BISONTE

ビゾンテオイルレザー

最初にクロムなめしを施した後、タンニンなめしへ。
手間がかかるコンビネーションなめしの革。
肉厚の原皮を使用しているので、芯材を入れて作られ
た商品とは違った革本来の厚みでしか出せないボ
リューム感、風合い、柔らかさ、エイジング（経年変
化）が特徴です。
オイルを入れる工程も複数に分けて革の芯にまでオイ
ルを浸透させています。その為、革がよりしなやかに
なり、手触りも良く耐久性も増します。

A4 ショルダーバッグ

BT-101
A４サイズが横向きでスマートに
収まります。

価格（税抜）：23,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

A4 ビジネスバッグ

BT-102

価格（税抜）：48,000 円
カラー：グリーン・ブラウン・ボルドー・ネイビー

サイズ（約）
：幅３４× 高さ３０× マチ４ cm ／重量（約）
：
５５０g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：ファスナー
コンパートメント（内部にオープンポケット ×２）、前面
ファスナーポケット ×１

A４サイズ対応。収納も充実。
ビジネスマンには最強の相棒になるビジネスバッグ。

サイズ（約）：幅４０．５× 高さ３０× マチ９ cm ／重量
（約）
：１．３００g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：
ダブルファスナーメインコンパートメント ×１( 内部オー
プンポケット ×3、ファスナーポケット ×１）、外オープ
ンポケット ×2、前面ファスナーポケット ×１／付属品：
ショルダーベルト ／内装色：ボルドー・ネイビー＝ネイ
ビー、ブラウン・グリーン＝ベージュ

BISONTE

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
長財布

BT-103

ラウンド長財布

サイズ（約）：幅１９× 高さ９．
５× マチ２ cm ／重量（約）：1
５０g ／素材：牛革／仕様：札入
れ ×２、カード入れ ×６、オー
プンポッケット ×４、ファスナー
開閉コインポケット ×１

価格（税抜）：16,500 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

名刺入れ

サイズ（約）：幅１１× 高さ７．
５× マチ２ cm ／重量（約）：４
０g ／素材：牛革／仕様：名刺＝
約６５枚対応、ポケット ×４、
背面ポケット ×１

価格（税抜）：4,800 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

BT-107

サイズ（約）：幅２０× 高さ１０
× マチ２．５ cm ／重量（約）：
２４０g ／素材：牛革／仕様：開
閉ファスナー式、札入れ ×２、
カード入れ ×１２、オープンポ
ケット ×２、ファスナーコイン
ポケット ×１

価格（税抜）：18,500 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

ループキーホルダー

BT-108

サイズ（約）：幅３．２× 高さ１０．５× マチ２ cm
／重量（約）
：２０g ／素材：牛革／仕様：ホック式開閉、
リング ×１

価格（税抜）：2,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

二つ折財布

BT-106

サイズ（約）：幅１０× 高さ７．
５× マチ２．５ cm ／重量（約）
：
４５g ／素材：牛革／仕様：L ファ
スナー開閉、外側カードポケッ
ト ×１

価格（税抜）：3,700 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

ペンケース

サイズ（約）：幅１０× 高さ６．
５× マチ２．５ cm ／重量（約）
：
６０g ／素材：牛革／仕様：ホッ
ク開閉、６連リング

価格（税抜）：4,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

BT-104

L 字ファスナーコインケース

BT-105

キーケース

ビゾンテオイルレザー

BT-109

サイズ（約）：幅２２．５× 高さ６．５× マ
チ５ cm ／重量（約）：６０g ／素材：牛革／
仕様：ファスナー開閉

価格（税抜）：4,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

BT-110

サイズ（約）
：幅１１× 高さ１０× マチ３ cm ／重量（約）
：
９０g ／素材：牛革／仕様：札入れ ×２、カード入れ ×８、
オープンポケット ×２

価格（税抜）：16,500 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

BOX 型コインケース

BT-116

サイズ（約）：幅８× 高さ７× マチ２ cm ／重量
（約）：３５g ／素材：牛革 ／仕様：ホック式開閉

価格（税抜）：3,500 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

BISONTE

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
縦型トートバッグ

ビゾンテオイルレザー

BT-112

価格（税抜）：40,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

フラップショルダー

サイズ（約）：幅３７× 高さ３６× マチ１０ cm ／重量（約）：
８５０g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿 ／仕様：ファスナー開
閉、内部にオープンポケット ×２、ファスナーポケット ×１
／内装色：ブラック・ネイビー＝ネイビー、ブラウン・グリー
ン＝ベージュ

