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ATTENTION
＊ 今後価格改定を予定している商品について、改定後の価格を（￥○○○○）と現行価格の横に表記してる場合がございます。
＊ 一部の定番商品の価格は予告なく随時改定されることがございます。 展示会の後に正式な価格が決定するケースもございますので
予めご了承下さいませ。 原則としてこのカタログでは既に改定価格(税別)を表示しております。
＊ 弊社では原則として伝票単位で消費税を加算しております。 カタログに表記の価格は税別の参考上代価格です。
＊ お客様にお買い上げ頂いた商品は1ヶ年は無償修理の対象となります。ただし通常使用における不具合等の初期不良において
の修理が対象となりますので、革の破れ、傷、過荷重による変形、破損等は対象にならない場合もございます。詳しくは
商品の状態を確認してからの対応となりますので、予めご理解とご協力をお願い申し上げます。なお1ヶ年を経過した物は
保管したままの未使用品であっても、原則として修理代、送料等はご負担頂くこととなりますのでご注意下さいますよう。
＊ セールや見本等の発送ご依頼も承っております。その際商品のご返送料はご負担下さい。 消化販売契約は原則致しかねます。
＊ 弊社にてデメリットカード等を準備してございますので、ご希望が御座いましたら担当までお申し付けください。
＊ 革製品のお手入れ方法など弊社ホームページにてご紹介しておりますので、どうぞごご参考になさってください。
www.yagicho.com

（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル）
☆手触りのよいタンニンなめしの上質な牛革を使用したナチュラル・シュリンクレザーのお財布とポシェット

#LIZ 13-022 (W19.5xH10)

#LIZ 13-023 (W19xH10)

¥18,000

¥15,000

#LIZ 13-026 (W14xH10)

#LIZ 13-025 (W26xH16)
☆クラッチ・バッグとしても使えます

¥13,500

¥18,500
---------- いずれも BLK, NAVY, グレージュの３色展開です----------

by YAGICHO CO LTD

- 2019SS COLLECTION -

www.yagicho.com

（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル・中国製）
☆すっきりとしたフォルムでクリーンな印象がオンオフを選ばずに上質な時間を演出してくれる、八木長の新定番コレクションです。（牛革）

#YG18002 (34xH24xD10)

#YG18001 (32xH15xD8.5)

NEW

#YG18003 (W26xH15xD7)
#YG18005 (W23xH13xD6)

#YG18004 (W26xH16xD7)

----- Col. Black, Ice Grey, White, Doll Pink, Beige ☆色展開は随時更新していきます。 スムースカーフ（牛革） ----¥27,000
¥23,000
¥19,000
¥17,000
¥15,000
＃YG18101 (W36xH28xD17)

#YG18102 (W28xH22xD14) #YG18103 (28xH17xD12)

--- Col. Black, Grey, White, Blue ☆色展開は随時更新していきます。 シボ型押し（牛革）--¥23,000
¥17,000
¥15,000
#YG-16002 (W38xH28xD10)

#YG-16003 (W32xH26xD10) #YG-16004 (W36xH27xD9)

#YG-16006 (W30xH21xD9)

--- Col. Grey/Red, Grey/Navy, Navy/Red, Red/Navy, Black/Red, White/Blk, Black 等 今後もカラー展開は更新される予定です --¥25,000
¥22,000
¥27,000
¥24,000
#YG-16005 (W36xH27xD9)

#YG-16007 (W34xH24xD11)

--- Col. Grey/Red, Navy/Red, Red/Navy, Black/Red 等 今後もカラー展開は更新される予定です --¥28,000
¥23,000
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#YG-16008 (W31xH33xD10)

¥24,000

by YAGICHO CO LTD

- 2019SS COLLECTION -

Teresa Cambi （テレーサ・カンビ
Florence Italy

www.yagicho.com

イタリア フィレンツェの工房でつくられたカジュアルバッグ､ シンプルなスタイルで素材感が楽しめます）（イタリア製・ポリエステル／PU）

☆LUNA お花畑のプリント
ピーチスキンのやさしい手触りの生地です。
100%PE

#TC-L5-LUNA (W36xH38xD4)

#TC-P41-LUNA

#TC-Q10B-LUNA

(W28xH21xD12)

