック
BTP-T005   
4543479164553

グレー
BTP-T006   
4543479164560

イエロー
BTP-T007   
4543479164577

ペットボトル飲料 (500ml) の重量未満！

BEL TEMPO　トートリュック
¥4,300（本体価格） 発注単位：1

 品　質：ポリエステル　中国製  
サイズ：W約32cm×H約38cm、マチ約13cm

36表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  トートリュック



調節ひもが留められる
専用ゴム付き。
※リュック(L)も同仕様

キッズ向けに
チェストベルト付き。

内側

側面

傘なども収納可能！
両サイドと正面に
大きなポケット！ 側面

インナーメッシュポケット

  サ
コッ

シュ

  サ

コッ
シュ

ッシ
ュ

中身が見やすい！ インナーメッシュポケット
中身が見やすい！

キ ズ向けに

インナ メッシュポ内側

2サイズ、7色のバリエーションで親子やカップルのリンクコーデが楽しめます！

背中側のポケットは取り外し可能な仕様に
なっています。サコッシュとして別々に使
えるのでスマホやお財布、鍵など小さなも
のの持ち歩きに便利です。

嬉しい軽撥水！

37 表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  サコッシュ付リュック

S サイズ
約 350g

L サイズ
約 450g

レッド(L)
BTP-P001   
4543479161569

パープル(L)
BTP-P002   
4543479161576

ベージュ(L)
BTP-P003   
4543479161583

ブラック(L)
BTP-P005   
4543479161606

グレー(L)
BTP-P006  
4543479161613

イエロー(L)
BTP-P007   
4543479161620

ネイビー(L)
BTP-P004   
4543479161590

パープル(S)
BTP-K002   
4543479161644

ベージュ(S)
BTP-K003   
4543479161651

ネイビー(S)
BTP-K004   
4543479161668

ブラック(S)
BTP-K005   
4543479161675

グレー(S)
BTP-K006   
4543479161682

イエロー(S)
BTP-K007   
4543479161699

レッド(S)
BTP-K001   
4543479161637

ペットボトル飲料 (500ml) の重量未満！

500ml

BEL TEMPO　サコッシュ付き　リュック(S)
¥3,900（本体価格） 発注単位：1

  
アウターバッグ

品　質：ポリエステル　中国製

サイズ：W約24cm×H約30cm、
　　　　マチ約10cm

インナーポケット(サコッシュ)

品　質：ポリエステル　中国製

サイズ：W約16.5×H約13cm
　　　　ショルダー紐約111cm

BEL TEMPO　サコッシュ付き　リュック(L)
¥4,500（本体価格） 発注単位：1

  
アウターバッグ

品　質：ポリエステル　中国製

サイズ：W約27cm×H約40cm、
　　　　マチ約12cm

インナーポケット(サコッシュ)

品　質：ポリエステル　中国製

サイズ：W約17.5×H約15cm
　　　　ショルダー紐約116cm

38表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  サコッシュ付リュック



普段使いのちょっとしたお買い物にもつかえる2WAYランチバッグ。

バッグの中から保冷保温のアルミポーチを取り出すことができます。

普段のお買い物や通勤通学のデイリーユース、旅行やピクニック、アウトドア等のレジャーにも！

保冷剤を入れるポケット付き！

アルミポーチは取り出すことが可能！

鍵やお財布、スマホなど
小物の収納に便利！

Washable

【第三者機関にて検査】0 30 60 90 120 経過時間（分）

水温
（℃）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

保冷バッグを使用した時の
水の温度変化
保冷バッグを使用した時の
水の温度変化

保冷バッグを使用しない時の
水の温度変化
保冷バッグを使用しない時の
水の温度変化

保冷バッグ使用時と
未使用時でこんなに差が！

冷却した水の入ったペットボトル（350ml）2本を
35℃の環境下で温度変化を検査しました。

温度差

約13℃

ランチバッグ（小）

【第三者機関にて検査】0 30 60 90 120 経過時間（分）

水温
（℃）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

保冷バッグを使用した時の
水の温度変化
保冷バッグを使用した時の
水の温度変化

保冷バッグを使用しない時の
水の温度変化
保冷バッグを使用しない時の
水の温度変化 保冷バッグ使用時と

未使用時でこんなに差が！

冷却した水の入ったペットボトル（2L）2本を
35℃の環境下で温度変化を検査しました。

温度差

約15℃

ランチバッグ（大）バッグはネットに入れて
洗濯機でお洗濯できます。
アルミポーチは、固く絞った
布で汚れをやさしく水拭き
してください。

39 表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  保冷ランチバッグ

普段のお買い物や通勤通学のデイリーユース、
旅行やピクニック、アウトドア等のレジャーにも！

お弁当箱がすっぽり入るランチバッグ。
保冷保温のポーチを取り出せば
ちょっとしたお買い物にも！

BEL TEMPO　保冷ランチバッグ(大)
¥1,880（本体価格）　発注単位：3
アウターバッグ
サイズ：W約41cm×H約28cm、マチ約20cm、持ち手約22cm
品　質：アウターバッグ：ポリエステル　アルミポーチ：アルミ　
中国製

BEL TEMPO　保冷ランチバッグ(小)
¥1,380（本体価格）　発注単位：3
アウターバッグ
サイズ：W約28cm×H約18.5cm、マチ約12.5cm、持ち手約13cm
品　質：アウターバッグ：ポリエステル　アルミポーチ：アルミ　
中国製

ブラック
◆BTP-LL001　
4543479152321

ブラック
◆BTP-LS001　
4543479152260

ブルー
◆BTP-LL004　
4543479152352

ブルー
◆BTP-LS004
4543479152291

グレー
◆BTP-LL002　
4543479152338

グレー
◆BTP-LS002　
4543479152277

ピンク
◆BTP-LL005　
4543479152369

ピンク
◆BTP-LS005
4543479152307

ネイビー
◆BTP-LL003　
4543479152345

ネイビー
◆BTP-LS003
4543479152284

ベージュ
◆BTP-LL006　
4543479152376

ベージュ
◆BTP-LS006　
4543479152314

40表示価格は税抜きです。別途消費税が課税されます。

Bag

BEL TEMPO  保冷ランチバッグ