BT-113

A４サイズ対応。肉厚のオイルレ
ザー１枚をフラップに使用。背
面ファスナーポケットは約３０
ｃｍと大きめなので、長財布や
貴重品など入れられて便利。

中ポケットはスマホや手帳ポ
ケットもあり、ビジネスでも
プライベートでも活躍します。

価格（税抜）：37,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

横型トートバッグ

BT-114

価格（税抜）：38,500 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

縦型ドクターリュック

BT-115

サイズ（約）：幅３５× 高さ２５× マチ８ cm ／重量（約）：８５０
g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：フラップ付オープンポケッ
ト ×１（内部にファスナーポケット ×１、オープンポケット ×２）、
背面ファスナーポケット ×１／内装色：ブラック・ネイビー＝ネイ
ビー、ブラウン・グリーン＝ベージュ

サイズ（約）：幅３８× 高さ２８× マチ１０ cm ／重量（約）：９
００g ／素材：外装＝牛革、 内装＝綿 ／仕様：天ファスナーメイ
ンコンパートメント ×１（内部にファスナーポケット ×１、オー
プンポケット ×２）、前面＝マグネットホックポケット ×１／内
装色：ブラック・ネイビー＝ネイビー、ブラウン・グリーン＝ベー
ジュ

大人仕様のドクターリュック。
革本来の厚みでしかだせないボ
リューム感が楽しめます。

ビジネスシーンにはドクター
バッグ、プライベートではリュッ
クスタイル。大人の男性のオン・
オフを演出します。

価格（税抜）：49,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

サイズ（約）
：幅３２× 高さ３３× マチ１０ cm ／重量（約）
：１，
１００g ／素材：外装＝牛革
内装＝綿 ／仕様：開閉：錠前（内
部にオープンポケット ×２、ファスナーポケット ×１）／内装色：
ブラック・ネイビー＝ネイビー、ブラウン・グリーン＝ベージュ

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
ビジネスバッグ

BISONTE

ビゾンテオイルレザー

BT-117
A４サイズ対応。
内部のオープンポケット
は、スマホや長財布にも対
応した大きめサイズで便
利。
コーナーガード、底鋲も付
いているのでキズや汚れか
らのダメージを軽減しま
す。

価格（税抜）：50,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

ビジカジバッグ

BT-118

サイズ（約）：幅４１× 高さ３１× マチ１０ cm ／重量（約）：１，
１００g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：ファスナー開閉、（内
部にオープンポケット ×３, ファスナーポケット ×１）／付属品：
ショルダーベルト／内装色：ブラック・ネイビー＝ネイビー、ブラ
ウン・グリーン＝ベージュ

A４サイズ対応。
中縫いタイプで丸みを帯びた
ラインは、ソフトな印象を与
え、ビジネススタイルだけで
なくカジュアルスタイルでも
活躍します。
すっきり持ちやすいハンドル
のデザインもアクセントに
なっています。

価格（税抜）：48,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

縦型 A4 ショルダーバッグ

BT-119

サイズ（約）：幅４０× 高さ２８× マチ１０ cm ／重量（約）：１，
１００g ／素材：外装＝牛革、 内装＝綿 ／仕様：ファスナーメイン
コンパートメント ×１（内部にファスナーポケット ×１、オープン
ポケット ×３）前面ファスナーポケット ×１／付属品：ショルダー
ベルト／内装色：ブラック・ネイビー＝ネイビー、ブラウン・グリー
ン＝ベージュ

A4 サイズ対応。
前面ファスナーポケットには大きめのスマートフォ
ンも収納できます。

価格（税抜）：29,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

ラウンドブリーフケース

サイズ（約）：幅２８× 高さ３５× マチ５．５ cm ／重量（約）：
７５０g ／素材：外装＝牛革
内装＝綿 ／仕様：ファスナーメ
インコンパートメント ×１（内部にオープンポケット ×２）、前
面ファスナーポケット ×１、背面オープンポケット ×１

BT-120

価格（税抜）：57,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ネイビー・グリーン

サイズ（約）：幅４０× 高さ２８× マチ９cm ／重量（約）：１，３５０g ／素材：外
装＝牛革
内装＝綿 ／仕様：ダブルファスナーメインコンパートメント（内部にオー
プンポケット ×７、ファスナーポケット ×１）、前面ファスナーポケット ×１、前面
オープンポケット ×１

ELBAMATT

イタリアンオイルレザー
イタリアの伝統的なタンニンなめしで作られる革。
寒い地域で育てられた牛は “ギン面” と呼ばれる層が
厚く、皮も肉厚なので強度に優れた革となり、それ
を 1000 年以上の歴史のある特許をとった製法で仕
上げます。
イタリアは硬水なので、染料が入りにくく、複数回
に分け、じんわりと染料を入れ着色していきます。
これは、とても手間のかかる作業です。
表面をコーティングしていない、” 素上げ” と呼ばれ
る仕上げなので、手にもっただけで、オイルがあふ
れ出てきている感じや、ソフトな手触りがダイレク
トに伝わり、エイジングが楽しみになってきます。