(W20xH21xD10)

☆Ottone (OTT)
ニット素材の2WAYタイプ

#TC-P41-OTT (W28xH21xD12)
72%AC 28%NL

-------------------¥14,000

Col. Orange, Violet, Acquamarine
-------------------¥12,000

¥11,000

Col. Silver, Green, Beige, Denim
¥14,000

☆CATS (CAT) 色々な表情の猫のプリントです。 100%PE

#TC-G33-CAT (W23xH24xD12)

#TC-K14-CAT (W34xH28xD12)

#TC-S127S-CAT
(W21xH23xD14)

¥13,000

----------------- Col. Blue, Green, Grey ----------------¥14,000
¥12,000

☆Multicolor Flower (MCF) 100％PE

#TC-S127L-MCF (W27xH28xD15)

#TC-P41-MCF

#TC-P80-MCF (W32xH32xD2)
☆Col.Blue

¥13,000

(W28xH28xD12)
☆Col.Acquamarine(参考)

☆Col.White

-------------------- Col. Blue, White -------------------¥14,000

Key Rings from ITALY

¥12,000

☆素朴な味わいのイタリア製手作りキーホルダーです。種類と個数をお知らせ頂き、色は弊社でのアソートとなります。
(イタリア製 キーリング)

¥2,400

☆種類はまだまだほかにもございます。
-4-

by YAGICHO CO LTD
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www.yagicho.com

（ マルコ・マーシ・ イタリア ミラノの工房でコツコツと手作りされた、親しみやすいカジュアル・バッグ。 味わいのあるデザインが魅力です。）

#MM-3019-PP

#MM-3036-C (W28xH28xD10)

(W20xH24xD17)

#MM-3035-C (W24xH22xD9)

☆中は千鳥格子のプリントが
施してあります。

-------- Col. Silver, Gold -------¥27,000
¥29,000

----- Col. Cedro(Lime), Blue, Orange ----¥23,000

#MM-2140-Paglia (W25xH31xD17)#MM-2863-Paglia (W26xH32xD11)

#MM-3018-Paglia (Φ19xH26)

☆Paglia(本体素材) 50%PE 50%CO
-----------------------------¥24,000

Col. (Paglia/Calf) Camel/Blk, Blk/Ivory, Grey/Ivory
¥28,000

-----------------------------¥25,000

（ リア・ヌマ イタリア 洗練されたハイセンスなデザインが特徴のブランド、シンプルな中にもこだわったデザインが人気です。）
#LN-8303 (W33xH30xD15)
#LN-8301 (W27xH22xD12)

Col. Natural/Lemon
¥29,000

#LN-8310 (W33xH21xD4)

Col. Natural/Silver
¥32,000

Col. Natural/Sand
¥32,000
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#LN-8324 (W24xH17xD4)

Col. Natural/Sand
¥27,000

by YAGICHO CO LTD
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www.yagicho.com

（ イオ・ペッレ・ イタリア ナポリの工房で手作りされた、遊び心のあるカジュアル・バッグ。 シンプルなデザインが人気です。）
#IO-9631R-Stella (W35xH25xD12)
#IO-3172R-Stella (W26xH32xD12)

#IO-9760R-Stella (W43xH38xD5)

☆Col.White

☆Col.Gesso

☆Col.Garda

---------------------- Col. White, Garda(Blue), Gesso(Ivory), Black ---------------------¥37,000

¥41,000

#IO-9751R Rainbow (W40xH32xD14)

Col. Rainbow Plastic/Calf Silver
¥27,000

（ドッツ・パラガス

#609-ESPIGA

¥5,500

#652-BRASILIA AUTO

¥6,000

¥39,000

#IO-9662R-Stella (W30xH22xD14)

Col. Silver
¥41,000

スペインでデザインされたキュートな長傘、各型とも基本的に 4色のセット販売となります。

#628-HORTENSIA

¥5,500

#657-ANTIQUE AUTO

¥6,000
-6-

#639-CAMUFLAJE

¥5,500
#259 Flowers

¥5,000

中国製）

by YAGICHO CO LTD
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(カテリーナ・ルッキ 遊び心溢れるデザインで一目置かれる存在‼)
--- Made in Italy --#CL-7073 Patent
(W30xH20xD4)

