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2021-22AW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。
表記の参考上代は税別表示です。

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
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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。）
#MM-2377

#MM-3122

(W30xH24xD12)

(W24xH24xD12)

マチがファスナーで開閉できます。

（イタリア製）

#MM-2863
(W26xH31xD10)
☆色展開は3種類からお選び頂けます。
素材 毛皮(ポニー)

Col. Bunga

Col. Zebra

¥36,000

¥32,000

Col. Leopardo

Col. White(ムートン)
￥36,000

#MM-3188

#MM-3191

#MM-2140 Nylon

#MM-2141 Nylon

(W21xH21xD19)

(W29xH31xD19)

(W24xH24xD19)

(W29xH31xD19)

素材 毛皮 (ムートン)

☆色展開は2色からお選び頂けます。

素材 ナイロン

Col. Cuoio

Col. Ardesia

Col. Khaki

Col. Grey

¥34,000

¥39,000

¥19,000

¥21,000

（ 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。）
#RG-5031 Greta (W34xH34xD16)

#RG-5100 Bunny Puffy

#RG-5030 Greta

(W20xH14xD7)

(W28xH24xD15)

---------¥17,000
素材

毛皮 (Pony)

Col. Black, Bronzo (2色からお選び頂けます) ---------¥39,000

素材

Black (78%PL 18%PA 4%PP)
Bronzo (80%PL 15%PA 5%PP)

¥42,000

#RG-5100 Bunny Pony (W20xH14xD7)

小ぶりな手提げです。 愛らしいシンプルなスタイルです。

Col. Leopardo

Col. Zebra

¥24,000

¥24,000
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中綿でボンディングして編みあげた斬新な手法です。
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Teresa Cambi
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（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

#TC-K12 Horse (W25xH34xD12)

#TC-P40 Big Beagle
(W32xH32xD18)

（イタリア製）

#TC-K20 Leopardo
#TC-P41 Leopardo

(W1xH28xD14)

(W26xH26xD11)
ヒョウ柄 (フェイクファー)

素材
(40%WO 35%AC 25%PE)

(80%Wo 20%PE)

Col. Grey, Brown

Col. Grey, Brown

Col. Leopardo

Col. Leopardo

¥15,000

¥15,000

¥13,000

¥13,000

#TC-G80 Patch (W35xH25xD18)

#TC-S140 Patch

#TC-Q10B Patch

(W17xH23xD14)

(W20xH21xD10)

素材 (80%WO 20%PE)

40

----------

Col. Blue, Purple, Orange

¥15,000
#TC-P41 Black Lady Bird

----------

¥13,000

¥12,000

#TC-S128 Black Lady Bird (W27xH25xD16)

(W26xH26xD11)

#TC-Q10B Black Lady Bird
(W20xH21xD10)

素材
(40%WO 35%AC 25%PE)

---------¥13,000

Col. Black only
¥14,000

#TC-S131 Camouflage Wool
(W28xH28xD15)
素材 (80%WO 20%PE)

----------

Col. Camouflage#2 ---------¥14,000
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---------¥12,000
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（ 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。）

☆お星様の型抜きしたムートンがアクセント

#IO-244/14 (W35xH40xD9)
#IO-9338R (W28xH34xD12)

（ｲﾀﾘｱ製）

#IO-9331R (W35xH30xD18)

#IO-ILENA
(W23xH15xD10)

☆Navy

☆Pino

☆Taupe

Col. Black, Navy, Taupe

Col. Black, Taupe

¥39,000

¥43,000

Col. Black, Navy, Pino

Col. Black, Pino, Taupe

¥37,000

¥33,000

(プリーニオ・ヴィソーナ 品の良い・清楚な印象で高級感を演出。）
#IO-TERRA (W32xH34xD11)

#VS-19158 (W30xH28xD14)

#VS-20583 (W28xH22xD12)

☆Castagno(写真)

☆Palude(写真)

Col. Black, Navy, Taupe

Col. Black, Palude, Muschio(Green)

