
印伝革を両面に贅沢に使い、スリムな長財布に仕立てました。スマートなファッション
アイテムです。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2、カードポケット x10、ファスナーポケット x1、オープンポケット x1
18.5 x 9.5 x 1.0cm（幅 高 マチ）、73g

黄印伝（鹿乃香印伝） 001

北村パース株式会社

風水で良しとされる黄色の鹿革に、漆でとんぼ柄をあしらった印伝財布になります。
とんぼ柄は武運を呼ぶとされ、戦国武将の兜や鎧の装飾に用いられました。
アイテム：長財布、折財布、がま口、カードケース、印鑑ケース、メガネケース　ほか

18-05-Y　スリム 長財布 かぶせ （両面柄） 参考価格：14000円

シンプルで使いやすい、スリム長財布になります。
スマートなファッションアイテムです。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2、カードポケット x10、ファスナーポケット x1、オープンポケット x1
18.5 x 9.5 x 1.0cm（幅 高 マチ）、92g

19-05-Y　スリム 長財布 かぶせ （片面柄） 参考価格：9800円

ジャバラ式 L字ファスナーは中身を隅々まで確認しやすく、カードや紙幣もしっかり管
理できるウォレットです。収納力があり使い勝手のいい財布です。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2、カードポケット x12 ポケット x4、ファスナファスナーポケット x1
18.5x10.5x2.5cm（幅 高 マチ）、158g

16-07-Y　長財布 かぶせ 内 L字ファスナー ジャバラ式 参考価格：14000円

中国製

中国製

中国製

ワイドに開くスクエアがま口は中身を隅々まで確認しやすく、エレガントにしっかり管
理できるウォレットになります。収納力があり使い勝手のいい財布です。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x1、カードポケット x6、オープンポケット x3 ファスナーポケット x1 
背段ポケット x1、がま口式小銭入 x1
18.5x10.0x2.5cm（幅 高 マチ）、193g

605-1-Y　長財布 かぶせ 内スクエアがま口 ジャバラ式 参考価格：15000円中国製

大容量で収納しやすい、ラウンドファスナー長財布になります。
内部はジャバラ状に開き、中身を確認しやすい構造です。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2　カード入 x20　x20 オープンポケット x4　ファスナーポケット x1
20.5x11.0x2.5cm（幅 高 マチ）、174g

44-07A-1-Y　長財布 ラウンドファスナー 参考価格：15000円中国製

素材 : 鹿革（印伝）・牛革（無地）、印伝革製作：日本
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スリムな L字ファスナー長財布。厚さが非常に薄い。センターに仕切りがあり、お札以
外にコインやカードをたくさん収納できます。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2、カードポケット x14、オープンポケット x2、ファスナーポケット x1、小銭
入 x1
19.5 x 9.5 x 1.8cm（幅 高 マチ）、79g

87-07A-1-Y　長財布 L字ファスナー スリム 参考価格：14000円中国製

北村パース株式会社

コンパクト。収納力もある二つ折り財布です。L字ファスナー付きで、お札にもコインに
もアクセスしやすい使いやすい。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2、カードポケット x11、ポケット x6、ファスナーポケット x1
14.0 x 11.5 x 3.0cm（幅 高 マチ）、155g

16-06-Y　折財布 かぶせ 内 L字ファスナー　 参考価格：13000円中国製

エレガントな二つ折り財布。スクエア型がま口付がつき、おしゃれで使い勝手もいい財
布です。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x1、カードポケット x3、ポケット x3、がま口式小銭入 x1
12.5 x 10.0 x 2.5cm（幅 高 マチ）、126g

421-2-Y　折財布 内 スクエアがま口付 参考価格：13000円日本製

黄印伝（鹿乃香印伝） 002
風水で良しとされる黄色の鹿革に、漆でとんぼ柄をあしらった印伝財布になります。
とんぼ柄は武運を呼ぶとされ、戦国武将の兜や鎧の装飾に用いられました。
アイテム：長財布、折財布、がま口、カードケース、印鑑ケース、メガネケース　ほか

素材 : 鹿革（印伝）・牛革（無地）、印伝革製作：日本

スリムなインナーウォレット。コイン、２つ折紙幣、カードをコンパクトに収納可。
コインケースはBOX式で広く開きます。
柄（色） : とんぼ（黒）
ポケット2、カードポケット x2、BOX式小銭入 x1
11.0 x 10.0 x 1.0cm（幅 高 マチ）、47g

16-01B-Y　インナーウォレット コンパクト財布 コインケース カードケース　 参考価格：10000円日本製

コンパクトな二つ折り財布。Box型小銭入れ付きで、お札にもコインにもアクセスしや
すい使いやすい構造です。
柄（色） : とんぼ（黒）
札入 x2、カードポケット x8、ポケット x2、BOX式小銭入 x1
12.0 x 9.5 x 2.5cm（幅 高 マチ）、67g

16-03A-Y　折財布 BOX型小銭入付 参考価格：13000円日本製
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北村パース株式会社

丸みを帯びた横長フォルムの携帯しやすい、かわいいデザイン。
口金を革で包んだおしゃれな親子がま口財布になります。
柄（色） : とんぼ（黒）
親子がま口
14.0 x 10.0 x 2.0cm（幅 高 マチ）、87g

419-3-Y　がま口 Lサイズ 4.7寸 親子 参考価格：9000円日本製

かわいいミニがま口財布。てのひらに可愛くおさまる印伝小銭入れです。
柄（色） : とんぼ（黒）
がま口式小銭入 x1
8.5 x 8.0 x 1.0cm（幅 高 マチ）、29g

203-2-Y　がま口 ミニ財布 小銭入れ 参考価格：3000円日本製

かわいいミニがま口財布。てのひらに可愛くおさまる印伝小銭入れです。
柄（色） : とんぼ（黒）
がま口式小銭入 x1
9.0 x 8.0 x 2.5cm（幅 高 マチ）、30g

255A-Y　がま口 ミニ財布 小銭入れ 参考価格：2500円日本製

黄印伝（鹿乃香印伝） 003
風水で良しとされる黄色の鹿革に、漆でとんぼ柄をあしらった印伝財布になります。
とんぼ柄は武運を呼ぶとされ、戦国武将の兜や鎧の装飾に用いられました。
アイテム：長財布、折財布、がま口、カードケース、印鑑ケース、メガネケース　ほか

素材 : 鹿革（印伝）・牛革（無地）、印伝革製作：日本

おしゃれな L字の口金がついたがま口メガネケースです。
柄（色） : とんぼ（黒）
がま口式
17.5 x 9.0 x 1.5cm（幅 高 マチ）、60g

509-2-Y　がま口メガネケース L字がま口 参考価格：9000円日本製

シンプルながま口式印鑑ケース。
柄（色） : 牡丹柄（黒）
印鑑入 x1、朱肉付き
12 x 4.8 x 1.0cm（幅 高 マチ）、35g

346-Y　印鑑ケース がま口式 参考価格：2400円日本製
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