#CL-7077 Patent
(W22xH28xD12)

（イタリア製・牛革）

#CL-5065 (W27xH32xD15)

#CL-5093 (W23xH20xD11)

Col. Winter

Col. Turtle

Col. Blk, Turtle
¥50,000

Col. Blue, Military
¥63,000

Col. Autumn & Winter Combo
¥86,000

#CL-7093 Vachetta (W26xH36xD15)

#CL-7096 Vachetta (W26xH20xD11)
☆ストラップも付属しています

Col. Cognac
¥64,000

Col. Cognac, Lt.Grey
¥77,000

#CL-5073 (30X35xD12)
☆CERCHI柄レーザーカット

#CL-5082-Panarea (W40xH33xD14)

＃CL-5084-Rose (W21xH15xD6)

☆アンティークの図案によるプリントが
何とも言えない味わいです。

Col. Corda/Beige
¥57,000

Col. Corda/Beige
¥61,000

Col. Corda/Beige, Lt.Grey
¥33,000
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Col. Blue
¥73,000

by YAGICHO CO LTD
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（ジャディス・イタリア、

www.yagicho.com

プリントを施した牛革(床革)を大胆に活かしたバッグ!!

イタリア製）

☆多彩なプリントで個性的な演出が魅力のブランド (不定期入荷)

Col. Maiolche

Tema Robot

- SHOPPING BIG ROBOT #JD-031130

- BAULE BIG CIURI #JD-016010
(W32xH27xD13)

Col. Optical

¥43,000

(W44xH30xD18)

¥38,000

(W38xH26xD16)

- BAULE BIG OPTICAL #JD-016012

¥32,000

(W32xH26xD13)

- BAULETTO SMALL CIURI #JD-025010 - SHOPPING SMALL ROBOT #JD-030130

(W22xH19xD10)

Col. Pois

- BAULETTO SMALL OPTICAL #JD-025012

¥30,000

(W22xH19xD10)

- BAULE BIG POIS #JD-016013

¥43,000

(W32xH26xD13)

¥38,000

(W22xH19xD10)

¥38,000

☆ポシェットタイプ

Col. BLACK/RED

Col. SAFARI BLACK/WHITE

¥43,000

- BAULETTO SMALL POIS #JD-025013

Col. FUR BLACK/YELLOW/WHITE

☆ストラップも付属しています

CARTELLA MINI BAG

#JD-081056-2

ZAINO MEDIUM #JD-080115

CARTELLA MEDIUM #JD-085057

(W25xH29xD14)

(W27xH17xD12)

(W27xH17xD12)

(W17xH10xD9)

¥44,000

¥58,000

¥68,000

¥45,000

Col. BLACK/UNIVERSE

CARTELLA MEDIUM #JD-085056-2

不定期入荷ですが、

今後も新商品の入荷を
予定しております。

- BAULETTO SMALL UNIVERSE #JD-025083
(W22xH19xD10)

¥47,000

- BAG GIGI UNIVERSE #JD-08083
(W25xH18xD10)

¥45,000

-8-
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www.yagicho.com
☆トスカーナ仕込みのタンニン鞣の牛革素材で軽くソフトに編み上げられた

（プントヴィタ・イタリア トスカーナ伝統のヌメ革と手仕事の味わいが贅沢な逸品。）

伝統的なイントレチャートが味わい深い逸品です!!
カラーは展示会でのご注文により生産依頼いたします。

#PV-A401 (W25xH31xD9)
#PV-A377 (W24xH19xD7)

#PV-A292 (W20xH20xD15)

Col. Fango, Cuoio
¥85,000
#PV-A300 (W25xH25xD7)

Col. Cuoio
¥115,000

#PV-A361 (W40xH24xD3)

Col. Cuoio
¥75,000

Col. Blue sf.
¥100,000

#PV-A324 (W24xH30xD10)

#PV-A229 (W22xH17xD6)

#PV-A325 (W25xH26xD11)

Col. Castagna Sf.
¥105,000

Col. Rosso
¥65,000

Col. Castagna Sf.
¥105,000

Col. Castagna Sf.
¥100,000
#PV-A213Mod (W29xH39xD14)