ロングウォレット

EM-701

サイズ（約）：幅１９× 高さ９．５× マチ２
cm ／重量（約）
：１７０g ／素材：牛革／仕様：
札入れ ×２、カード入れ ×７、オープンポケッ
ト ×４、ファスナー開閉コインポケット ×１

ラウンドロングウォレット

EM-702

サイズ（約）
：幅２０× 高さ１０× マチ２．
５cm ／重量（約）：２９０g ／素材：牛革
／仕様：開閉ファスナー式、札入れ ×２、
カード入れ ×１２、オープンポケット ×２、
ファスナーコインポケット ×１

価格（税抜）：25,000 円
価格（税抜）：27,500 円
カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン

名刺入れ

EM-703

ファスナーキーケース

サイズ（約）：幅１１× 高さ７× マチ２ cm
／重量（約）：４０g ／素材：牛革／仕様：
名刺＝約３０枚対応、ポケット ×２

EM-704

サイズ（約）：幅７．５× 高さ１２× マ
チ１．５cm ／重量（約）：１００g ／素
材：牛革／仕様：ファスナー開閉、５連
リング、オープンポケット ×２

価格（税抜）：7,500 円
価格（税抜）：9,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
スマートコインケース

ELBAMATT

イタリアンオイルレザー

EM-705

サイズ（約）：幅９．５× 高さ７× マチ２ cm ／重量（約）：５０g ／素材：
牛革／仕様：コインボックス ×１、カードポケット ×１

価格（税抜）：8,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン

NEW スリムマネークリップ

EM-706

価格（税抜）：14,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン

NEW スリムウォレット

EM-707

サイズ（約）：幅９．５× 高さ７× マチ２ cm ／重量（約）：５０g ／素材：
牛革／仕様：札入れ ×１（約１５枚収納可能）、ポケット ×３

サイズ（約）：幅９．５× 高さ７× マチ２ cm
／重量（約）：５０g ／素材：牛革／仕様：札入
れ ×１（約１５枚収納可能）、カード入れ ×２、
ファスナーポケット ×１

価格（税抜）：14,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ワインレッド・レッドブラウン

ZENAQ

オイルタンニンレザー
タンニンなめしで、肉厚の原皮を使用。アイロンをあ
てることで、表面をなめらかにした革。
程度の良い原皮でも表面の傷を隠すことができない
為、使用できる皮が限られてる貴重な革になります。
染料オイルは手作業によって仕上げる為、機械のよう
に均一に染まることはありません。一枚いちまいが、
同じには仕上がることがないので、独特のムラ感を楽
しめます。
非常に硬いので、製作時は扱いにくい革ではあるので
すが、その分使用の際は型崩れの心配もなく丈夫です。

ビジネストートバッグ

ZK-501

価格（税抜）：24,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

コンビ長財布

B４サイズ対応。
革のボリューム感を最大限に活かした
シンプルトートバッグ。

サイズ（約）：幅４８× 高さ３１× マチ９ cm ／重量
（約）：８００g ／素材：牛革／仕様：メインコンパー
トメント（内部にファスナーポケット ×１）

ZK-502

サイズ（約）：幅２０× 高さ１０．５×
マチ２．５cm ／重量（約）：１１５g
／素材：外装＝牛革、内装＝牛革（ヌメ）
／仕様：札入れ ×１、カード入れ ×１
２、オープンポケット ×２

価格（税抜）：22,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

コンビラウンド長財布

ZK-503

サイズ（約）
：幅２０× 高さ１０× マチ２．
５cm ／重量（約）：２３０g ／素材：外装
＝牛革、内装＝牛革（白ヌメ）／仕様：開
閉ファスナー式、札入れ ×２、カード入れ
×１２、オープンポケット ×２、ファスナー
コインポケット ×１

価格（税抜）：23,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

ZENAQ

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
ペンケース

ZK-505

キーケース

サイズ（約）：幅２０× 高さ５×
マチ４cm ／重量（約）：６０g
／素材：牛革／仕様：ファスナー
開閉式

価格（税抜）：4,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

A4 ビジネスバッグ

ZK-506

オイルタンニンレザー
ZK-509

サイズ（約）：幅７．５× 高さ１２
× マチ２ cm ／重量（約）：９０g ／
素材：牛革／仕様：ファスナー開閉、
５連リング、フック ×１、外装＝オー
プンポケット ×１

価格（税抜）：6,300 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド
A４サイズ対応。
A４ファイルとペンケースが横並びで
きれいに入ります。

