
INK PRODUCT CATALOG



NEW PRODUCTS SHOULDER & BODY BAG

SHOULDER BAG

BODY BAG

SBA-1E / SHOULDER BAG

カラー：　ブラックファスナー、ホワイトファスナー
サイズ：　W20cm x H13cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥14,700

ほどよいシボ感の牛側を使用したコンパクトなショルダーバッグ。特徴的な長め
のベルトはアジャスターで長さの調整が可能。

SBA-1B / SHOULDER BAG

カラー：　ブラックロープ、ブルーロープ
サイズ：　W20cm x H13cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥13,000

水で洗える牛側「ウォッシャブルレザー」を使用したコンパクトなショルダーバ
ッグ。汚れた際には家庭用の洗濯機で水洗いが可能。

BBA-1E / BODY BAG

カラー：　ブラックファスナー、ホワイトファスナー
サイズ：　W33cm x H12cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥14,700

シンプルなボディバッグは下側にマチがついており、十分な収納力を備えている。
ブラックレザーと相性の良いビンテージ調のゴールドジッパーを使用。

BBA-1B / BODY BAG

カラー：　ブラックロープ、ブルーロープ
サイズ：　W33cm x H12cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥13,000

水で洗える牛側「ウォッシャブルレザー」を使用したシンプルなボディバッグ。
紐には強度の高いヨットロープを使用しており海やアウトドアでも活躍できる。



CWA-1A / CARD CASE

カラー：　ゴールド、シルバー
サイズ：　W11cm x H6.5cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥5,000 CWA-2A / CARD CASE

シュリンクレザーを使用したカードケースのホルダー部分に
透明感のある PVC素材を使用。
（仕様はCWA-1Aと同じ）

カラー：　ゴールド、シルバー
サイズ：　W11cm x H6.5cm
素材　：　牛革（シュリンク）、PVC

￥5,000

KLA-1-GL

各パーツをつなぎあわせる際に使用する INKオリジナル
のキーリングは少し太めのデザインが特徴。
開閉部分は使いやすくてはずれにくいネジ式を採用。
使い込むことで色味が変化していくので、革と一緒に
エイジングを楽しめる。

カラー：　ゴールド
サイズ：　W3cm x H2cm
素材　：　真鍮

￥1,200

KLA-1-SL

カラー：　シルバー
サイズ：　W3cm x H2cm
素材　：　真鍮

￥1,200

GL

SL

GL

SL

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを使用した　　　　
シンプルなカードケース。ホルダー部分がラウンド型にな
っており、30枚くらいなら型崩れせずに収納が可能。

01. CUSTOM WALLET 財布が持つ各機能を独立したパーツとして切り出し、それらを自由に組み合わせる
ことで自分仕様の財布を作るカスタムウォレット。　

“財布をカスタマイズする”

CWB-1AM

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを使用したラウンドジップウォレット。
横と下の両方にマチがあるので収納力は抜群で名刺サイズも収納可能。財布に厚みが出
るのを抑えるために、あえて仕切りを取り付けないシンプルな仕様にしている。

カラー：　ZIP COLOR 参照
サイズ：　W13cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥6,800CWB-1AS

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを使用したラウンドジップのコインケース。
横と下の両方にマチがあるので収納力が充分な上にコインの取り出しも快適。カードがぴっ
たりと収まるサイズでデザインしているので、カードケースとしても活躍できる。

カラー：　ZIP COLOR 参照
サイズ：　W11cm x H7cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥5,200

CWB-2AS / PVC

レザーと PVC素材を組み合わせた新モデル。経年変化を楽しみの一つとするベジタブル
タンニングレザーの表面を PVCで覆うことで経年変化の発生を最小限に抑え、きれいな
革を長く楽しめるようデザインした。（PVC以外の仕様はCWB-1ASと同じ）

カラー：　ZIP COLOR 参照
サイズ：　W11cm x H7cm
素材　：　牛革（シュリンク）、PVC

ブラック&ゴールド ブラック&シルバー ホワイト&ゴールド ホワイト&シルバー

￥6,000 CWB-2AM / PVC

ZIP COLOR

PVCで覆われたレザーは、キズや汚れによるダメージを受けにくく、きれいな状態を
維持することができるため、革本来の美しさを長く楽しめる。手に取った時の質感は、
視覚だけでなく触覚も刺激してくれる。（PVC以外の仕様はCWB-1AMと同じ）　

カラー：　ZIP COLOR 参照
サイズ：　W13cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）、PVC

￥7,600

BKG BKS WTG WTS

COIN CASE WALLET



02. MIDDLE WALLET

MWB-1A / MIDDLE WALLET

コインの取り出しを便利に

上下に配置されたファスナーは双方向からコインの出し入れが可能。お札入れ
の他に 2つのポケットが設置されており、カードや領収書類の収納もできる。

カラー：　ブラックファスナー , ホワイトファスナー
サイズ：　W13.5cm x H9.5cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥14,700

財布の中でも一番よく使用するコインスペース。
両端にジッパーをつけることで、財布を閉じている時でも
開いている時でも、持ちかえずにコインを取り出すことが
でき、日常における使い勝手を飛躍的に向上させている。