#PV-177

Col. T.Moro

#PV-781

#PV-584

Col. Black

Size 85, 90cm

Size 85, 90cm

¥19,000

¥19,000
Size 85, 90cm

Col. Blue Scuro
¥120,000

¥21,000

#PV-A457 (W28xH18xD2)

#PV-1217 Col. Cuoio

Col. Cuoio
¥50,000

Col. T.Moro

Size 85, 90cm
¥26,000
-9-

by YAGICHO CO LTD
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☆英国での生産が不可能となりましたので在庫のみでの対応となります。

（ アングロ・イギリス ろう引きメッシュの素朴で贅沢な風合い。）
#AG-9996-B
(W20xH17)

Col.T.Moro
¥30,000

#AG-9922
(W20xH17xD4)

#AG-9926-B
(W25xH27)

#AG-9932
(24xH20xD6)

Col.Corda

Col. Pomerol
¥40,000

Col.Khaki
¥43,000

¥42,000

www.yagicho.com

#AG-9904

#AG-9915-L

(W22xH27xD5)

(W22xH20xD3)

Col.Elefant

Col. Papaya
¥45,000

¥47,000

（アヴェックアス ・ イタリア、フィレンツェ の 若き兄弟が創り出す本格派オーダーメイド・バッグ工房、温かみのある味わいが懐かしい。）

#LM-121 (W25xH30)

#LM-120 (W18xH33)

#BA-45 (W23xH24)

#WB-76 (W31xH30xD10)

#WB-59 (W33xH35xD16)
☆サイドポケット付き

¥38,000

----- Col. ベーシックなカラーは６色展開, ブラック, ブラウン, ダークブラウン, ジーンズ・ブルー, トープ, スモーキーグレイ ----¥34,000
¥39,000
¥46,000

#NL-98 (W26xH33xD7)

#WB-67
(W33xH33xD14)

#NL-700
(W32xH28xD14)

¥44,000

#WB-89 (W50xH32xD16)

☆リュックサック

Col. ブラック, ブラウン, ブルー
¥46,000
#LM-270 (W37xH30)

Col. DBR, トープ, グレー
¥49,000
#NL-601
(W32xH37xD11)

Col. ブラック, DBR, トープ, ブルー
¥59,000

#WB-59-T (W33xH35xD16)
☆サイドポケットとフロントにもファスがーが付いてます。

☆肩がけ・手提げの２WAY

---- Col. BLK, DBR, トープ, ブルー、グレー ---¥47,000
¥49,000

Col. BLK, DBR, トープ, ブルー、グレー
¥60,000
#BA-31A
(W28xH33xD10.5)

☆ポシェット

男性にもお勧め！

Col. ブラック, DBR
¥49,000
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#LM-700A
(W18xH18xD6)

¥57,000

¥37,000

by YAGICHO CO LTD
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（マメ ・ フランス, 革の魔術師 ラファエル・マメ 氏が創作したバッグはまさに芸術の域に。 立体的で有機的なフォルムはまねのできない逸品。 ）
☆今後大判のゴート革の入手が困難になることが予想され、大きいサイズのバッグは在庫限りで廃番となる場合がございます。(フランス製)

#PALISSON PT (W28xH35)
#PALISSON GD (W35xH45)

#PAUMELLE PT (W35xH35)
#PAUMELLE GD (W40xH40)

パリザン PT

パウメレ PT

PT ¥68,000

PT ¥70,000
GD ¥85,000 (GD廃番)

GD ¥83,000 (GD廃番)
#QUOTIDIEN PT (W27xH20)
#QUOTIDIEN GD (W37xH23)
#VOYAGE PT (W45xH30)

#PUISETTE MN (W24xH31)
#PUISETTE GD (W28xH37)

#AULNE PT (W28xH22)

#MADRAS MN (W46xH40)
#MADRAS GD (W51xH45)

プイセッテ MN

#CACHOU MN (W26xH23)

アウルネ PT

¥125,000

#BOURSE TGD (W20xH24)
#ENVELOPPE LUX (W19xH11)
ボルセ･TGD

背面にポケット

PT \105,000

MN \70,000

エンベロプ･LUX

B.TGD \59,000
E.LUX \27,000

ボレガス

#ATHOS MN (W34xH26xD7)