価格（税抜）：27,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

B4 ビジネスバッグ

ZK-507

サイズ（約）：幅３８× 高さ２７．５× マチ５cm ／重
量（約）
：４５０g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：ファ
スナーメインコンパートメント（ダブルファスナー）／
前面＝オープンポケット ×１

B４サイズ対応。底までが深く中の物がスムー
ズに取り出せるようファスナーを少し長めに
しているので、見やすく出し入れもスムーズ
です。

価格（税抜）：29,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

A3 ビジネスバッグ

サイズ（約）：幅４０× 高さ３２× マチ５ cm ／重量
（約）：５５０g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：ファ
スナーメインコンパートメント（ダブルファスナー）

ZK-508

A３サイズ対応。
曲がったら困る図面やデザイン画、楽譜など
をきれいに持ち歩けます。

価格（税抜）：31,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

サイズ（約）：幅４８．５× 高さ３４× マチ４cm ／
重量（約）：６５０g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：
ファスナーメインコンパートメント（ダブルファス
ナー）、前面＝オープンポケット ×１

ZENAQ

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
セパレートブリーフケース

オイルタンニンレザー

ZK-510
B４サイズ対応。
内装にもたっぷりと革を
使い、贅沢な仕上がりに
なっています。
大きなファスナーポケッ
トを仕切りにして、２つ
のコンパートメント、ス
マートフォンやパスケー
ス、名刺入れなどがすぐ
に取り出せるオープンポ
ケットなど収納も充実し
ています。

価格（税抜）：82,000 円

カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

フラップショルダーポーチ

ZK-511

サイズ（約）：幅４２× 高さ３２× マチ９cm ／重量
（約）：１，４００g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：
ダブルファスナーメインコンパートメント ×１（内部
にファスナーポケット ×１、オープンポケット ×３）

長財布はもちろん小さめの
タブレット端末も収納可能。

価格（税抜）：18,500 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

ダレスバッグ

ZK-512

価格（税抜）：130,000 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

コンビ名刺入れ

ZK-513

サイズ（約）
：幅２４× 高さ１６× マチ６cm ／重量（約）
：
４００g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：ホック式開閉、
背面 = オープンポケット ×1 、ショルダーベルト長さ
=100 〜 130cm（着脱不可）

サイズ（約）
：幅４１× 高さ３０× マチ１２cm ／重量（約）
：
１，６００g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：開閉＝錠前、
コンパートメント（B４対応、内部に中仕切りファスナー
ポケット ×１）、レザータグ ×１

サイズ（約）
：幅１１× 高さ７× マチ２cm ／重量（約）
：
４５g ／素材：牛革（ヌメ革）／仕様：名刺＝約 40 枚対応、
オープンポケット ×３

価格（税抜）：4,800 円
カラー：ダークブラウン・ネイビー・ボルドーレッド

FLAT SHRINK

フラットシュリンクレザー

クロム鞣しの後、タンニン鞣しへ。手間と時間がかかるコンビネーショ
ン鞣しの革。革に一度、シボを入れ、柔らかくし、アイロンでシボを
押さえます。
そうすることで、シボ部分、シボがないフラットな部分…と、革の表
情に敢えて統一感を持たせない風合いに仕上げます。使っているうち
についてしまう、癖のあるシワがフラットな面につくこともなく、折
りジワが入っても、シボがない革とは違って目立ちにくいのも特徴。
革の繊維にたっぷりとオイルを浸透させ、革を折り曲げたり、裏から
押し上げると、色の濃淡が変化するプルアップ処理を施した革なので、
傷がついても傷に見えない独特の雰囲気を持つ革です。皮革製品の仕
上がりは一つひとつ革の風合いが違ってくるものですが、フラット
シュリンクはその傾向が顕著に表れます。

トートバッグ

FS-301

価格（税抜）：35,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ヴァイオレット

２WAY ドクターリュック

サイズ（約）：幅３５× 高さ３１× マチ１２cm ／重量（約）：
８００g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：天ファスナー
開閉（内部にオープンポケット ×２、ファスナーポケット ×１）

FS-302

価格（税抜）：45,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ヴァイオレット

サイズ（約）
：幅３２．５× 高さ２６× マチ１４cm ／重量（約）
：
１，０００g ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：開閉＝差
込錠（内部にオープンポケット ×２, ファスナーポケット ×１）
／付属品：ショルダーベルト

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
２WAY コンビトートバッグ

FS-303

価格（税抜）：36,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ヴァイオレット

トートバッグ

FLAT SHRINK

フラットシュリンクレザー

A４サイズ対応。ベルト調整でショルダーバッグとしても使えます。

サイズ（約）：幅３６× 高さ３５× マチ９ cm ／重量（約）：８００g ／素
材：牛革／仕様：ファスナーメインコンパートメント（内部にオープンポケッ
ト ×２、ファスナーポケット ×１）、前面＝ファスナーポケット ×１

