


さ ぁ 、オ フ ィ ス を 持 ち だ そ う

日々変化するビジネスシーン。

最高のパフォーマンスを引き出す環境は、

今やオフィスにとどまらない。

自分の思うままに、フィールドを広げよう。

必要最小限のツールを持ち運び、スムーズにセッティング。

快適なワークスペース作りをサポートし、可能性をカタチにする。

文具からオフィス空間まで手がけるコクヨが提案する、

ビジネスバッグ＆アクセサリー、T H I R D  F I E L D 。

THIRD FIELDの
公式HPはこちら



ミニマルなデザインのスタンド式バックパック

ワークツールに
素早くアクセスできる
多彩なポケット

バッグが自立する
スタンド機能

上下2層構造で
荷物が底にたまらず
効率的に収納

※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。

上下収納の仕切りは
チャック式で取り外し可能

背中側には保護クッション付きの
PC収納スペース

ボトルや傘を収納できる
サイドポケット

キャリーバッグにセットできる
バンド付き

キャリーバッグ
セットアップ可

ボトル収納スリムデザイン上下収納 PC対応
（13.3／15.6inch）

表面撥水加工

TFD-B11BD TFD-B11DM

Navy Black Dark Gray

TFD-B12BD TFD-B12DM

Navy Black Dark Gray
L I N E  UP

上の層

下の層

13.3 inch model
●外寸法／W290×D100×H425mm　●容量／12L　　　
●質量／約910g　●PC収納推奨サイズ／13.3インチ
●材質／表材：ナイロン、内装：ポリエステル、
　芯材：EVA・PE・PP

15.6 inch model
●外寸法／W300×D130×H450mm　●容量／17L　
●質量／約1,090g　●PC収納推奨サイズ／15.6インチ
●材質／表材：ナイロン、内装：ポリエステル、
　芯材：EVA・PE・PP

詳細はこちら



すっきりコードが巻ける
コードホルダー付き

大きく開くので
内容物が
取り出しやすい

フラットに収納しやすい、コードホルダー付きPCバッグ

本体に固定し
スマートに持ち運び

※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。

コードホルダーは取り外せるので
コードを巻いたまま使用可能

凹凸がなくシンプルなデザイン
なのでカバンに入れやすい

中身を入れても膨れ上がりにくい
スリムな設計

TFD-P11DM

●外寸法／W265×D30×H360mm　●質量／約330g　●PC収納推奨サイズ／13.3インチ
●材質／表材：ポリエステル、内装：ナイロン・ポリエステル、芯材：ポリエチレン、コードホルダー：シリコン

TFD-P11LB TFD-P11LS

Dark Gray Beige

L I N E  UP

PC対応
（13.3inch）

スリムデザインカバンに入れやすい
シンプルデザイン

大きく開いて
取り出しやすい

Wi-Fiルーター
などを入れられる
ポケット

詳細はこちら

Light Blue



TFD-G11LS

モバイルツールが
スッキリ収まる
多彩なポケット

ポーチが自立する
スタンド機能付き

TFD-G11DM

●外寸法／W190×D45×H150mm　●内寸法／W170×D40×H120mm　
●質量／約125g　●材質／表材：ポリエステル、内装：ナイロン・ポリエステル、芯材：PP・PU

TFD-G11LB

スマートフォンは縦・横、どちらでも置ける シンプルなデザインなので
カバンに入れやすい

※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。

スマホの
縦・横置き可

スリムデザインカバンに入れやすい
シンプルデザイン

大きく開いて
取り出しやすい

L I N E  UP

モバイルツールをまとめて持ち運べる、ツール用ポーチ

BeigeDark Gray Light Blue

スマートフォンが
立てられる

詳細はこちら



スマートフォン2台が
スッキリ収まるポケット

ポーチが自立する
スタンド機能

TFD-S11DM

●外寸法／本体：W105×D20×H170mm、ショルダーベルト：幅20mm×長さ70～135cm　
●参考収納寸法／スマートフォン：W78×D8×H158mm、IDカード：54×86mm
●質量／約115g　●材質／表材：ポリエステル、芯材：PP、ショルダーベルト：ナイロン