アヴァラム

¥135,000

#MADRAS MINI (W29xH25xD2)

タリ

MN \98,000
GD \110,000

カチョウ MN

#BOREGAS ･ ｸﾗｯﾁ (W37xH29) #AVARAMⅡ(W41xH29xD11)

¥75,000

マドラス GD

MN \68,000
GD \80,000

コーティディエン PT

PT \120,000
GD \130,000
VOYAGE PT \164,000

#TARI (W35xH43)

#SAC SAKO (W33xH32xD7)

アトス

¥85,000

サコ

¥85,000

#KNOPPERN ･革 (W38xH27)
#KNOPPERN ・ 麻キャンバス
ノッペルン(麻)

#Sautair Bouton

マドラス MINI
Col.Safran/Orange

¥67,000

ゴート革 \113,000
麻 \98,000
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#Sautair Torsade

☆色はアソートとなります。

¥15,000

by YAGICHO CO LTD
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（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル・日本製）
(日本製 本革 バッグ・受注生産につき納品までお時間頂戴致します。)
☆幅広いカラーからお選び頂けます。 カラーチャートは弊社HP (www.yagicho.com) ブログ内 【八木長の商品】 サイドメニューからご覧頂けます。
#11-876S
(W33xH23xD14)

#11-876M ☆手頃なMサイズ
(W35xH27xD16)
☆写真はキミドリ

#11-876SS
(W27xH22xD10)

#14-895 (W30xH34xD10)
☆写真はコーラル

☆写真はルビー

☆写真はピンク

☆背面にポケット

¥34,000
#12-880L
(W39xH28xD14)
☆A4が収納できるサイズです。

¥32,000

¥28,000

#15-880S
(W30xH25xD12.5)
☆ショルダーストラップが付属

¥30,000

¥25,000

#12-878
(W30xH32xD12)

#12-879-L
(W34xH26xD16)

¥27,000
#12-886
(W36xH33xD13)

#12-877
(W20xH16x8)

#10-993
(W28xH30xD9)

☆ポシェット

¥20,000

¥30,000
#14-879-S
(W28xH23xD14)

¥22,000
#16-YM002
(W32xH18xD12)

☆Ｌｻｲｽﾞはﾏｸﾞﾈ開閉、Ｓｻｲｽﾞは
ﾌｧｽﾅｰも付いています

¥26,000

¥29,000

¥27,000

¥27,000

#18-712 (W35xH23xD12)

#17-707 (W16xH23xD15)

#18-711 (W24xH16xD10)

¥17,000

¥23,000

¥19,000
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（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル）
☆シルキーフォーマル (ブラック, シャンパン, シルバー, コンビ)
#FS-9529R (W25xH17) ¥16,000

☆和装にも持てます‼

#FS-2231 (W26xH19) ¥15,000

#FS-3426 (W17xH8.5) ¥7,800
#FS-3425 (W9xH17) \6,500

#FS-9408 (W8xH17) \6,500
(PE100%)
#13-893 (W29xH23xD6)

Col. BK, ｼｬﾝﾊﾟﾝ, ｼﾙﾊﾞｰ, ｺﾝﾋﾞ
¥15,000
(PE100%)

(新色コンビ)

¥15,000

-------------- Col. BK, ｼｬﾝﾊﾟﾝ (PE100%) -----------¥6,500

¥7,800

#13-894 (W33xH22xD6)
☆ レース素材を帆布にのせたオリジナル生地
付属の牛革で編みのテクニックをアクセントにしています。

---------- Black, Beige の２色展開 ---------\15,000(国産)
\15,000(国産)
#10-856 \6,000(国産)

SALE

☆ティッシュ・カバー

#YI5001(国産)
(W18xH13)

SALE #YI5019 ☆レザーの花瓶 (国産)
☆ギフトに最適

中に小さいペットボトルを入れて花瓶にします。
しまうときはぺったんこになります。

☆ご注文を頂いてから製作いたします。
薄型のティッシュBOXに対応しております。
名刺・カードケース

☆定番レザートレー
Col. Blk. DBR, BR, Red, Green

#10-857 \6,000(参考品)

