●ご注文に際して／印伝は、
「革色」
「漆色」
「柄」の3つの組み合わせで構成され、
しかも手作りのため、品切れの
場合があります。その際はお届けまでに相当の日数がかかりますのでご了承ください。
●当社の製品は、主な材料として鹿革を使用していますが、デザイン・機能に応じて一部牛革などを使用しています。
●掲載写真の大きさは統一した縮尺となっておりませんので、
実際のサイズについてはサイズ表示をお確かめください。

8221
8220

鹿革のやわらかい感触を、伝統の技が
巧に 表 現しました 。小 粋な瓢 箪を、
紺地に白と黒で二度漆付けしています。

No.8205 名刺入

7×11cm
・ポケット３
・脇にマチ付き
税込7,020円（本体価格6,500円）

No.8209 免許証入

8×11cm
・内側にクリアポケット１、ポケット２、
ファスナーポケット１
税込5,724円（本体価格5,300円）

No.8211 束入

9.3×19.2cm
・札入１、
カードポケット８
・ポケット３
・脇にマチ付き
税込16,740円（本体価格15,500円）

8217

No.8212 札入

9.8×11.2cm
・札入２、
カードポケット４
・ポケット２、ホック式小銭入１
税込11,880円（本体価格11,000円）

8215

No.8213 小銭入

6.5×11cm
・口前のファスナーは片側が脇の下まで開きます
・内側は中仕切りで２つに分かれています
・中仕切りはポケットになっています
・外側ポケット１
税込5,076円（本体価格4,700円）

8218

No.8214 札入

8209
8212

9.8×11.2cm
・札入２、
カードポケット４、ポケット3
・内側の小銭入はホック式で中仕切り付き
税込12,960円（本体価格12,000円）

No.8215 束入

9.2×19cm
・札入ポケット1、
カードポケット１２、
ファスナー式小銭入１、ポケット2
・脇にマチ付き
税込20,520円（本体価格19,000円）

No.8216 パス入

10.6×7.1cm
・クリアポケット１、ポケット１
税込4,104円（本体価格3,800円）

No.8217 合切袋

26.5×19×5cm
・内側ファスナーポケット１
・底マチ付き
税込21,384円（本体価格19,800円）

8219

No.8218 メガネサック

8213

16×7.3cm

税込6,480円（本体価格6,000円）
No.8219 キーケース

4.5×9.5cm
・4連式のキーホルダー付
税込2,808円（本体価格2,600円）

No.8220 ショルダーバッグ

8211

23×16.5×4.5cm
・内側ポケット１、ファスナーポケット１、ペン差し2
・かぶせはマグネット止め
・肩紐は取り外しが出来ます
税込36,720円（本体価格34,000円）

No.8221 クラッチバッグ

17×23.5×6.5cm
・手紐は取り外しが出来ます
・内側ポケット１、ファスナーポケット１
・外側ポケット１、
ファスナーポケット１
・口前はファスナー
税込36,180円（本体価格33,500円）
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印伝は、古くから甲州
（山梨県）
に伝
えられた革工芸です。鹿革に漆で模
ふすべ
様をつける漆付け技法をはじめ燻技
さらさ
法、
更紗技法などが、甲州印伝唯一
の老舗印傳屋に伝承されています。
この伝統技法を駆使して、多彩な伝
統美、現代美をお届けしています。

052（ 265）6633

●漆は強く折り曲げたり、硬いものと接触すると、部分的にはがれることがあります。●革は染色の度に色調が多少異なる場合があります。
●無断の使用、複製、模倣はかたくお断りします。使用の場合は、事前に当社にご連絡ください。
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しかも手作りのため、品切れの
場合があります。
その際はお届けまでに相当の日数がかかりますのでご了承ください。
●当社の製品は、主な材料として鹿革を使用していますが、
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●掲載写真の大きさは統一した縮尺となっておりませんので、実際のサイズについてはサイズ表示をお確かめください。

古来日本人に好まれてきたトンボ柄です。
軽 快な躍 動 感は今も新 鮮です。紺 地に
赤と黒で二度漆付けしています。

No.7501 親子がま口

8×14.5×3.5cm
・中仕切も蟇口付き
税込8,100円（本体価格7,500円）

No.7505 合切袋

7524

26.5×19×1.5cm
・内側ファスナーポケット1
税込19,440円（本体価格18,000円）

No.7511 小銭入
7525

7505

9.7×10.5×1.5cm
・紙幣も二つ折りで入ります
・ボックス型に開く小銭入1、
ポケット2
税込7,668円（本体価格7,100円）

No.7512 束入

8.5×19×1.3cm
カードポケット2、
ファスナーポケット1
・札入1、
税込7,668円（本体価格7,100円）

No.7513 ミラー

6×5.8×0.9cm
・片面は拡大鏡
税込3,024円（本体価格2,800円）

No.7514 ポシェット

7516

7518

7514

19×21×7.5cm
・内側ファスナーポケット1
・外側ファスナーポケット2
税込31,860円（本体価格29,500円）

No.7516 束入

9×19×2.2cm
・札入1、
カードポケット10、
ポケット2
・ファスナーポケット1
税込15,660円（本体価格14,500円）

No.7517 札入
7501

9.8×11.2×2.5cm
・札入2、
カードポケット4
・ポケット2、
ホック式小銭入1
税込11,880円（本体価格11,000円）

No.7518 小銭入

6.5×8.5×3cm
税込3,240円（本体価格3,000円）

No.7519 札入

10.8×9.2×3cm
・札入2、
カードポケット4、
ポケット2
・外側にポケット1とボックス型に開く小銭入1
税込14,580円（本体価格13,500円）

7520
7526

No.7520 束入

9.2×19×3.2cm
・札入1、
カードポケット14、
ポケット4
・ファスナーポケット1
・外側ポケット1
税込21,600円（本体価格20,000円）

No.7521 名刺入

7512

7×11×1.3cm
・ポケット3・脇にマチ付き
税込7,020円（本体価格6,500円）

No.7522 カードケース
7519

7511

7×11×1.3cm
・クリアポケット10
税込5,616円（本体価格5,200円）

No.7523 メガネケース

6×16×3cm
・ハードタイプです
税込8,100円（本体価格7,500円）

No.7524 ポーチ

11×19×2.1cm
・内側カードポケット3、
ファスナーポケット1
・外側ファスナーポケット1
税込10,584円（本体価格9,800円）

7517
7521

No.7525 手提げ

14×22.5×4.5cm
・口前はファスナー式
・内側ポケット1、
ファスナーポケット1
・外側ファスナーポケット1
・手紐は取り外しができます
税込23,760円（本体価格22,000円）

7522
7513

7523

No.7526 ペンケースA

4×18×3.5cm
税込4,860円（本体価格4,500円）
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●製品の改良によりデザインが多少変わる場合があります。 ●印刷のため色調に実物との差が生じることがあります。 ●表示価格は、2016年9月現在のものです。
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