FS-304

価格（税抜）：38,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ヴァイオレット

サイズ（約）：幅５１× 高さ３１．５× マチ１３．５cm ／重量（約）：
９００g ／素材：牛革／仕様：ファスナーメインコンパートメント（内
部にファスナーポケット ×１、オープンポケット ×２）

価格（税抜）：20,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ヴァイオレット

サイズ（約）
：幅３３× 高さ２１× マチ４cm ／重量（約）
：５５０g ／素材：
牛革（ヌメ革）／仕様：開閉＝ファスナーメインコンパートメント（内部に
ファスナーポケット ×１、オープンポケット ×２）、ホック付オープンポケッ
ト ×１／付属品：ショルダーベルト

価格（税抜）：15,000 円
カラー：キャメル・ネイビー・ヴァイオレット

サイズ（約）：幅８．５× 高さ１１× マチ２cm ／重量（約）：１５０g ／素材：
牛革／仕様：L 字ファスナー開閉（内部にファスナーポケット ×１、オープン
ポケット ×１、カード入れ ×３、キーホルダー ×１（着脱可能）

NEW サコッシュ

NEW ミニクラッチ

FS-305

FS-306

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
カーフキーケース

LF-705

価格（税抜）：8,800 円
カラー：ブラック・ブラウン・キャメル

カーフ名刺入れ

LF-706

価格（税抜）：10,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・キャメル

カーフスリム長財布

サイズ（約）：幅１１× 高さ７× マチ２cm ／重量（約）：４０g ／素材：
外装＝牛革（カーフ）／仕様：名刺約３０枚対応、ポケット ×２

LF-707

価格（税抜）：20,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・キャメル

NEW ショルダーバッグ

サイズ（約）
：幅１０× 高さ６．５× マチ２．５cm ／重量（約）
：５１g ／素材：
外装＝牛革（カーフ）／仕様：ホック開閉、6 連リング、ポケット ×１

サイズ（約）：幅１９× 高さ９× マチ１．５cm ／
重量（約）：８０g ／素材：牛革（カーフヌメ）／
仕様：カード入れ ×６、オープンポケット ×４

LF-708

撥水加工済

価格（税抜）：15,000 円
カラー：ブラック・ブラック / レッド

サイズ（約）：幅２３× 高さ２８× マチ３．５cm、ショルダーベルト長さ
＝９９〜１５０cm ／重量（約）：４００g ／素材：牛革、内装＝綿 ／仕様：
ファスナーメインコンパートメント（内部にオープンポケット ×２）、前面
＝ファスナーポケット ×１

WATER LINK LEATHER

ウォーターリンクレザー

水と共存できる革、それがウォーターリンクレザー
水と共存できる革、それがウォーターリンクレザー
ウォーターリンクレザーは、革に特殊な成分を
浸透させています。その成分が革の芯まで行き
届くことで、革が水にぬれても、浸透しても、
硬くなること・表面が割れるような品質劣化が
なく、使い続けていくことができる水に強い革
になります。雨や雪の日にも使え、コップから
の液体や表面の埃や汚れは、シャワーで落とせ
ます。水を避けるのではなく水と共存できる革、
それがウォーターリンクレザーです。

トートバッグ

WL-201

価格（税抜）：18,000 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

携帯灰皿

WL-204

サイズ（約）：幅８．４× 高さ８× マチ１ cm
／素材：牛革／仕様：ホック開閉

価格（税抜）：3,500 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

NEW

サイズ（約）：幅３６× 高さ２５× マチ６ cm ／重量（約）：２５０g ／
素材：外装＝牛革、内装＝綿／仕様：メインコンパートメント（内部にオー
プンポケット ×２）／内装色：ブラック・サンドベージュ・モスグリー
ン＝ワインレッド、キャメル・レッド・オレンジ＝ブルー

パスケース

WL-205

サイズ（約）：幅７× 高さ１０．５ cm ／素材：牛革
／仕様：カードポケット ×２

価格（税抜）：3,500 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

WATER LINK LEATHER
ウォーターリンクレザー
4WAY ショルダーリュック

WL-206

価格（税抜）：27,000 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

ショルダーバッグ

WL-207

価格（税抜）：19,000 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

ワンショルダートート

WL-208

サイズ（約）
：幅３０× 高さ３３× マチ８cm ／重量（約）
：４５０g ／素材：外装＝牛革、
内装＝綿 ／仕様：ファスナー開閉メインコンパートメント（内部にオープンポケット ×
２）、前面ファスナーポケット ×１、ショルダーベルト ×２（着脱可）／内装色：ブラッ
ク・サンドベージュ・モスグリーン＝ワインレッド、キャメル・レッド・オレンジ＝ブルー

