EXOTIC LEATHER CATALOG

【メンズバッグ（ショルダー付）
】 26万円
サイズ：37.5×26×14㎝ 素材：クロコダイル背革
迫力あるバッグ。収納などの使いやすさも考慮され
た作り。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【DAKOTA／オーストリッチバッグ】 16万8000円
素材：オーストリッチ×牛革 希少なオーストリッ
チを贅沢に使用。気品溢れる作り。ショルダーとし
ても使用可。
〈アルバカーキ103-3836-3386〉

【メンズバッグ】 12万円
色：焦茶、黒、グレー 素材：エレファント
エレファントをふんだんに使用したバッグ。ビジネ
スシーンに。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【ビジネスバッグ（OK-0027）
】 12万円
サイズ：40×30×10㎝ 色：黒、焦茶他問い合わせ
素材：オーストリッチ 小旅行にも適したバッグ。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【ショルダーバッグ】 ５万8000円
色：焦茶 素材：オーストリッチ 高級なオースト
リッチを贅沢に使用した、ハンドメイドの一点物。
〈CHI-CHI'S103-3485-8113〉

【ショルダーバッグ】 ３万8000円
色：焦茶 素材：パイソン パイソンの存在感をさ
りげなく使用した、ハイセンスな作品。
〈CHI-CHI'S103-3485-8113〉

【WEST BAG カスタム】 ３万4440円 色：紫（要相
談） 素材：ヘビ×牛革 荷物や工具など、ちょっとし
た小物が入るのでかなり便利。
「BULL ORIGINAL」の
人気商品。
〈BULL ORIGINAL1045-431-3456〉

【Nomad Bag カスタム仕様】 価格ASK
色：オーダーにて 素材：各種あり 鹿革とクロコ
ダイルでスタイリッシュに製作されたバッグ。
〈Mitchell1090-3746-8391〉

【ビッグパイソンバッグ（PN-6100）
】 10万円
サイズ：45×40×10.5㎝ 素材：ダイヤモンドパイ
ソン 他にオーストリッチ素材もあり。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【リボンバッグ】 ４万8000円 色：各色あり（要問
い合わせ） 素材：パイソン デザインと使いやすさ
で人気イチオシのバッグ。オーストリッチやクロコ素
材もあり。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【ショルダーバッグ（CA-0027）
】 20万円
サイズ：32㎝×33×９㎝ 色：黒、焦茶他問い合わ
せ 素材：クロコダイル 使いやすさバツグンのショ
ルダーバッグ。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【ショルダーバッグ】 ７万5000円
素材：カイマンワニ背革 ショルダー部の取り外し
が可能で、リュックやショルダーとしてツーリング
にも最適。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【ショルダーバッグ】 ４万8000円
色：焦茶 素材：アリゲーター×エルクスキン
自然な形を活かし、爪もそのままに使用されている。
〈CHI-CHI'S103-3485-8113〉

【ショルダーバッグ】 ５万8000円
色：焦茶 素材：アリゲーター エキゾチック素材
とビーズで可愛らしさを演出したショルダーバッグ。
〈CHI-CHI'S103-3485-8113〉

【ショルダーバッグ】 ４万8000円
色：ナチュラル 素材：ラトルスネーク 他とは異
なるモノを探している人にオススメ。使いやすくて
丈夫な一点物。
〈CHI-CHI'S103-3485-8113〉
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【ガーゴイルクローウォレット＆ホルダー】 ５万
2290円 素材：オーストレッグ×サドルレザー オー
ストレッグの爪をウォレットホルダーのメインデザ
インに。
〈drops http://we-will.shop-pro.jp/〉

【シザーケース（DSC-005）
】 ３万3600円 色：
赤、紫、緑他 素材：ダイヤモンドパイソン×サド
ルレザー ４丁差しホルダーと表革の着脱が可能。
〈Silver & Leather Shop DiA1053-476-1987〉

【Mashuram／ラム革＋ダイヤモンドパイソンモバイル
ケース（MCDB-P）
】 ２万5200円 色：ダークブラウ
ン、黒、キャメル 素材：ダイヤモンドパイソン×ラ
ム革 〈Silver&Leather Shop DiA1053-476-1987〉

【パイソンケイタイケース】 １万円
色：ナチュラル、黒 素材：ナチュラルパイソン×
サドルレザー 裏面がクリップになっていて使いや
すい。
〈レザークラフトダイス10184-46-2776〉

