- 2021 SS IMPORT COLLECTION -
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www.yagicho.com

2021SSの新作インポート商品だけを抜粋してご紹介しています。
ご注文はお電話メール、FAX等でお願い致します。
ご注文のタイミングによってご希望に添えないこともございますので
予めご了承の程お願い申し上げます。

株式会社 八木長商店
〒160-0023

☆公式HP内の「八木長の商品」ページ左のメニューに

東京都新宿区西新宿３－１４－６

「八木長カタログ」(pdf)のリンクがございます。

tel.(03)3377-6141 fax.(03)3378-5978
http://www.yagicho.com
八木長商店公式HP

ご注文メモとしてお使いください。

令和

【ご注文書】

年

月

日

株式会社 八木長商店

ご芳名

tel.(03)3377-6141 fax.(03)3378-5978
e mail； taz@yagicho.com

ご連絡先

品番・ブランド名

色名
数量

色名
数量

色名
数量

数量
合計

単価

合計
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（ 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。 抜け感のあるデザインが魅力です。）
本体ラフィア素材（CO58%+Nylon48%）

#MM-3084

#MM-2511

☆色展開は写真に掲載している物のみです。

(W25xH29xD14)

(W35xH43xD3)

#MM-3168

(W25xH14xD5)

パール加工したラフィア素材

Col. Beige (465P)

Col. Pearl White

Col. Beige (465P)

¥25,000

¥21,000

¥19,000

やや大ぶりなショッピングバッグです。

内張が蛍光色で存在感があります。

マルコマーシの定番のスタイルです。

----------

#MM-2141 Fluo (W26xH30xD18)

Col. Blk/Pink, Beige/Lime, Brown/Lime

----------

¥23,000
#MM-2141 (W26xH30xD18)

#MM-2141 Pois (W26xH30xD18)

内張は透明なタイプとなります。
持ち手はゴールドの革となります。

Col. Brown/Gold (06P)

Col. BLue, Mint

¥23,000
#MM-3173 (W16xH33xD14)

¥23,000
#MM-3103 (W25xH32xD2)

表にシルバーのラミネート加工がされています。
#MM-3106
(W16xH17xD14)

底はまん丸のストローハットのような仕様です。

Col. Black, Silver

Col. Silver

Col. Silver

¥23,000

¥17,000

¥17,000
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（ ロベルタ・ガンドルフィ イタリア ボローニャ の、フェミニン＆グラマーな、トレンドを取り入れた素材とデザインが人気です。）
素材 (CO58%+Nylon48%)

#RG-4000 ALKEKENGI

#RG-4001 ALKEKENGI

(W28xH22xD16)

(W36xH27xD17)

#RG-4011 CYCAS (W27xH29xD16)
#RG-4020 PAPAYA
(W16xH20xD16)

ラグジュアリー感のあるストロータイプのコレクションです。

---------- Col. Natural, Marrone, Black
¥33,000

Teresa Cambi

---------¥35,000

---------- Col. Natural, Green, Black ---------¥35,000
¥30,000

（テレーサ・カンビ 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）

Florence Italy

（イタリア製）

#TC-P40 Carlotta Macurato #TC-P41 Carlotta Macurato

(W32xH32xD18)

(W26xH25xD12)

素材 (Polyester100%)

#TC-Q10B Carlotta Macurato
(W20xH21xD10)

ヒョウ柄

---------¥14,000

Col. Silver, Gold, Bronze
¥12,000

----------

#TC-P40 Flowers

¥11,000

#TC-R501 Flowers
#TC-Q10B Flowers

(W32xH32xD18)

(W34xH37xD18)

(W20xH21xD10)
フラワー柄

---------¥14,000

Col. Grey/ Mint, Natural/ Blk, Beige/ Lt.Green
¥11,000

---------¥15,000

#TC-S128 Summer Star

#TC-P41 Summer Star

#TC-Q10B Summer Star

#TC-P41 Camouflage

(W27xH25xD16)

(W26xH25xD12)

(W20xH21xD10)

(W26xH25xD12)

カモフラ柄

☆星柄

--- Col. Beige. Brown ---

型を選んで別注も出来ます。
---------¥13,000

Col. Jeans Blue, Purple ---------¥12,000

Col. Beige
¥11,000
☆色展開はシーズンごとに異なります。
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(マヨ ・ イタリア

特許取得の特殊なミシンでスパイラルに縫い上げた、個性豊かなコレクションです。）
#BOGA-618 (W25xH22xD10)

www.yagicho.com

☆色展開はシーズンごとに異なります。
牛革 染料染め

#BOGA-622 (W23xH30xD17)

#BOGA-629
（W28xH20(口折れ時)xD11）

Col. Mostarda

Col. Cipolla

Col. Terra di Siena

¥85,000

¥80,000

¥115,000

#BOGA-611 (W24xH30xD18)

#MJ-466 (W33xH33xD8)

#BOGA-613 (W23xH30xD18)

Col. Cipolla

Col. Terra di Siena

Col. Cannella

¥105,000

¥95,000

¥115,000

#MJ-600 (W28xH28xD20)

#MJ-473

#MJ-474 (W27xH27xD24)

(W23xH16xD12)

Col. Lacca (Red)

Col. Cielo, Lacca

Col. Nero

¥93,000

¥83,000

¥110,000

#MJ-921

#MJ-9155

(W15xH16xD16)

(W23xH22xD20)

#MJ-405 (W27xH36xD10)

Col. Lacca (Red)

Col. Extra Cioccolato

Col. Cannella

¥67,000

¥97,000

¥110,000