サイズ（約）
：幅３０× 高さ２０× マチ７cm ／重量（約）
：３００g ／素材：外装＝牛革、
内装＝綿 ／仕様：ファスナー開閉メインコンパートメント（内部にオープンポケット ×
２）、後面ファスナーポケット ×１／内装色：ブラック・サンドベージュ・モスグリーン
＝ワインレッド、キャメル・レッド・オレンジ＝ブルー

価格（税抜）：24,000 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

サイズ（約）
：幅４１× 高さ２７× マチ６cm ／重量（約）
：４２０g ／素材：外装＝牛革、
内装＝綿 ／仕様：ファスナー開閉メインコンパートメント（内部にファスナーポケット
×１、オープンポケット ×２）、ファスナーポケット ×１／内装色：ブラック・サンドベー
ジュ・モスグリーン＝ワインレッド、キャメル・レッド・オレンジ＝ブルー

価格（税抜）：14,000 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド・サンドベージュ・モスグリーン・オレンジ

サイズ（約）：幅３１× 高さ１７× マチ１２cm ／素材：外装＝
牛革、内装＝綿／仕様：ファスナーメインコンパートメント（内
部にオープンポケット ×１）、前面ファスナーポケット ×１

ミニトートバッグ

WL-214

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
NEW 名刺入れ

WLP-611

価格（税抜）：4,800 円
カラー：ブラック・レッド・トープ・ヴァイオレット・スカイブルー・ピンク・イエロー・オレンジ

NEW パスケース

サイズ（約）：幅１１× 高さ７．５× 厚さ２ cm ／重量（約）：５０g ／
素材：牛革／仕様：名刺約６０枚対応、ポケット ×３／内装色：ブラック・
トープ＝ワインレッド、スカイブルー＝グリーン、その他＝ブルー

※直営店舗限定商品

WLP-612

サイズ（約）
：幅１１× 高さ７．５× 厚さ１cm ／重量（約）
：４０g ／素材：
牛革／仕様：ポケット ×３／内装色：ブラック・トープ＝ワインレッド、
スカイブルー＝グリーン、その他＝ブルー

価格（税抜）：3,000 円
カラー：ブラック・レッド・トープ・ヴァイオレット・スカイブルー・ピンク・イエロー・オレンジ

NEW キーケース

WLP-613

※直営店舗限定商品

価格（税抜）：3,000 円
カラー：ブラック・レッド・トープ・ヴァイオレット・スカイブルー・ピンク・イエロー・オレンジ

NEW モバイルウォレット

サイズ（約）：幅７× 高さ１０× 厚さ２ cm ／重量（約）：６０g ／素材：牛革
／仕様：ホック開閉、オープンポケット ×１、６連リング／内装色：ブラック・
トープ＝ワインレッド、スカイブルー＝グリーン、その他＝ブルー

WLP-614

価格（税抜）：13,000 円
カラー：ブラック・レッド・トープ・ヴァイオレット・スカイブルー・ピンク・イエロー・オレンジ

サイズ（約）
：幅１７．５× 高さ８．５× 厚さ２ cm ／重量（約）
：
１１０g ／素材：牛革／仕様：札入れ ×１、ファスナー式小銭入
れ ×１、カード入れ ×５、オープンポケット ×１（携帯電話収
納部分幅１５．５× 高さ８× 厚み０．８ｃｍ）

ー自社工房で生み出す Foglia シリーズー
NEW ドクターショルダーバッグ

WLP-615

価格（税抜）：30,000 円
カラー：ブラック・レッド・トープ・ヴァイオレット・スカイブルー・オレンジ

NEW ドクターハンドバッグ

バイカラー：レッド・ピンク・イエロー・
オレンジ・トープ

サイズ（約）：幅 ２６・底部２８× 高さ１５× マチ１
２ cm ／重量（約）
：５００g ／素材：牛革（ウォーター
リンクレザー）、内装＝牛革（ヌバック）／仕様：ワン
タッチ錠（内部にオープンポケット ×１）／内装色：
ブラック・トープ＝ワインレッド、スカイブルー＝グ
リーン、その他＝ブルー

WLP-616

価格（税抜）：40,000 円
カラー：ブラック・レッド・トープ・ヴァイオレット・スカイブルー・オレンジ

バイカラー：レッド・ピンク・イエロー・
オレンジ・トープ

サイズ（約）：幅 上部２６・底部３０× 高さ１８．５×
１２．５cm ／重量（約）：６５０g ／素材：表面＝牛革
（ウォーターリンクレザー）、内装＝綿／仕様：ワンタッ
チ錠（内部にオープンポケット ×２）／内装色：ブラッ
ク・トープ＝ワインレッド、その他＝ブルー