\6,800⇒ \5,000

Col. Bl
色の組み合わせも豊富にそろえております。

\7,000⇒ \5,000

Accessories

（インポートアクセサリー・イタリア

SALE

クリスタル＆ラインストーンのペンダントと手袋のセレクションです。）

☆原則として1種類につき3個セットでのご注文をお願いいたします、色はアソートとなります。（パンダは単品でOK）

＃JE-PANDA（パンダ）
＃JE-GUFO （ふくろう）

#JE-INSETTI（昆虫）

¥7,500⇒ ¥6,000

¥7,500⇒ ¥6,000
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#JE-MICIAMORE （子猫）

¥7,500⇒ ¥6,000

¥15,500⇒ ¥12,000

by YAGICHO CO LTD

- 2019SS COLLECTION -

www.yagicho.com

☆在庫がなくなりますと再生産が難しくなる可能性がございます。 （中国製）

（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル）

☆編ひもにしたラム革を布地に刺繍する方法でらせん模様を作り上げています。
#558-0011 (W33xH31)

#558-0020
(W21xH20)

#236-0350
(W19xH10.5)

#236-0670
(W19xH10)
☆Ｌファスナータイプ

----- ☆定番渦巻き刺繍の バッグ＆財布！ 色展開共通 (ラム革； Blk, ｷｬﾒﾙ, DBR, ﾍﾞｰｼﾞｭ, ﾌﾞﾛﾝｽﾞ, ﾌﾞﾙｰ, ｶﾞﾝﾒﾀﾙ, ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)
¥39,000
¥30,000
¥12,000

----¥12,000

#522-5060 (W28xH25)

#522-5050 (W35xH25)

☆中も表も表革仕様のグレード感の高いハイクラス・メッシュトート

在庫限り(廃番)

------- ラム革；Black, Camel, Bronze, Blue ------¥40,000
¥36,000
#1616 (ﾌﾙｰﾂｺｾﾞﾆｲﾚ)

\3,000 (\3,200)

☆中国製品は仕入れ価格の上昇が続いておりますので今後価格の見直しを予定しております。(改定価格)

2019秋頃～

#1818 (ｱﾆﾏﾙｺｾﾞﾆｲﾚ)

\3,000 (\3,200)

#2020 (ｶﾞｯｷｺｾﾞﾆｲﾚ)
(中国製 本革小物)

\3,000 (\3,200)

☆小銭や小物入れとしてお使い頂けます。 中にキーリングが付いています。 サイズ 8～10㎝ × 6～8㎝ 程度です。
#1717 (ﾌﾙｰﾂｷｰﾁｪｰﾝ)

#1919 (ｱﾆﾏﾙｷｰﾁｪｰﾝ)

＃ぬいぐるみ キーリング各種

\1,800 (\2,000)

\1,800 (\2,000)

\3,000 (\3,200)
ﾘﾝｺﾞ（#411)、かぼちゃ（#412)
ｲﾁｺﾞ（#413)、ﾍﾟﾍﾟﾛﾆ(#414)
つぼみ(#415)、お花（#416)

☆バッグのチャームとしてもお使い頂けるチェーンのリングになっています。

（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル）

- 14 -

by YAGICHO CO LTD

- 2019SS COLLECTION -

（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル）

www.yagicho.com

☆中国製品は仕入れ価格の上昇が続いておりますので今後価格の見直しを予定しております。(改定価格)
2019秋頃～

#S390 (ﾎﾟｰﾁ) ¥3,800 (在庫限り)

#E444B (Eｴﾅﾒﾙ･ﾊﾝﾄﾞｳｫﾚｯﾄ)

¥10,000 (¥11,500)

#S444B (Sｶｰﾌ・ﾊﾝﾄﾞｳｫﾚｯﾄ)

¥9,500 (¥10,500)

#S449 (ﾓﾊﾞｲﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ)

☆表にポケットの付いているタイプです。

お財布用斜めがけストラップ
(幅1x長さ120)

#S372 (ｺｲﾝ・ｶｰﾄﾞ) ¥3,500
(¥3,900)
(W19xH10)

