
口金を革で包んだモダンデザイン。外側に二段のオープンポケット。
収納力があり使い勝手のいい財布です
7色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック オレンジ
2段ポケット、親子がま口
15.0x9.5x2.0cm（幅 高 マチ）、107g

COLOR PLAINシリーズ 001
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本牛革の質感を素直に生かした　「COLOR PLAIN」シリーズ。
本革ならではの色彩の深みが魅力です。
アイテム：がま口、カードケース

481B　がま口 Lサイズ 4.7寸 2 段ポケット 親子  参考価格：4500円

口金を革で包んだモダンデザイン。外側に二段のオープンポケット。
がま口のゴールドがひきたつデザイン。カラフルなラインが印象的です。
収納力があり使い勝手のいい財布です
6色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック
2段ポケット、親子がま口
15.0x9.5x2.0cm（幅 高 マチ）、107g

481B-6　がま口 Lサイズ 4.7寸 2 段ポケット カラフルライン 親子  参考価格：4400円

口金を革で包んだモダンデザイン。外側に二段のオープンポケット。
がま口のゴールドがひきたつデザイン。
収納力があり使い勝手のいい財布です
6色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック
2段ポケット、親子がま口
15.0x9.5x2.0cm（幅 高 マチ）、107g

481B-16　がま口 Lサイズ 4.7寸 2 段ポケット シンプルライン 親子  参考価格：4200円

シュリンクレザーの風合いが美しく、口金を革で包んだモダンな印象のデザイン。
飾りポケット（オープンポケット x4）がかわいさのポイントになっています。
収納力があり使い勝手のいい財布です
7色：ワイン フジ グリーン ネイビー キャメル ブラウン ブラック
前ポケット4箇所、親子がま口
15.0x10.5x2.5cm（幅 高 マチ）、112g

837　がま口 Lサイズ 4.7寸 シュリンク 飾りポケット 親子

シュリンクレザーの風合いが美しく、口金を革で包んだモダンな印象のデザイン。
外側に二段のオープンポケット。ボトムにファスナーポケットが付き
収納力があり使い勝手のいい財布です。
8色：ワイン グリーン ネイビー キャメル ブラウン ブラック
親子がま口、前ポケット2箇所、ファスナーポケット1箇所
15.0x9.0x2.5cm（幅 高 マチ）、119g

840-2　がま口 Lサイズ 4.7寸 シュリンク 2 段ポケット 底ファスナー 親子 参考価格：4800円

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製
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ワイン グリーン ネイビー キャメル ブラウン ブラック トープ ホワイト

参考価格：5300円

フジ グリーン ネイビー キャメル ブラウン ブラックワイン

フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック オレンジワイン

ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック

ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック



COLOR PLAINシリーズ
本牛革の質感を素直に生かした　「COLOR PLAIN」シリーズ。
本革ならではの色彩の深みが魅力です。
アイテム：がま口、カードケース

002
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口金を革で包み、カラフルラインをあしらったモダンな印象のデザイン。
ボトムにファスナーポケットが付き
収納力があり使い勝手のいい財布です。
6色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック
親子がま口、ファスナーポケット1箇所
16.0x11.0x3.5cm（幅 高 マチ）、97g

参考価格：4800円494-1　がま口 Lサイズ   カラフルライン 底ファスナー 親子 日本製

口金を革で包んだモダンな印象のデザイン。
ボトムにファスナーポケットが付き
収納力があり使い勝手のいい財布です。
6色：ワイン フジ グリーン キャメル ネイビー ブラック
親子がま口、ファスナーポケット1箇所
16.0x11.0x3.5cm（幅 高 マチ）、97g

参考価格：5000円日本製494　がま口 Lサイズ   シンプルライン 底ファスナー 親子

口金を革で包んだモダンな印象で
丸みを帯びたフォルムがかわいいデザインです。
９色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック オレンジ ピンク ライトグリー
ン
親子がま口
15.0x10.0x3.0cm（幅 高 マチ）

参考価格：4000円日本製426　がま口 Mサイズ 4.3寸 おむすび型 親子

スクエア型のフォルム、エンブレム付き、口金を革で包んだモダンなデザインです。
カードサイズのコンパクトさ。あおりポケット付。
親子がま口になっていて紙幣やコインを整理しやすくなっています。
７色：レッド ピンク フジ グリーン ブラウン ブラック グレー
あおりポケット、親子がま口
12.5x9.5x2.5cm（幅 高 マチ）、84g

参考価格：5000円日本製301　がま口 Mサイズ カードサイズ スクエア あおりポケット エンブレム 親子

参考価格：4000円

フリルのついた丸みを帯びたフォルムがかわいい親子がま口財布。
カラーも豊富。おむすび型のかわいいデザインです。
11色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー スカイブルー ブラック オレンジ ピン
ク レッド ライトグリーン
親子がま口
13.5x11.2x3.5cm（幅 高 マチ）、76g