【３ポケットショルダーバッグ】 11万5000円
サイズ：24×18×10cm 素材：クロコダイル
機能＆収納性もGOOD。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【PIRATES BAG/４-POCKET】 ２万7090円 色：
黒、ナチュラル 素材：ニシキヘビ×牛ソフトレザー
素材もリザードやレッドパイソンなどから選ぶことが
可能。
〈MODERN PIRATES1052-852-8969〉

【ポシェットベルト】 8900円
色：黒 素材：パイソン×牛革 ベルトとポシェッ
トが一体式の便利グッズ。ベルト通しのものよりも
便利。
〈モトブルーズアパレル1078-753-7797〉

【ポシェットベルト】 8900円 色：黒
素材：Ｆパイソン×牛革 両側にポシェットがつい
たベルト。タバコ、ケイタイ、デジカメなどが入れ
られる。
〈モトブルーズアパレル1078-753-7797〉

【Snake Pit Leather Works／Edged Mobile Phone
Case】 価格ASK 素材：ナイルクロコダイル 他
作品を作った時の余り革で製作。余り革がある時だ
け限定。総手縫い。
〈K's Gallery10285-22-0032〉
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【モバイルフォルダー】 5145円
色：黒、タン 素材：パイソン×牛革 ほとんどの
ケイタイに対応できるデザイン。使いやすさは保証
済。
〈武蔵屋遥館1048-781-9988〉

【ケイタイケース（KC-S）
】 1万4800円
色：黒。焦茶 素材：パイソン×サドルレザー
ストラップの巻き方を変えらることで表情に変化を。
〈アロートライブ1048-962-5007〉

【ハンドバッグ】 25万円 サイズ：36×28×15.5
㎝ 色：ダークグリーン、黒、ダークブラウン、赤、
イエロー 素材：オーストリッチ
〈クラフト工房カーフ1084-953-1481〉

【スタリオン／RR190）
】 ８万3200円 色：焦茶
素材：エレファント×カウハイドシュリンクレザー
「スタリオン」ブランドのハンドメイドショルダーバ
ッグ。
〈FUNNYイクスピアリ店1047-305-5711〉

【STALLION／RR196バッグ】 ８万3200円
サイズ：約36×32㎝ 色：焦茶 素材：エレファン
ト ショルダータイプのエレファント製バッグ。
〈New Deal10254-23-7208〉

【パイソンウエストポーチ】 ９万2610円
素材：ダイヤモンドパイソン×サドルレザー
型崩れしないよう、丈夫に作られたウエストポーチ。
〈ビーズ屋公ちゃん。1052-823-5900〉

【ケイタイケース インレイ】 １万2400円
色：タン、黒 素材：パイソン×牛革
すべて手縫いで仕上げられた携帯ケース。幅はベル
トで調節可能。
〈GOD VALLEY106-6131-8051〉

【デリンジャークロスウィッチブレード テレフォンケ
ース】 １万9400円 素材：エレファント
アフリカ象の革を使用した、耐久性抜群の携帯ケー
ス。
〈FUNNYイクスピアリ店1047-305-5711〉

【DAKOTA／クロコダイルケイタイケース】 ２万
790円 色：黒、チョコ 素材：クロコダイル×牛革
木型で形成しているため、使用していくうちに携帯
に馴染んでいく。
〈アルバカーキ103-3836-3386〉

【オリジナルクロコダイル ケイタイケース】 ２万
8140円 色：黒、チョコ 素材：クロコダイル×牛
革 横型の携帯ケース。光沢感の良いグレージング
仕上げの素材。
〈アルバカーキ103-3836-3386〉

【クロコダイル メンズセカンドバッグ】
５万2500円 色：黒 素材：ワニ革×牛革カーフ
光沢マット仕様で美しく仕上げられたセカンドバッ
グ。
〈大人の趣味空間1048-687-3840〉

【クロコダイル ダイヤル付メンズセカンドバッグ】
６万4050円 色：黒 素材：ワニ革×牛革カーフ
背ワニ部分を使用した光沢仕様。
〈大人の趣味空間1048-687-3840〉

【コンパクトショルダーバッグ】 ６万5000円
サイズ：18×24×６㎝ 色：黒、焦茶 素材：クロ
コダイル 小型ながら収納充実の優れモノ。
〈㈱アセスジャパン103-3837-2409〉

【ハードケース（参考商品）
】 価格ASK サイズ：
オーダー 素材：ダイヤモンドパイソン エキゾチ
ックの代表格とも言える同店の作品。仕上がり具合
はさすがの一言。
〈Dolce Vita1045-570-0208〉

