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Products    

Company HIKIJI CO., LTD.       

1. About the product
    Body Friendly Backpack is designed in collaboration with Bag Designer and Health Fitness Programmer
    considering the female body.
   The burden is reduced by distributing the weight of baggage on the shoulder across your body, which leads
    you to feel comfortable and assist you in walking with a beautiful posture.
2. Advantages

- Unique functions providing the chest and waist straps to balance yourself by distributing the weight of 
  the shoulder to other parts of the body. The waist strap is a storable in the backpack.

   - The backpack is designed to prevent you from leaning back or forward when it is heavy loaded.
   - Each backpack is carefully made by skilled Japanese artisans.
  - With this simple design and high quality materials, it can be widely used for various scenes from casual
    to business in the city.     
3. Expected customers and partners
  - Distributors,High-end boutiques, jewerly & accessory shops.

A waist strap can be stored when not in use

Our backpacks lead to a beautiful walking posture 

Comparative Product
without a waist strap

    Our Product
with a waist strap

Body Friendly Backpack

Made In Japan

http://hikiji.co.jp/cu2.html

《Plane》

《Lace》

  Black

  Black

  Gray   Purple

  Blue   Beige
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企業名  　引地 株式会社　　　　

１. 製品について
　  このリュックサックは健康運動指導士 黒田恵美子氏とのコラボレーションにより、女性の骨格に
     着目して設計されました。
　  肩や腰にかかる荷物の重さを分散することにより、身体への負担をできるだけ軽減し、心地よく
　  正しい姿勢での歩行に導くバックです。

２. 製品のメリット
　　・ウェスト＆チェストストラップの搭載により、肩に集中する重さを身体の他のパーツに分散します。
　　・荷物を入れ過ぎた時に、後ろに反りかえるあるいは前屈みの姿勢になることを防ぎます。
　　・日本の職人により丁寧に一つ一つ作られ、機能性とデザイン性に優れています。
　　・シンプルなデザインと高品質な素材を使うことにより、カジュアルはもちろんビジネス用をはじめ
　　　としてシティライフのあらゆるシーンで活躍します。

３. 求める販売先、パートナー
　　・代理店、ブティック、宝飾店など。

製品名　 身体にやさしいリュックサック

美しい姿勢ウォーキングに導く女性の骨格にあった日本製リュックサック

2020 年 8 月 24 日～ 2023 年 8月 23 日

未使用時には収納可能なウェストストラップ
　　　　　　　　　　　　　

        比較品
    ｳｪｽﾄｽﾄﾗｯﾌﾟ無

    　  　当社品
ｳｪｽﾄｽﾄﾗｯﾌﾟ使用で良い姿勢

http://hikiji.co.jp/cu2.html

《プレーン》

《レース》

  ブラック   グレー   パープル

  ブラック   ブルー   ベージュ