#S277S (Sｶｰﾌ・ﾊﾝﾄﾞｳｫﾚｯﾄ) ¥9,000 (¥10,000)

\1,800 (\2,000)

#E277S (Eｴﾅﾒﾙ・ﾊﾝﾄﾞｳｫﾚｯﾄ) ¥9,500 (¥11,000)

#LA808 (長いチェーンストラップ)
☆チェーンを取り外せば万能ストラップに

#LA611 (W10xH7cm) ¥7,000 (¥7,800)

¥2,400

3つ折りのお財布メタリックラム

#LA565-Me ・ ﾊﾟｽｹｰｽ (W7xH10.5)

#S835 (ﾗｰｼﾞ･ｳｫﾚｯﾄ) (W19.5xH10.5)

☆前後あわせて5枚のカードが収納できます。

☆パスポートも入ってしまう大容量！

#LA624 (ｼﾞｬﾊﾞﾗ仕様のｶｰﾄﾞ収納)
(W10.5xH6.5)

☆Sシボ・カーフ

☆メタリックラム革

☆メタリックラム革

Col. BLK, White, Beige, DBR

Col. GLD, SLV, Bronze, DK.NKL
BLK, Pink, Blue, Purple

Col. BLK, CML, YEL, Sand, Pisello,
Pink, Purple, DBR, Orange, Jeans 他

Col. GLD, SLV, Bronze, DK.NKL
BLK, Pink, Blue, Purple

\3,500 (在庫限り)

\3,500 (\4,000)

\13,000 (\14,000)

\6,000 (\6,800)

#LA277S-Me (長財布)

#LA657-Me (2つ折財布)

#LA611-Me (3つ折財布)

#S292S (長財布)

(W19xH9.5)

(W12xH10.5)

(W10xH7)

(W18xH9)

☆メタリックラム・メッシュ

☆大容量の2つ折り財布！大きく開く小銭入れ

#LA292S

☆スムース・ラムタイプ #LA611 もございます。

---------- 上記3型共通 Col. GLD, SLV, Bronze, DK.NKL, BLK ---------\11,500 (\12,500)
\11,000 (\12,000)
\8,000 (\8,800)

\10,000 (\11,000)

☆Ｓ（Ｓカーフ・シボ型押し, BLK, CML, SND, JN, OR, RED, YLW, PNK, PURPLE, PISELLO, BURGUNDY, DBR, WHT, １３色展開）
#S1176L (W36xH28xD14)

\21,000 (\23,000)
#S1397 (W33xH25xD11)

#S1176S

#S1104S (W24xH18xD9)

(W31xH25xD12)

#E1104 (ﾒﾀﾘｯｸ・ﾊﾟﾃﾝﾄ) \15,000

#S1475 (W27xH17xD8)
#E1475 (ﾒﾀﾘｯｸ・ﾊﾟﾃﾝﾄ) \15,000

\19,000 (\21,000)

\14,000 (\15,500)

\14,000 (\15,500)

#S5100 (W20xH16xD13)
#EL5100 (ﾒﾀﾘｯｸ・ﾊﾟﾃﾝﾄ) \15,000

#S5057L (W34xH25xD9)
A4対応ｻｲｽﾞ

(在庫限り)

\18,000 (\20,000)

\14,000 (\15,500)

\20,000 (\22,000)
- 15 -

#S1773 (W16xH17xD16)
#E1773 (ﾒﾀﾘｯｸ・ﾊﾟﾃﾝﾄ) \15,000

\14,000 (\15,500)

#S5057S (W29xH20xD8)

#S5074 (W27xH17xD8)

B5対応ｻｲｽﾞ

\17,000 (\19,000)

\14,000 (\16,000)

by YAGICHO CO LTD

- 2019SS COLLECTION -

（リズペル・ペレッテリエ・オリジナル）

www.yagicho.com

☆中国製品は仕入れ価格の上昇が続いておりますので今後価格の見直しを予定しております。(改定価格)
2019秋口頃～

☆ＥＬ(エレガントクリスタル・メタリック タイプ の パテントレザーです。 グレー, シルバー, ブロンズの展開) Ｅ(パテント・ブラック) いずれも金具はニッケルとなります。
#EL5057L (W34xH25xD9)
#EL5057S (W29xH20xD8)

