EXOTIC LEATHER CATALOG

【ウォレット パイソンエナメル仕上げ】 ２万8140円
色：黒 素材：パイソン×牛革 美しく磨き上げられたパイソンの輝き
は、見る者の目を惹く仕上がり具合。
〈武蔵屋遥館1048-781-9988〉

【ウォレット パイソン】 ２万8140円
素材：パイソン×牛革 パイソンを全面に押し出した、インパクトのある
パイソン柄のウォレット。
〈武蔵屋遥館1048-781-9988〉
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ども応相談。詳しくは要問い合わせ。
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【レザーウォレットスタイル／クロコダイル３つ折りウォレット】
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【レザーウォレットスタイル／オーストリッチ３つ折りウォレット】
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【ブラックアウトパイソン
Dタイプ】
５万9325円（ウォレット）/２万7300
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【シルバーキングクロス
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性万全の逸品。万が一の時でも修理対応。
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【ロングウォレット（LW-103set）
】
６万1200円（セット・バラ売りも
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【レザーウォレットスタイル／スティングレーウォレット】 ２万9925円
色：全13色展開 素材：スティングレー×牛革 革の表面を平らに削る、カ
ッティングフラット加工された一品。
〈㈲スタイルコム www.style-shop.jp〉

【カイマン背ロングウォレット
ブラウン】
５万9800円（本体）/１万500
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【カイマン背インレイロングウォレット】 ５万2500円（本体）/１万500円
（キーホルダー）/3990円（ロープ） 色は応相談。素材：カイマン背×オイ
ルヌメ革 細部までインレイされた一品。
〈Sun Face10564-74-3223〉

【パイソンロングウォレット フラップインレイ】 ３万6750円（本体・コ
ンチョは別料金）/8400円（キーホルダー）/3990円（ロープ） 素材：
ダイヤモンドパイソン×オイルヌメ革 〈Sun Face10564-74-3223〉

【シルバーアイアンスカル
クロコダイルアウトローウォレット】
61万円
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最高級のクロコダイルを使用した逸品。
〈BIG
TWIN103-3646-8220〉

【レザーウォレットスタイル／カービング×パイソンウォレット】 ２万9400
円 色：黒、ナチュラル 素材：パイソン×牛革 パイソンとカービングの
両方を味わいたい方にオススメ。
〈㈲スタイルコム www.style-shop.jp〉

【レザーウォレットスタイル／スティングレーウォレット】 ２万9925円
色：全13色展開 素材：スティングレー×牛革 革の中でも最高クラスの強さ
を誇る、スティングレー製ウォレット。
〈㈲スタイルコム www.style-shop.jp〉

【サドルウォレット Dタイプ イーグルトレードマークセット】 ９万9645
円 素材：ダイヤモンドパイソン×サドルレザー シルバー製ウォレットリ
ングが標準装備されたウォレット。
〈ビーズ屋公ちゃん。1052-823-5900〉

【サドルウォレットパイソン Dタイプ イーグルトレードセット】 ９万9645
円 色：黒もあり 素材：ダイヤモンドパイソン×サドルレザー シルバー
ウォレットリングが標準装備。
〈ビーズ屋公ちゃん。1052-823-5900〉

【クロコダイルウォレット Dタイプ（半ツヤ）
】 18万8685円（オリジナル
シルバーチェーン別売：12万6000円） 素材：クロコダイル×サドルレザ
ー シンプルなデザインが魅力。
〈ビーズ屋公ちゃん。1052-823-5900〉

【総柄総手彫りクロコダイルアウトローウォレット】
79万8000円
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【コードバンウォレット（MRL８）
】
５万8000円
素材：パイソン×コ
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【パイソンウォレット（MLR４）
】
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【マットパイソンロングウォレット（ブラック）
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４万円
素材：マット
【マットパイソンロングウォレット（ブラック）
】 ４万円
４万円 素材：マット
素材：マット
【マットパイソンロングウォレット（ブラック）
】
【マットパイソンロングウォレット（ブラック）
】
４万円
素材：マット
【マットパイソンロングウォレット（ブラック）
】
４万円
素材：マット
パイソン×サドルレザー
札入れと小銭入れを別々にすることで厚みを抑
パイソン×サドルレザー 札入れと小銭入れを別々にすることで厚みを抑
札入れと小銭入れを別々にすることで厚みを抑
パイソン×サドルレザー
パイソン×サドルレザー
札入れと小銭入れを別々にすることで厚みを抑
パイソン×サドルレザー
札入れと小銭入れを別々にすることで厚みを抑
えた。
〈Mo-Rush
Leather
Craft
Factory
www.mo-rush.com〉
えた。
〈Mo-Rush Leather
Leather Craft
Craft Factory
Factory www.mo-rush.com〉
www.mo-rush.com〉
えた。
〈Mo-Rush
えた。
〈Mo-Rush
Leather
Craft
Factory
www.mo-rush.com〉
えた。
〈Mo-Rush
Leather
Craft
Factory
www.mo-rush.com〉

