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SUSAN BIJL 1975

The story
It’s 1975 and a girl called Susan is born 
into the Bijl family. 

Susan Bijl, designer. 
Susan Bijl, curator of colours. 
Susan Bijl, post-materialist.

In her childhood her favorite way of cleaning her 
room would be throwing away her stuff and later on 
she would design the bag to replace all bags, simply 
because she doesn’t like bags.

In 2018 SUSAN BIJL launches a collection that 
celebrates her birth year: the ‘1975’ collection. 
It celebrates how her parents lived in a typical new 
Vinex district, with a Volvo car as their transport of 
choice. How interiors made of oak were everywhere, 
and orange (oranda) was dominant in design. How 
John Cleese lightened up the lives with Monthy 
Python and Fawlty Towers, while Jaws gave thrills 
and chills in the cinemas. How Frank Zappa bloomed 
with his twisted music and Pink Floyd released their 
classic ‘Wish You Were Here’.

ストーリー
ベル家にスーザンという女の子が生まれたのは1975年の
ことでした。後のデザイナー、スーザン・ベルです。物を多く
持つことを好まなかった小さい頃には、掃除と言えば要ら
ないものを捨てて、特に捨てたバッグの代わりに自分でデ
ザインしたバッグを作るのが好きな子供でした。単純にバッ
グが好きでなかったのかもしれません。

2018年に、SUSAN BIJLは彼女の生まれた年である1975
年を祝うコレクション、「1975」をはじめます。その中では、
真新しいVinex地区（その時代に、人口増加によって政府が
建てた集合住宅の集まる地区）とVolvoの車、オークででき
た家具がそこらじゅうにあったことや、オレンジ（オランダ）
を使ったデザインが最も人気であったことなど、彼女の両
親が暮らしたとても典型的なオランダの暮らしの価値をと
りあげています。その年、どれだけJohn CleeseがMonty 
PythonとFawlty Towersを人気にし、Jawsが映画館で
人々を震え上がらせたでしょうか。そしてFrank Zappaが
その個性的な音楽を開花させ、Pink Floydが「Wish you 
were here」をリリースした年でもあります。

1975

Volvo in front
Oak inside
Oranda out
Vinex life

Cleese smile
Jaws crush
Twisted Zappa
Shines on Floyd
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The New Shoppingbag LARGE
A long-lasting, lightweight, sustainable, super strong, 
waste reducing and water repellent bag.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating.

Carries > 20 kg
Large: 37.5 × 69 × 34 cm / 14.6 × 27.2 × 13.4 inches

The New Shoppingbag LARGE
新しいショッピングバッグ（大）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、無駄を減らし、
撥水加工のバッグです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。

耐荷重：20kg
大きさ：37.5 × 69 × 34 cm

The New Shoppingbag MEDIUM
A long-lasting, lightweight, sustainable, super strong, 
waste reducing and water repellent bag.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating.

Carries > 20 kg
Medium: 27 × 55 × 18 cm / 10.6 × 21.6 × 7.1 inches

The New Shoppingbag MEDIUM
新しいショッピングバッグ（中）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、無駄を減らし、
撥水加工のバッグです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。

耐荷重：20kg
大きさ：27 × 55 × 18 cm
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The New Shoppingbag SMALL
A long-lasting, lightweight, sustainable, super strong, 
waste reducing and water repellent bag.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating.

Carries > 20 kg
Small: 18 × 39 × 14.5 cm / 7 × 15.5 × 5.5 inches

The New Shoppingbag SMALL
新しいショッピングバッグ（小）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、無駄を減らし、
撥水加工のバッグです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。

耐荷重：20kg
大きさ：18 × 39 × 14.5 cm

The New Protectable 13 INCH
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and super handy sleeve for 
your Macbook 13”.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating, filled with neoprene and 
finished with a high-quality zipper.

Size: 35 × 25.5 cm × 2.5 cm / 13.7 × 10 × 1 inches

The New Protectable 13 INCH
新しいケース （13インチ）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあります。とても使いやすいカバーで、Macbook 13”にピ
ッタリです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。高品質のジッパー。

大きさ：35 × 25.5 cm × 2.5 cm
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The New Pouch MEDIUM
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and super handy organizer 
or etui.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and high-quality zipper.

Medium: 29 × 19 cm / 11.4 × 7.5 inches

The New Pouch MEDIUM
新しいポーチ（中）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあります。とても使いやすくバッグの中身を整理するのに
ピッタリな小物入れです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。高品質のジッパー。

大きさ：29 × 19 cm

The New Pouch LARGE
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and super handy organizer 
or etui.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and high-quality zipper.

