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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）

￥15,876 (tax in)

MWA-1C / MIDDLE WALLET

国産のブライドルレザーを使用したミドルウォレットは、
使い込めば使い込むほど表面のロウが浸透し、光沢と味
が生まれてくる。（内装はMWA-1Aと同じ）

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（ブライドル）

￥15,876 (tax in)

01. MIDDLE WALLET
ポケットサイズで機能的なミドルウォレットという選択
コインケースよりもひと回り大きく収納力も抜群な
ミドルウォレットという選択肢を提案。

MWB-1A / MIDDLE WALLET

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）

￥15,876 (tax in)

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）

￥15,876 (tax in)



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）

￥5,400 (tax in)

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）

￥8,748 (tax in)

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）

￥7,236 (tax in)

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）

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）

￥4,320 (tax in)

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）

NEW

NEW

02. ZIP WALLET TYPE-A

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）

￥14,580 (tax in)

LWA-1D / LONG WALLET ￥12,420 (tax in)



03. ZIP WALLET TYPE-B

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）

￥18,900 (tax in)

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）

￥17,280 (tax in) 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。



04. PARTITION WALLET

【フリースペース】

【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）

￥18,360 (tax in)

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。

【フリースペース】

【名刺】

【コイン】

【お札】

【カード】

“財布の中を仕切りで整理する”

HWC-1A / HALF WALLET

仕切りだけで構成されたシンプルなパーティションウォレット。
カード、お札、コイン、領収書等がそれぞれ独立したスペース
で管理できる。手のひらに収まるコンパクトサイズでポケット
での持ち運びも可能。

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

￥12,960 (tax in)



SSA-1BS / SACOCHE S

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）

￥12,960 (tax in)

SSA-1BM / SACOCHE M

カラー：　ブラックロープ、ブルーロープ
サイズ：　W33cm x H24cm
紐　　：　60cm ～ 116cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥16,848 (tax in)

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
れても色落ちや水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。

“水に強い洗えるサコッシュ”

A_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。

B_コイルファスナーの裏側にポリウレ
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。

C_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できる。

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）

￥4,860 (tax in) 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）

￥6,480 (tax in)

05. WASHABLE SACOCHE &
OTHER ITEMS

CLA-1BS / CLUTCH S 

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。S、Mの 2サイズで展開。

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）

￥9,828 (tax in)

CLA-1BM / CLUTCH M
カラー：　ブラックループ , ブルーループ
サイズ：　W25.5cm x H24cm
素材　：　牛革（ウォッシャブル）

￥12,204 (tax in)

NEW
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