TFD-S11LB TFD-S11LS

Dark Gray Light Blue Beige

※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。

スマートフォンを立てられる スマートフォン2台収納可能 IDカードを入れるポケット付き

スマホ2台収納
（6.5inch）

ショルダーベルト IDカード収納スリムデザイン

L I N E  UP

スマホを2台入れられる、ショルダー式フォンポーチ

詳細はこちら



自立して書類が閲覧しやすい、ドキュメントバック

封筒やチケットなど
小さめの書類が
収容しやすいポケット

インデックス付きの
ポケットで書類が
取り出しやすい

TFD-D11DM

●サイズ／A4　●外寸法／W251×D20×H321mm　●質量／約310g
●材質／表地：ポリエステル、裏地・ポケット・仕切板：ポリプロピレン

TFD-D11LS

Dark Gray Beige

※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。

タテ・ヨコ
書類出し入れ可能

L I N E  UP

2枚の仕切板と封筒などを
収納しやすいポケット付き

狭いデスクの上でも、PCの後ろに
セットして書類を出し入れできる

カバンに入れたまま、書類を
タテ方向からも抜き取れる

本体を開きます ポケット下のスキ間に
表紙を差し込みます

ポケットや仕切板の間に
書類を入れられます

組立方法

詳細はこちら



ダークグレーネイビーブラック

TFD-B11DM

品  名

製品色

品  番

JANコード

コード

包装単位

サイズ

質  量

材  質

メーカー希望
小売価格（税抜）

TFD-B11BD

¥16,500

4901480367972

6628-2051

7

¥16,500

4901480367965

6628-2044

7

13.3 inch model
●外寸法／W290×D100×H425mm
●容量／12L　　　
●PC収納推奨サイズ／13.3インチ

約910g

ダークグレーネイビーブラック

2021-006https://www.kokuyo-st.co.jp/

●本カタログに記載の寸法表示は、mm（ミリメートル）で表しています。　
●商品仕様および価格は、2021年1月21日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格（税抜）で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。
実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）

コクヨお客様相談室 0120-201-594

ステーショナリー事業本部

本社オフィス
〒537-8686  
大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

東京品川SSTオフィス
〒108-8459 
東京都港区港南1丁目2番70号
品川シーズンテラス18階

スタンドドキュメントバッグ

ダークグレー ベージュライトブルーダークグレー ベージュ

TFD-D11DMTFD-G11LSTFD-G11LBTFD-G11DM TFD-D11LS

¥3,000 ¥3,000

4901480368054 4901480368061

6627-8986 6627-8993

5/30

¥4,000

4901480368115

6628-2105

5/40

¥4,000

4901480368122

6628-2099

5/40

¥4,000

4901480368108

6628-2082

5/40

●サイズ／A4　
●外寸法／W251×D20×H321mm

●外寸法／W190×D45×H150mm　
●内寸法／W170×D40×H120mm

表地：ポリエステル、
裏地・ポケット・仕切板：ポリプロピレン

表材：ポリエステル、内装：ナイロン・ポリエステル、
芯材：PP・PU

5/30

約310g約125g

スタンドツールポーチ

ライトブルーダークグレー ベージュ

TFD-S11LSTFD-S11LBTFD-S11DM

¥4,000

4901480368085

6628-2167

5/100

¥4,000

4901480368092

6628-2150

5/100

¥4,000

4901480368078

6628-2143

5/100

●外寸法／本体：W105×D20×H170mm、
　ショルダーベルト：幅20mm×長さ70～135cm　
●参考収納寸法／
　スマートフォン：W78×D8×H158mm、
　IDカード：54×86mm

表材：ポリエステル、芯材：PP、
ショルダーベルト：ナイロン

約115g

ライトブルーダークグレー ベージュ

TFD-P11LSTFD-P11LBTFD-P11DM

¥5,800

4901480368504

6628-2136

5/20

¥5,800

4901480368511

6628-2129

5/20

¥5,800

4901480368498

6628-2112

5/20

TFD-B12DMTFD-B12BD

¥19,000

4901480367996

6628-2075

5

¥19,000

4901480367989

6628-2068

5

●外寸法／W265×D30×H360mm　　　
●PC収納推奨サイズ／13.3インチ

15.6 inch model
●外寸法／W300×D130×H450mm
●容量／17L　　　
●PC収納推奨サイズ／15.6インチ

表材：ポリエステル、内装：ナイロン・ポリエステル、
芯材：ポリエチレン、コードホルダー：シリコン

表材：ナイロン、内装：ポリエステル、芯材：EVA・PE・PP

約330g約1,090g

スタンドフォンポーチフラットPCバッグスタンドバックパック

L I NE  UP


