
ゴールドの口金と革のコントラストが美しい。収納力があり使い勝手のいい財布。
5色：ワイン フジ グリーン イエロー ブラック
１段ポケット、親子がま口
15.0x10.5x2.5cm（幅 高 マチ）
101g

風水シリーズ 001

北村パース株式会社

レインボーに染めたアクセントレザーを使用。開運風水財布。
ポップな明るい色彩から、渋目の色彩までをご用意。
アイテム：がま口、カードケース、ポシェット

481D-1　がま口 Lサイズ 4.7寸 1段ポケット 親子 参考価格：4000円

口金を革で包んだモダンなデザイン。 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 ネイビー イエロー ブラック
１段ポケット、親子がま口
13.0x10.0x2.5cm（幅 高 マチ）
91g

836-3　がま口 Mサイズ 4寸 1段ポケット 親子 参考価格：4000円

コンパクトでかわいいがま口財布。仕切り付き。
5色：ピンク オレンジ ライトグリーン スカイブルー ブラック
小銭入 x2（中仕切付がま口）
9.4x7.5x2.0cm（幅 高 マチ）
36g

208-5　がま口 Sサイズ 2.5寸 小銭入 参考価格：2400円

手の平サイズのかわいいがま口財布。 アクセサリーとして身近に置いておきたくなる
グッズです。
7色：ワイン フジ グリーン ネイビー イエロー オレンジ ブラック
小銭入 x1（がま口）
8.5x8.0x2.5cm（幅 高 マチ）
29g

255-9　がま口 Sサイズ 2.5寸 小銭入 参考価格：2600円

手の平サイズのかわいいがま口財布。 ７色の革を縫い合わせたデザイン。 アクセサリーと
して身近に置いておきたくなるグッズです。
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
小銭入 x1（がま口）　　8.6x8.0x2.4cm（幅 高 マチ）　29g

226-6　がま口 Sサイズ 2.5寸 ７色革 小銭入 参考価格：3000円
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ワイン フジ グリーン イエロー ブラック

ネイビーワイン フジ グリーン イエロー ブラック

ピンク オレンジ ライトグリーン スカイブルー ブラック

ワイン フジ グリーン ネイビー イエロー ブラックオレンジ

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



おむすび型のコンパクトながま口財布。 アクセサリーとして身近に置いておきたくなる
グッズです。
6色：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
小銭入 x1（がま口）
8.7x7.8x2.3cm（幅 高 マチ）
26g

風水シリーズ 002

北村パース株式会社

レインボーに染めたアクセントレザーを使用。開運風水財布。
ポップな明るい色彩から、渋目の色彩までをご用意。
アイテム：がま口、カードケース、ポシェット

201-3　がま口 Sサイズ 2.3寸 おむすび型 小銭入 参考価格：2500円

手の平サイズのかわいいがま口財布。 馬てい型フォルム。 アクセサリーとして身近に置い
ておきたくなるグッズです。。
8色：ワイン フジ グリーン ネイビー レッド イエロー スカイブルー ブラック
小銭入 x2、ミニポケット（中仕切付がま口）
7.5x8.8x2.3cm（幅 高 マチ）　41g

231-3　がま口 馬ていSサイズ 2.2 寸 小銭入 参考価格：3300円

片面５枚ずつ、計10枚収納。 長財布に収まりやすいサイズ。 柔らかく丈夫な本革だから
使いやすい。
13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 キャ
メル ライトグリーン スカイブルー グレー
カードポケット x10
7.0 x 13.3 x 0.3cm（幅 高 マチ）　18g
　

105　インナーカードケース 10 枚収納 参考価格：3300円

片面6枚ずつ、計12枚収納。 長財布に収まりやすいサイズ。 柔らかく丈夫な本革だか
ら使いやすい。
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 キャメル ラ
イトグリーン スカイブルー グレー
カードポケット x12　7.0 x 13.3 x 0.3cm（幅 高 マチ）　18g

155　インナーカードケース 12枚収納 参考価格：3500円

振袖用、袴用のバッグです。
3色：ワイン イエロー ブラック
１段ポケット、親子がま口
16.0x13.0x4.4cm（幅 高 マチ）持ち手30.0cm
114g

809-6　振袖用 本革 ポーチ バッグ 持ち手 参考価格：5400円
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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

レッド イエロー スカイブルー ブラックネイビーワイン フジ グリーン

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 キャメル ライトグリーン スカイブルー グレー

ワイン フジ グリーン ネイビー ブラック ブラウン

ピンク オレンジ キャメル ライトグリーン スカイブルー グレー

ワイン イエロー ブラック
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