Col. Black, Castagno

¥39,000

¥53,000

¥37,000
在庫商品から一部抜粋してご紹介しています。

（ドッツ・パラガス

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。

中国製）

#609-ESPIGA

#633 ORQUIDEA

#321 Gingham

¥5,500

¥5,500

¥5,500

（ ブルーノ・カルロ イタリア､ 帽子やグローブの老舗メーカーです。 コンテンポラリーで女性的なデザインに定評があります。）
#BC-193 ラムⅹニット (ラビットファー付属)
☆Size 7.5

Racoon

#BC-KL9163

#BC-516 ラムⅹニット

#BC-K6044

Wool Hat

☆表はナッパ、甲はスエード

#BC-KL9097
Wool Hat

Fox

☆Size 7.5

-- Col. Black, Navy, Taupe ---

-- Col. Black, Navy, Taupe --

¥24,000 ⇒ ¥16,800

¥16,000 ⇒ ¥11,200
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¥10,000 ⇒ ¥7,000

Col. Grey, taupe
¥11,000 ⇒ ¥7,700
☆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

¥105,000

¥95,000

#MJ-600 (W28xH28xD20)

#MJ-473

Col. Cannella
¥115,000
#MJ-474 (W27xH27xD24)

(W23xH16xD12)

Col. Lacca (Red)

Col. Cielo, Lacca

Col. Nero

¥93,000

¥83,000

¥110,000

#MJ-921

#MJ-9155

(W15xH16xD16)

(W23xH22xD20)

Col. Lacca (Red)

Col. Extra Cioccolato

Col. Cannella

¥67,000

¥97,000

¥110,000
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#MJ-405 (W27xH36xD10)
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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。
#PALISSON PT (W28xH35) #PAUMELLE PT (W35xH35)

(フランス製)

#PUISETTE MN (W24xH31) #MADRAS MN (W46xH40)

#TARI (W35xH43)

#PALISSON GD (W35xH45) #PAUMELLE GD (W40xH40) #PUISETTE GD (W28xH37) #MADRAS GD (W51xH45)

タリ

パリザン PT

パウメレ PT

プイセッテ MN

マドラス GD

DETAIL

PT ¥68,000
GD ¥83,000 (GD廃番)
#QUOTIDIEN PT
(W27xH20)

PT ¥70,000
GD ¥85,000 (GD廃番)

#QUOTIDIEN GD (W37xH23)

MN ¥98,000

GD ¥80,000

GD ¥110,000

#CACHOU MN (W26xH23)

#AULNE PT (W28xH22)

#VOYAGE PT (W45xH30)

コーティディエン PT

MN ¥68,000

¥125,000
#BOURSE TGD (W20xH24)

#ENVELOPPE LUX (W19xH11)
カチョウ MN
背面にポケット
ボルセ･TGD

アウルネ PT

コーティディエン GD

¥59,000

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

PT ¥105,000

MN ¥70,000

エンベロプ･LUX

¥27,000

#BOREGAS ･ ｸﾗｯﾁ (W37xH29)

#AVARAM

#ATHOS MN (W34xH26xD7)

(W41xH29xD11)
ボレガス

アヴァラム

☆A4収納

☆A4収納

#SAC SAKO
(W33xH32xD7)

#URANDAY (W34xH20xD12)

サコ

ウランデイ

¥75,000
#MADRAS MINI

¥135,000

¥120,000

¥85,000

#KNOPPERN ･革 (W38xH27)

#BABULE GD DOAS (W28xH30xD10)

(W29xH25xD2)

#KNOPPERN ・ 麻キャンバス
ノッペルン(麻)

バブル

¥85,000
#Sautair Bouton

#Sautair Torsade

☆色はアソートとなります。

Col.Ocean/Rouge

マドラス MINI
Col.Safran/Orange

¥67,000

¥83,000

ゴート革 ¥113,000
麻 ¥98,000
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¥15,000