#EL5144L (W37xH27xD11)
☆スマートながら楽々Ａ４収納！外ポケ付き

#EL5144S (W34xH17xD10)

#EL5074 (W27xH17xD8)

\22,000
(\24,000)

\18,000 (\20,000)

\15,000 (\17,000)

\26,000 (\27,000)

\21,000 (\23,000)

☆ＰＣ(パテント・クロコ型押, ブラック, グレー, ボルドー, チョコ の展開) いずれも金具はニッケルとなります。
#PC5148 (W33xH25xD11)

#PC5177 (W24xH18xD9)

#PC5144S (W34xH17xD10)

#PC5100 (W20xH16xD13)

#PC1773 (W16xH17xD16)

\23,000 (\24,000)

\17,000 (\19,000)

\21,000 (\23,000)

\17,000 (\19,000)

\17,000 (\19,000)

#PC5144L (W37xH27xD10)

#PC1176S

#PC5224S

(W31xH25xD12)
☆ショルダーストラップ付です

(W31xH23xD15)
☆ショルダーストラップ付です

#OS-5224M (オースト型押し)

#OS-5224S

(在庫限り)

☆Mサイズはストラップは付属しません。

Col. BK, DBR, CM, GRN, OR, ﾀﾊﾞｽｺ

\26,000 (\27,000)

\24,000 (変更なし)

¥27,000 (変更なし)

\27,000 / \24,000

#S5224M (W35x29x17)
#S5224S (W31x23x15)

\25,000 (\28,000)
\22,000 (\25,000)

☆伸び～る カジュアルバッグとサコッシュ・ショルダーです。入れる物によって大きく形状が変わるため不意に荷物が増えても大丈夫です。

☆ライクラ素材 (ナイロン84%, ポリウレタン16%)

ジム通いの着替え入れや、お散歩、エコバッグとして、サイクリングのお供にも便利です。汚れても洗えるから安心。（日本製）

伸縮性と丈夫さを兼ね備えたハイテク素材！

#11-869 (ショルダー)
(W25xH20.5)

#11-870 (手提げ)
(W23.5xH23.5)

#11-871 (手提げミニ)
(W22xH20.5)

¥3,800

¥3,800

¥3,000
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☆色展開は、オレンジ、ブルー、グリーン、ピンクとブラックの５色
ふちどりはイエローかブルーになります。

☆ペットボトルなどの重めの荷物を入れると 肩から掛けられるセミショルダーになります。

by YAGICHO CO LTD

- 2019SS COLLECTION -

www.yagicho.com

☆フローレンスの技術をそのままにタイにて生産しております。美しい仕上がりは、イタリアを越えたか？
☆i-Phone 6S case,

☆色は豊富にそろえております。
#01-002
(W6xH6)

#01-003
(W7xH7)

¥10,000

#14-0026 (W14xH6.7xD1)

☆色展開；Navy, Coral, Green, Cam, Blue, Red
¥11,000

¥11,000

☆メガネケース フタ付き
#05-001
(W6xH15.4)

☆名刺入れ
#02-002

¥13,000
☆メジャー
#13-011
(φ6)

¥9,000

☆マルチケース
#13-009
(W8xH5)
☆中もヌメ革で裏張りしてあります。

¥8,500

(W9.7xH6.4)

☆名刺入れ
#02-007
(W6xH10)

¥10,000

☆ペンケース
#06-003
(W17xH4)

¥13,000

¥14,000

☆1905年にシカゴで創業したHORWEEN社のシェル・コードヴァンは6ヶ月をかけてゆっくりとなめし、ガラス張りで乾燥させアニリンで仕上げる
伝統的な製法で、世界に認められる最高級の皮革を提供しているタンナーです。この製品にはそのシェル・コードヴァンを使用しております。
（中国製）

#YG-14-C061 (W190xH92mm)

#YG-14-C031 (W112xH96mm)

#YG-14-C033 (W110xH72mm)

☆Col. Black・内側はイタリアンヌメ。 顔料を使用せず染料を使用しているにで透明感のあるしっとりとした艶が魅力です。
¥40,000
¥25,000
¥13,000
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