コンパクト＋収納力

ポケットサイズのコンパクトさでありながら収納力も兼ね
備えたミドルウォレット。コインスペース以外に大きなポ
ケットが３つ付いており、お札やカード類をまとめて収納
できる。一番内側のお札スペースには片側にだけマチをつ
けており、収納時のフィット感と取り出しやすさの両方を
実現している。

MWA-1A / MIDDLE WALLET

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを
使用したミドルウォレット。財布内にはコインス
ペースとカードホルダーが設置されており、コン
パクトながら機能性の高いウォレット。

カラー：　ブラックファスナー , ホワイトファスナー
サイズ：　W13cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥14,700

財布の中にはコインスペースとカード
ホルダーがついており、仕切りとして
使用することでコイン、お札、カード、
名刺、領収書類を分けて整理すること
ができる。

財布の中は仕切りでわかれているだけのシンプルな構造になっており、
それぞれ独立したスペースでお札、カード、コイン、領主書類を整理
できる。　※別サイズは「05. PARTITION WALLET」参照

MWC-1A / MIDDLE WALLET

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを
使用したミドルウォレット。４つのレイヤーで構
成された財布内はカード、お札、コイン、領収書
類をそれぞれ独立したスペースで管理できる。

カラー：　ブラック
サイズ：　W13.5cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥14,700

ラウンドジップで間口が広くコインや
お札、カード類が取り出しやすい。ま
た財布にはマチがついているので、見
た目以上の収納力がある。



03. ZIP WALLET TYPE-A

COA-1A / COIN CASE

カラー：　ブラックファスナー（ゴールド）
　　　　　ホワイトファスナー（ゴールド）
サイズ：　W11cm x H6.5cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥5,000

ポケットに入れて持ち運ぶことの多いコインケースは、愛着を持ってもらえるよう
ふっくらとした優しいシルエットに仕上げました。ビンテージ調のジッパーを採用
しておりタンニングレザーと共に経年変化を楽しめます。

COA-1D / COIN CASE

カラー：　ブラックファスナー（シルバー）
　　　　　ホワイトファスナー（シルバー）
サイズ：　W11cm x H6.5cm
素材　：　牛革（ベロア）

￥4,000

ベロア素材のコインケース。シュリンクレザーとは一味違った起毛素材独自の
手触り感を楽しめます。　（仕様はCOA-1Aと同じ）

Shrink Leather Series Velour Leather Series

LWA-1A / LONG WALLET

上質なタンニングレザーを存分に用いたこのロングウォレットは、手に持った時の
「質感」を楽しめるよう素材を生かしたデザインを心がけました。財布の中にはスナ
ップボタンで取り外し可能なジップ式のコインケースが収納されており、デザイン
だけでなく機能性にも優れたプロダクトです。

カラー：　ブラックファスナー（ゴールド）、ホワイトファスナー（ゴールド）
サイズ：　W18cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

ザラザラとした手触りの良いベロア素材を生かして、ロングウォレットを仕上げま
した。ファスナーはヴィンテージ調のものを使用しており、革と一緒に経年変化を
楽しめます。　（仕様は LWA-1Aと同じ）

カラー：　ブラックファスナー（シルバー）、ホワイトファスナー（シルバー）
サイズ：　W18cm x H10cm
素材　：　牛革（ベロア）

￥13,500 LWA-1D / LONG WALLET ￥11,500

HWA-1A / HALF WALLET

カラー：　ブラックファスナー（ゴールド）
　　　　　ホワイトファスナー（ゴールド）
サイズ：　W10.5cm x H10.5cm
素材　：　牛革（シュリンク）

ポケットに入れて持ち運べるよう、１万円札や名刺がぴったり入るくらいの
コンパクトなサイズにデザインしました。内側にはコインを収納するための
仕切りを設けており、お札やカード類をわけて整理できます。

HWA-1D / HALF WALLET

カラー：　ブラックファスナー（シルバー）
　　　　　ホワイトファスナー（シルバー）
サイズ：　W10.5cm x H10.5cm
素材　：　牛革（ベロア）

ベロア素材のハーフウォレット。シュリンクレザーよりも軽く、手に持った
時の柔らかさが特徴的です。　（仕様はHWA-1Aと同じ）

￥6,700￥8,100



04. ZIP WALLET TYPE-B

HWB-1A / HALF WALLET

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを使用したハーフウォレットです。
外側に大きなラウンドジップのコインケースを取り付けることでコインの出し入れ
をスムーズに行えるようにしました。左側のカードホルダーは５～１０枚のカード
が収納可能。右側のポケットは名刺入れとしても使えます。

カラー：　ブラックファスナー
　　　　　ホワイトファスナー
サイズ：　W9.5cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥16,000

外側に取り付けられたラウンド型の大きなコインケース
は大容量の収納と使いやすさの両方を実現しました。コ
インだけ使用する時、お札と一緒に使用する時の両方に
おいてコインの取り出しがスムーズに行えます。