MADE IN INDONESIA

ハンドメイドシリーズ
トランク 28 インチ

TT-028

メイドインインドネシア
トランク 24 インチ

TT-024

トランク 20 インチ

TT-020

サイズ（約）
：幅７１× 高さ３８．５× マチ２１．
５cm（底側内寸（約）：６６．５×３５×１５．
５ｃｍ）／重量（約）：４，９００g ／素材：外装
＝牛革 ( ヌメ革 )、内装＝綿

サイズ（約）
：幅６０× 高さ３５× マチ２０cm（底
側内寸（約）
：５７×２９×１２ｃｍ）／重量（約）
：
３，３００g ／素材：外装＝牛革 ( ヌメ革 )、内装
＝綿

サイズ（約）
：幅５０× 高さ２８× マチ１７cm（底
側内寸（約）：４７×２４．５×１０．５ｃｍ）
／重量（約）
：２，５００g ／素材：外装＝牛革 ( ヌ
メ革 )、内装＝綿

トランク 16 インチ

トランク 12 インチ

トランク 10 インチ

価格（税抜）：65,000 円 カラー：キャメル

TT-016

価格（税抜）：55,000 円 カラー：キャメル

TT-012

価格（税抜）：42,000 円 カラー：キャメル

TT-010

サイズ（約）
：幅４０× 高さ２４× マチ１５cm（底
側内寸（約）
：３７×２０．５×９ｃｍ）／重量（約）
：
２，０５０g ／素材：外装＝牛革 ( ヌメ革 )、内装
＝綿／付属品：ショルダーベルト

サイズ（約）
：幅３１× 高さ２１× マチ１４cm（底
側内寸（約）：２７．５×１８×８．５ｃｍ）／
重量（約）：１，３５０g ／素材：外装＝牛革 ( ヌ
メ革 )、内装＝綿／付属品：ショルダーベルト

サイズ（約）
：幅２６× 高さ１９× マチ１２cm（底
側内寸（約）
：２２．５×１５×７ｃｍ）／重量（約）
：
１，１５０g ／素材：外装＝牛革 ( ヌメ革 )、内装
＝綿／付属品：ショルダーベルト

角型トランク（L)

角型トランク（M)

ダレスバッグ（M)

価格（税抜）：34,000 円 カラー：キャメル

TT-B51

サイズ（約）：幅４７× 高さ３３× マチ１４cm（底側
内寸（約）：４２．５×３０．５×９．５ｃｍ）／重量
（約）：２，４００g ／素材：外装＝牛革 ( ヌメ革 )、内
装＝綿／付属品：ショルダーベルト／ B4 サイズ対応

価格（税抜）：40,000 円 カラー：キャメル

価格（税抜）：25,000 円 カラー：キャメル

TT-B52

サイズ（約）：幅３９× 高さ２８× マチ１１cm( 底側
内寸（約）
：３５×２４．５×８．５ｃｍ）／重量（約）
：
１，９００g ／素材：外装＝牛革 ( ヌメ革 )、内装＝
綿／付属品：ショルダーベルト／ A4 サイズ対応

価格（税抜）：33,000 円 カラー：キャメル

価格（税抜）：20,000 円 カラー：キャメル

TB-032

サイズ（約）：幅４２× 高さ３３× マチ８cm ／
重量（約）：１，５００g ／素材：外装＝牛革 ( ヌ
メ革 )、内装＝綿／付属品：ショルダーベルト／
A4 サイズ対応

価格（税抜）：26,000 円 カラー：ブラック・ブラウン・キャメル

※この商品は、インドネシア製でハンドメイドで製作されています。機能的には問題ありませんが、
品質的に荒い作りをしています。そのワイルド感がよいところでもあります。また、革のキズ・血筋
などもある商品ですので、ご理解してお取り扱いをお願いいたします。