Large: 35 × 25 cm / 13.7 × 9.8 inches

The New Pouch LARGE
新しいポーチ（大）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあります。とても使いやすくバッグの中身を整理するのに
ピッタリな小物入れです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。。高品質のジッパー。

大きさ：Large: 35 × 25 cm
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The New Backpack
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and protectable backpack 
with a laptop pocket.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterproof coating, filled with neoprene and 
finished with a high-quality zipper.

Carries > 20 kg
Size: 35 × 27 × 10 cm / 13.7 × 10.6 × 4 inches / 10 L

The New Backpack
新しい折りたためるバックパック（小）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあい、折りたたむことも可能なバックパック。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。高品質のジッパー。

耐荷重：20kg
大きさ：35 × 27 × 10 cm / 10 L

The New Pouch SMALL
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and super handy organizer 
or etui.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and high-quality zipper.

Small: 19 × 13 cm / 7.5 × 5.1 inches

The New Pouch SMALL
新しいポーチ（小）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあります。とても使いやすくバッグの中身を整理するのに
ピッタリな小物入れです。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。高品質のジッパー。

大きさ：19 × 13 cm 
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The New Foldable Backpack MEDIUM
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and foldable backpack.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and high-quality zipper.

Carries > 20 kg
Medium: 40 × 25 × 10 cm / 15 × 10 × 4 inches / 10 L

The New Foldable Backpack MEDIUM
新しい折りたためるバックパック（中）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあい、折りたたむことも可能なバックパック。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。高品質のジッパー。

耐荷重：20kg
大きさ：40 × 25 × 10 cm / 10 L

The New Foldable Backpack LARGE
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and foldable backpack.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and high-quality zipper.

Carries > 20 kg
Large: 54 × 28 × 15 cm / 22 × 11 × 6 inches / 22.5 L

The New Foldable Backpack LARGE
新しい折りたためるバックパック（大）
長持ちで、軽く、サステナブル。とても丈夫で、撥水加工もし
てあい、折りたたむことも可能なバックパック。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。高品質のジッパー。

耐荷重：20kg
大きさ：54 × 28 × 15 cm / 22.5 L 
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The New Strap
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and super handy belt to 
secure a pouch and wear it crossbody.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and metal hooks. 

Size: 105 × 1 cm / 41.3 × 0.4 inches

The New Strap
新しいストラップ
長持ちで、軽く、高品質。とても丈夫。撥水加工もしてあり、
ポーチをショルダーバッグにするのに使えるストラップで
す。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。金属製フック。

大きさ：105 × 1 cm

The New Keychain
A long-lasting, high-quality, lightweight, water 
repellent, super strong and super handy keychain to 
secure a pouch or keys.
Made from 100% bluesign® certified ripstop nylon 
with a waterbased coating and metal hooks.

Size: 19.5 × 1.5 cm / 7.7 × 0.6 inches

The New Keychain
新しいキーチェーン
長持ちで、軽く、高品質。とても丈夫。撥水加工もしてあり、
ポーチや鍵を留めるのに便利です。
水性コーティングを施した100% bluesign®認定のリップ
ストップ（裂け目を防止、破れてもそれ以上避けない）ナイ
ロン製。金属製フック。

大きさ：19.5 × 1.5 cm 
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The New Shoppingbag （大）コレクション（24アイテム）The New Shoppingbag  LARGE collection (24 items)

The New Shoppingbag  1975



SUSAN BIJL The New Shoppingbag 

20 21

 1975

The New Shoppingbag MEDIUM （中） コレクション（24アイテム）The New Shoppingbag  MEDIUM collection (24 items)

The New Shoppingbag SMALL collection (8items) The New Shoppingbag SMALL （中） コレクション（8アイテム）
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 1975SUSAN BIJL The New Foldable Backpack 

The New Foldable Backpack LARGE collection (4 items) The New Foldable Backpack MEDIUM collection (4 items)The New Foldable Backpack （大）コレクション（4アイテム） The New Foldable Backpack （中）コレクション（4アイテム）
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The New Protectable 13 INCH collection (5 items) The New Protectable 13 INCH コレクション（8アイテム）

The New Keychain collection (3 items)The New Backpack collection (2 items) The New Keychain コレクション（8アイテム）The New Backpack 新しい折りたためるバックパック（小）
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The New Pouch LARGE collection (8 items)

The New Pouch MEDIUM collection (8 items)

The New Pouch SMALL collection (8 items)The New Strap collection (8 items) The New Strap コレクション（8アイテム）

The New Pouch （大） コレクション（8アイテム）

The New Pouch （中） コレクション（8アイテム）

The New Pouch （小）コレクション（8アイテム）
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In the year 2000, Susan Bijl set out to create a bag. 
As a student of Rotterdam’s Willem de Kooning 
Academie, she wanted to design one that would 
render all others obsolete. 