カードの収納は、スナップボタン式のホルダーと
取り出しやすさを考慮したポケット 1つだけのシ
ンプルな仕様です。お札入れは 1万円がぴったり
入る最小限のサイズにおさえています。

ラウンドジップのコインケース

カードの収納はシンプルに

LWB-1A / LONG WALLET

フルベジタブルタンニングのシュリンクレザーを使用したロングウォレットです。
やわらかくてしなやかなシュリンクレザーは、ひとつとして同じ表情がなく革独自
の個性が感じられます。長財布の機能を満たしながらできるだけ軽くてコンパクト
に仕上げたことで、持ち運びにも最適です。

カラー：　ブラックファスナー , ホワイトファスナー
サイズ：　W18cm x H9.5cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥17,500

お札&カード

お札入れは片側にマチをつけることで、お札の出し入れ
がしやくなるようデザインしました。中段には名刺や領
収書類を入れられる大きなポケット、下段にはカード専
用のポケットを２つ設置しました。カードポケットの左
側は幅が少し広く、約５～８枚のカードが収納できます。

コインケース
普段よく使用するコインケースへのアクセスを第一に
考えてデザインした長財布です。コインケースのファ
スナーを上下両方に設置することで、財布を開いてい
る時、折り畳んでいる時どちらでもコインがすぐに取
り出せます。

二つ折り

二つ折りの長財布は、持ち運びが便利なようにでき
るだけコンパクトにデザインしました。外側にコイ
ンケース用のジッパーを取り付けることで財布の開
け閉めをすることなくコインの取り出せるようにし
ました。



05. PARTITION WALLET

【フリースペース】

【名刺】

【コイン】

【お札】

【カード】

LWC-1A / LONG WALLET

4 つのレイヤーで構成されたパーティションウォレット。カードスペースは３つに
仕切られており、各５枚くらいの収納が可能。お札とコインスペースは間口が広く
出し入れにも便利。領収書等の紙類を自由に収納するためのフリースペースには
名刺フォルダーも設置。

カラー：　ブラック
サイズ：　W18.5cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥17,000

財布の中身を仕切りだけで整理できる「パーティションウォレット」
４つのレイヤーで構成された財布内はカード、名刺、お札、コイン、
領収書類をそれぞれ独立したスペースで管理できる。

“財布の中を仕切りで整理する”

HWC-1A / HALF WALLET

カラー：　ブラック
サイズ：　W10cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥12,000

MWC-1A / MIDDLE WALLET

カラー：　ブラック
サイズ：　W13.5cm x H10cm
素材　：　牛革（シュリンク）

￥14,700

【フリースペース】

【コイン】

【お札】

【カード】



COB-1B / COIN CASE
耐水性のある牛革と止水ファスナーを使用したコイン
ケースは、海やプール等水場での小銭の持ち歩きに最適。

コインケースよりもひと回り大きいポーチは、ペンケー
スや財布としても使用できるユーティリティアイテム。

カラー：　ブラックループ , ブルーループ
サイズ：　W11cm x H6.5cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥4,500

POA-1B / POUCH

カラー：　ブラックループ , ブルーループ
サイズ：　W19.5cm x H9.5cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥6,000

06. WASHABLE LEATHER SERIES

CLA-1BS / CLUTCH 

折り畳むことでクラッチバッグとして使用できるビッグポーチ。
汚れた際には家庭用洗濯機で水洗いできるので、海や山などアウト
ドアのシーンでも活躍が期待できる。

カラー：　ブラックループ , ブルーループ
サイズ：　W20.5m x H19cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥9,100

水に強い本革、ウォッシャブルレザーを使用した「ウォッシャブルシリーズ」
水に濡れても染みにならず、家庭用の洗濯機でまる洗いが可能なため、雨や
汚れを気にすることなくアウトドアでの活躍が期待できる。

SSA-1BS / SACOCHE

カラー：　ブラックロープ、ブルーロープ
サイズ：　W26cm x H19cm
紐　　：　60cm ～ 116cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥12,000

タウンユースを想定して雨に耐えられるレザーサコッシュを開発しました。
本体のレザーは水に濡れても染みにならない特集な加工をほどこした牛革を
採用。ファスナーは防水性の高い止水ファスナーを使用しておりバッグ内へ

の水の侵入を防ぎます。また、肩紐に強度の高いダイニーマ素材を用いたヨ
ットロープを採用することで、水に強いだけでなく耐荷重にも優れたプロダ
クトに仕上がっています。

“水で洗える本革、
 ウォッシャブルレザー”

強度の高いダイニーマ素材を使用し
たヨットロープ。水に強いだけでな
く耐荷重にも優れている。

金具の位置を調整することでロープ
の長さを自由に変更可能。

ポリウレタンフィルムをラミネート
した止水ファスナーはバッグ内への
水の侵入を防ぐ。

水に濡れても染みにならない牛革は、
家庭用の洗濯機で水洗いもOK。



ブラックレザーをベースに機能的で遊び心のあるプロダクト開発を行う日本のレザーブランド

INK

URL：www.ink-tokyo.com
E-mail：info@ink-tokyo.com
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