MADE IN JAPAN

日本製シリーズ
ペンケース

OJ-237

サイズ（約）：幅４．５× 高さ１８× マチ１．５
cm ／素材：牛革／ 2 本用

価格（税抜）：3,300 円
カラー：ブラック・ブラウン・ボルドーレッド

縦型 ID カードケース OJ-247

サイズ（約）：幅７× 高１１cm ／素材：
牛革／ネックストラップ別売り

価格（税抜）：3,800 円
カラー：ブラック・ブラウン・ボルドーレッド

花柄型押しショルダーポーチ IJ-824

サイズ（約）：幅２３× 高さ１２× マチ６cm ／重量
（約）：２５０ｇ／素材：外装＝牛革、内装＝綿／付
属品：ショルダーベルト ×２（肩掛け用、手持ち用）

価格（税抜）：12,000 円
カラー：ブラック・キャメル・レッド

オールレザーウォーカーバッグ IJ-832

サイズ（約）：幅２５× 高さ２７× マチ６cm ／重量
（約）：５５０ｇ／素材：外装＝牛革、内装＝綿

価格（税抜）：20,000 円
カラー：ブラック・キャメル

メイドインジャパン

ネックストラップ OJ-245

サイズ（約）：７８cm（革部分円周囲）／素材：牛革

価格（税抜）：3,000 円
カラー：ブラック・ブラウン・ボルドーレッド

栃木レザー紳士ベルト IJ-914

サイズ（約）：幅３× 長さ１１０cm ／素材：牛
革／適応ウエストサイズ（約）＝最大９５ｃｍ

価格（税抜）：10,000 円
カラー：ブラック・ブラウン

ラウンドリュック

IJ-822

サイズ（約）：幅３６× 高さ３３× マチ３cm ／
重量（約）：６５０ｇ／素材：外装＝牛革、内装
＝綿

価格（税抜）：18,000 円
カラー：ネイビー・キャメル・レッド

横型 ID カードケース OJ-246

サイズ（約）：幅１１× 高さ８．４ｃｍ／素材：牛革
／ネックストラップ別売り

価格（税抜）：3,800 円
カラー：ブラック・ブラウン・ボルドーレッド

クロコ型押しショルダーバッグ 2628

サイズ（約）：幅３１× 高さ２６× マチ７cm ／重
量（約）：３９０ｇ／素材：外装＝牛革、内装＝綿

価格（税抜）：12,000 円
カラー：ブラック・ワイン

牛革 × ナイロン薄型ウエストポーチ IJ-827

サイズ（約）：幅３０× 高さ１７× マチ４cm ／重
量（約）：２７０ｇ／素材：牛革・ナイロン、内装
＝綿／携帯電話ポケット対応サイズ（約）７．８×
１５．８×１ｃｍ以内

価格（税抜）：12,000 円
カラー：ブラック・キャメル

miﬀy&Import

ミッフィー & インポート
牛革ショルダーバッグ TK-036M

牛革パスケース

サイズ（約）：幅３０× 高さ２０× マチ７cm ／素材：
牛革（撥水加工）／日本製

価格（税抜）：19,000 円
カラー：ネイビー・キャメル・レッド

2WAY モバイルショルダー TL-508

サイズ（約）：幅１０× 高さ１７× マチ４cm ／重量
（約）：２２０ｇ／素材：外装＝牛革、内装＝PU・ナ
イロン／付属品：ショルダーベルト／生産国：中国
製／対応サイズ目安：７．７×１６×１ｃｍ以内

価格（税抜）：10,000 円
カラー：ブラック・キャメル

やぎ革ショルダーバッグ TL-366

サイズ（約）
：幅２５．５× 高さ１８．５× マチ４．
５cm ／重量（約）
：３８０ｇ／素材：外装＝やぎ革、
内装＝ナイロン／生産国：中国製

価格（税抜）：12,000 円
カラー：ブラック・キャメル

WLP-612M

サイズ（約）：幅１１× 高さ７．５× 厚さ１．５cm ／素
材：牛革（ウォーターリンクレザー）／日本製

フォンウォレット

TL-308

サイズ（約）：幅９．５×
高さ１５× マチ４cm ／重
量（約）：１６５ｇ／素材：
牛革（シュリンク）・ナイ
ロン／生産国：中国製／付
属品：ハンドストラップ（長
さ：約１７ｃｍ）／対応サ
イズ目安：６．５×１３×
４．５ｃｍ以内

価格（税抜）：8,500 円
カラー：ブラック・ブラウン

お散歩ショルダーバッグ TL-519

価格（税抜）：4,800 円
カラー：レッド・スカイブルー・イエロー・オレンジ

エナメルクロコ調ラウンド長財布 IJ-915

サイズ（約）：幅２０× 高さ１１× マチ２cm ／素材：
外装＝牛革（イタリアンレザー）、内装＝PU ／生産国：
中国製

価格（税抜）：10,000 円
カラー：ブルー・イエロー・ピンク・パープル

サイズ（約）：幅１６× 高さ２５× マチ９cm ／
重量（約）：４８０ｇ／素材：外装＝牛革、内装
＝ナイロン／生産国：中国製／携帯電話ポケット
対応サイズ（約）７×１３．５×１ｃｍ以内

価格（税抜）：13,800 円
カラー：ブラック・キャメル

※予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承下さい。
※カタログのカラーは印刷のため、実際と異なる場合がございます。
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