That bag is The New Shoppingbag.

Born partly from the idea of reducing the waste in-
volved with the production of plastic bags; and partly 
from the ‘less is more’ Dutch design philosophy, 
The New Shoppingbag was an instant hit amongst 
friends, fashion-lovers and designers alike. The 
bag’s original design was based on the silhouette of 
a generic plastic bag. Susan gave it her own spin by 
creating a colourful variation, crafted from ripstop 
nylon. The same fabric kites are made of, ripstop is 
both indestructible and lightweight – making it the 
ultimate choice. The only thing lacking was a signa-
ture. After many sketches and prototypes, Susan 
created the iconic ‘Flash’ – a diagonal stripe that has 
appeared on every product she’s designed since. 
We started out small. In the first two years, Susan 
sewed almost 400 bags at her studio in Rotterdam, 
before selling them directly to independent 
boutiques in the Netherlands.

After attracting positive attention from the press, 
and piquing the interest of boutiques all over the 
world (including Paul Smith in the UK and Japan’s 
United Arrows), we slowly began to grow from a 
small-scale art project into a real business.

The confidence and enthusiasm of both our 
retailers and customers helped us spread 
The New Shoppingbag – in more than 250  
variations – from Scandinavia to Australia.

products
All our products are crafted from bluesign® certified 
Rripstop nylon. Not only is it strong and durable, but 
it can hold a great amount of weight. Using fabric 
made under the bluesign® certificate eliminates 
harmful substances from the manufacturing pro-
cess. It sets and maintains standards for products 
that are both safe and environmentally-friendly. 
Our fabric has a water-based coating that’s also 
water-repellent. This has a smaller environmental 
impact than a traditional PU coating. 

specials
Over the last couple of years we have released 
special collections in cooperation with fantastic 
Dutch designers, such as 75B, Experimental Jetset, 
Bertjan Pot and Michiel Schuurman.

スーザン・ベルについて
スーザン・ベルは2000年にバッグを作り始めました。ロッ
テルダムのWillem de Kooningアカデミーの学生として、
革新的なものを作ろうと生まれたのが、この

The New Shoppingbagだったのです。

生産過程に出るゴミや無駄をなるべく減らすアイディアか
ら始まり、オランダデザインの特徴である「less is more」
も加わって、The New Shoppingbagは友人たちやファッ
ション・デザイン好きの間ですぐに大人気になりました。も
ともとのデザインは、一般的なビニール袋から来たもの。ス
ーザンは自分の手でカラフルなリップストップナイロンを使
ったバッグを縫っていました。それは凧にも使われるように
とても強く、軽いナイロンであり、究極の選択と言えます。そ
の時一つだけ欠けていたのが、ブランドを表す象徴です。た
くさんのスケッチや試行錯誤の後、スーザンはこの象徴的
な「Flash」のデザインを生み出します。対角線に入ったスト
ライプは以来彼女のデザインする全てのプロダクトに用い
られています。小さくはじまったはじめの頃は、インディペン
デントなブティックなどに直接卸すために、スーザンは2年
で400個ものバッグをロッテルダムの自分のスタジオで手
縫いしていたのです。

世界中のメディアやブティックからの高評価（イギリスの
Paul Smithや日本のUnited Arrows）を受け、私たちはゆっ
くりと小さなアートプロジェクトから本当のビジネスへと変
化して来ました。

北欧からオーストラリアまで、リテイラーやお客さまから
の信頼と熱意が私たちの250種類以上あるThe New 
Shoppingbagを世界中に広めてくれました。

プロダクト
全てのプロダクトはbluesign®認定のリップストップナイロ
ンで作られています。長持ちするだけでなく、かなりの重さ
に耐えることができます。bluesign®認定の布地を使うこと
で、製造工程で有害な物質が出ることがありません。安全
で自然に優しい基準として、私たちのプロダクトの前提とな
っています。耐水性のある、水由来のコーティングを布地に
使い、従来のポリウレタンコーティングより環境への影響
が少ないことが特徴です。

スペシャル
この数年に渡って、素晴らしいオランダのデザイナー
である75BやExperimental Jetset、Bertjan Potや 
Michiel Schuurmanなどと共に特別なコレクションを発表
してきました。 
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Oranda
Vinex

Cleese
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Zappa
Floyd



susanbijl.nl 
shop@susanbijl.nl

instagram.com/susanbijl 
facebook.com/susanbijl

Mauritsweg 45a 
3012 JV Rotterdam 

The Netherlands
+3110 751 07 79