358-1　がま口 Mサイズ 3.8 寸 フリル 親子 日本製

ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック

イエロー ネイビー ブラック オレンジ ピンク ライトグリーン

グリーンフジワイン

イエロー ネイビー ブラック オレンジ ピンク ライトグリーングリーン

スカイブルー ブラック オレンジ ピンク レッド ライトグリーンネイビーイエロー

グリーンフジワイン

ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック
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カードを片面５枚ずつ、計10枚収納。長財布に収まりやすいサイズです。
柔らかく丈夫な本革を使用。カードの出入れがしやすく、手触りも心地いいカードケース。
１２色：ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック ブラウン レッド ピンク オレンジ イ
エロー ライトグリーン スカイブルー
カードポケット x10
7.0x13.5x0.5cm（幅 高 マチ、22g

参考価格：3300円

横型。片面３枚ずつ、計6枚収納。長財布に収まりやすいサイズです。
柔らかく丈夫な本革を使用。カードの出入れがしやすく、手触りも心地いいカードケース。
＊上のカラー革の色はランダムになります（指定できません）。
１２色：ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック グレー レッド ピンク オレンジ イエ
ロー ライトグリーン スカイブルー
カードポケット x6
10.0x7.3x0.5cm（幅 高 マチ）、13g

参考価格：2500円

おしゃれなブック式カードケース。各シート5枚ずつ、計20枚収納。ダブルホック仕様。
レシートなどを入れられるオープンポケット付き。柔らかく丈夫な本革を使用。
１１色：ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック レッド ピンク オレンジ イエロー ラ
イトグリーン スカイブルー
カードポケット x20、オープンポケット x5
7.1x14.x1.0cm（幅 高 マチ）、67g

参考価格：6000円

携帯するのにかわいいラウンドファスナーカードケース。
ジャバラ式で出し入れしやすく、柔らかく丈夫な本革は手触りも心地いい。
1２色：ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック レッド ピンク オレンジ イエロー ラ
イトグリーン スカイブルー グレー
カードポケット x10、オープンポケット x1
12.0x7.0x2.7cm（幅 高 マチ）、81g

参考価格：4900円

日本製

日本製

日本製

150-1　インナーカードケース 10 枚収納  

152　インナーカードケース 横型 6 枚収納

151　ブック式カードケース ダブルホック 20 枚収納 日本製

22-02A　ラウンドファスナー カードケース ジャバラ式

COLOR PLAINシリーズ
本牛革の質感を素直に生かした　「COLOR PLAIN」シリーズ。
本革ならではの色彩の深みが魅力です。
アイテム：がま口、カードケース

003
4

口金と革のコントラストがきれいな台形型のがま口財布。
おしゃれなホック式ポケットが外側についています。
１０色：ワイン フジ グリーン イエロー ネイビー ブラック オレンジ ピンク レッド ラ
イトグリーン
親子がま口、ホック式ポケット x1
13,5x10.5x2.5cm（幅 高 マチ）、95g

813　がま口 Mサイズ 4.0 寸 ホックポケット 親子 参考価格：4500円日本製

              

ブラック オレンジ ピンク レッド ライトグリーンネイビー

イエローグリーンフジワイン

レッド ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン スカイブルーブラウンブラック

ネイビーグリーンフジワイン

レッド ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン スカイブルーグレーブラック

ネイビーグリーンフジワイン

レッド ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン スカイブルーグレーブラック

ネイビーグリーンフジワイン

レッド ピンク オレンジ イエロー ライトグリーンスカイブルーブラック

ネイビーグリーンフジワイン
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内側にも小さな口金がついた親子がま口財布です。
カラフルな革を職人がパッチワークに縫製。鮮やかな色彩が印象的です。
3色 : ワイン、イエロー、ブラック
親子がま口、前ポケット x1
サイズ : 15.0 x 9.5 x 2.0cm（幅 高 マチ） 107g

参考価格：3500円

昭和レトロなハンドル付がま口財布（ポシェット）。
気軽なお出かけの際のお供にどうぞ！
8色 : ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック ブラウンイエロー ブラウングリーン イエロー
親子がま口、オープンポケット x1
サイズ : 15.0 x 13.0 x 2.7cm（幅 高 マチ）、持ち手30.0cm（幅 高 マチ）108g

参考価格：5500円日本製

日本製481D-3　親子がま口　パッチワーク 

CP809　親子がま口 ポーチ ハンドル付

COLOR PLAINシリーズ
本牛革の質感を素直に生かした　「COLOR PLAIN」シリーズ。
本革ならではの色彩の深みが魅力です。
アイテム：がま口、カードケース

004
4

昭和レトロなハンドル付がま口財布（ポシェット）。
気軽なお出かけの際のお供にどうぞ！
7色 : ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック ブラウン イエロー
親子がま口、ボトムファスナーポケット x1 
サイズ : 16.0 x 13.0 x 4.4cm（幅 高 マチ） 持ち手30.0cm（幅 高 マチ）128g

CP526A　親子がま口 ポーチ ハンドル付 参考価格：5500円日本製

              

ブラックネイビー イエローグリーンフジワイン

イエロー

ブラウン

ブラックワイン

ブラウン
グリーン

ブラウン
イエロー

イエローブラックネイビーグリーンフジワイン
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