
 

 

価格改定のご案内 

 

平素より、手作り鞄の専門店水芭蕉をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

この度、原材料の皮革および副材料等の価格高騰が続く中、弊社といたしましては諸経費の削
減等努力をしてまいりましたが、やむを得ず商品価格の見直しを行うこととなりました。 

価格の改定につきましては、当社オリジナルブランド『鹿革製品』、『コードバン製品』、
『ホースハイド製品』、およびLeather Studio KAZU（牛革）となっております。 

ご愛用者様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、2019年2月1日より新価格にてご提供させて
いただきます。 

誠に恐縮ではございますが、ご理解を賜りますよう何卒お願い申し上げます。 

これからも更なる品質の向上を目指して、ものづくりに邁進してまいりますので、引き続き弊
社製品をご愛顧くださいますよう心よりお願い申し上げます。 
 



2019年2月1日からの新価格表　*税込価格です

  品名 旧税込価格 新税込価格

レザースタジオKAZU

713　ｻﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ（ﾏﾁ付） ¥34,560) ¥36,720)

718　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸﾞA5 ¥41,040) ¥45,360)

721　ﾄｰﾄ（小） ¥24,840) ¥27,000)

723　ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸﾞ ¥34,560) ¥37,800)

726　ｻﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ（小） ¥25,920) ¥25,920)

727　ﾄｰﾄ（縦） ¥33,480) ¥34,560)

728　ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ ¥33,480) ¥35,640)

729　ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸﾞ（大） ¥49,680) ¥52,920)

730　ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸﾞ（中） ¥39,960) ¥43,200)

731　ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸﾞ（小） ¥34,560) ¥37,800)

732　船形ｼｮﾙﾀﾞｰ ¥35,640) ¥37,800)

733　Wﾎﾟｹｯﾄﾊｰﾌｼｮﾙﾀﾞｰ ¥38,880) ¥41,040)

734　ﾎﾟｼｪｯﾄ ¥14,040) ¥16,200)

735　ﾘｭｯｸ（大） ¥52,920) ¥56,160)

736　ﾘｭｯｸ（小） ¥42,120) ¥46,440)

737　ﾄｰﾄ横長 ¥37,800) ¥41,040)

738　ﾄｰﾄ横長B5 ¥34,560) ¥37,800)

739　縦ｼｮﾙﾀﾞｰ2WAY ¥30,240) ¥33,480)

740　ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞ（大） ¥28,080) ¥31,320)

741　ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞ（小） ¥25,920) ¥29,160)

803　ｶｰﾄﾞ入れ ¥10,260) ¥10,800)

805　30㎜ﾍﾞﾙﾄ ¥11,880) ¥12,960)

806　35㎜ﾍﾞﾙﾄ ¥12,960) ¥14,040)

809　ｼﾝﾌﾟﾙ名刺入れ ¥3,024) ¥3,240)

810　ｷｰｹｰｽ ¥4,320) ¥4,860)

811　ﾍﾟﾝｹｰｽ ¥3,240) ¥3,780)

814　名刺入れ ¥7,020) ¥8,100)

815　靴ﾍﾞﾗｷｰﾎﾙﾀﾞｰ ¥2,160) ¥2,160)

817　ﾒｶﾞﾈｹｰｽ ¥7,560) ¥8,640)

818　30㎜ﾍﾞﾙﾄ ¥11,880) ¥12,960)

819　35㎜ﾍﾞﾙﾄ ¥12,960) ¥14,040)

820　靴ﾍﾞﾗｷｰﾎﾙﾀﾞｰ ¥2,160) ¥2,160)

822　ﾌﾞｯｸｶﾊﾞｰ文庫 ¥6,480) ¥7,560)

824　ﾊｰﾄｷｰﾎﾙﾀﾞｰ ¥3,240) ¥3,240)

825　30㎜ﾍﾞﾙﾄ ¥11,880) ¥11,880)

826　穴なし35㎜ﾍﾞﾙﾄ ¥12,960) ¥12,960)

828　ﾊﾟｽｹｰｽ ¥3,672) ¥4,104)

829　ﾍﾞﾙｷｰｹｰｽ ¥4,320) ¥4,536)

830　ﾛｰﾙﾍﾟﾝｹｰｽ ¥6,480) ¥7,020)

905　札入れ小銭入れ付 ¥12,960) ¥14,580)

906　札入れ ¥11,880) ¥13,500)

909 ｽﾘﾑな札入れ ¥16,200) ¥17,280)

910　丸型小銭入れ ¥3,240) ¥3,780)

912　長札入れ（ﾀﾞﾌﾞﾙﾏﾁ） ¥21,600) ¥23,760)

913　ﾌｧｽﾅｰ小銭入付財布 ¥21,600) ¥27,000)

914　ﾌｧｽﾅｰ札入れ ¥21,600) ¥24,840)

916　　　長札入れ（ｼﾝｸﾞﾙﾏﾁ) ¥16,200) ¥17,280)

917　小銭入れ（大） ¥7,560) ¥9,180)

919　ｵｰﾌﾟﾝ小銭入れ ¥3,996) ¥4,320)

924　ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ付小銭入れ ¥8,640) ¥8,640)

926　ﾌｧｽﾅｰ付札入 ¥21,600) ¥23,760)

930 ｶｰﾄﾞ小銭入れ ¥5,400) ¥7,020)



コードバン

C-01　　札入れ ¥22,680) ¥24,840)

C-02　　札入小銭入付　 ¥23,760) ¥26,460)

C-03　束入れ ¥26,460) ¥29,160)

C-04　束入れ小銭入れ付 ¥28,620) ¥31,320)

C-05　ｵｰﾙﾗｳﾝﾄﾞ束入れ ¥30,780) ¥33,480)

C-06　ｸﾂﾍﾞﾗKH ¥4,320) ¥4,320)

C-07　ﾍﾞﾙﾄKH ¥4,320) ¥4,320)

C-08　ｼﾝﾌﾟﾙKH ¥3,240) ¥3,240)

C-09　名刺入れ ¥11,880) ¥12,960)

C-10　ｼﾝﾌﾟﾙ名刺入れ ¥7,128) ¥8,100)

C-11　小銭入れBOX ¥8,640) ¥9,720)

C-12　小銭入れﾌｧｽﾅｰ ¥5,940) ¥6,480)

C-13　ｷｰｹｰｽ ¥12,960) ¥14,040)

C-15　ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ ¥97,200) ¥97,200)

C-16　ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸﾞ ¥216,000) ¥216,000)

C-20　束入れﾍﾞﾛ無 ¥28,620) ¥31,320)

C-22　小銭入れ（大） ¥15,660) ¥17,280)

C-23　小銭入れ（小） ¥10,800) ¥11,880)

C-24　ｽﾄﾗｯﾌﾟ ¥1,728) ¥1,728)

C-25　束入れﾏﾁ無 ¥25,380) ¥27,000)

C-26　ﾊﾟｽｹｰｽ ¥11,880) ¥14,040)

C-27　ﾍﾟﾝｹｰｽ ¥9,720) ¥10,800)

C-28　ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｹｰｽ(大） ¥12,960) ¥12,960)

C-30　ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｹｰｽ（中） ¥11,880) ¥11,880)

鹿革

D-01　長財布薄型 ¥16,200) ¥17,280)

D-02　折財布 ¥18,360) ¥19,440)

D-03　長財布厚型 ¥20,520) ¥21,600)

Ｄ-04　ﾗｳﾝﾄﾞ長財布 ¥20,520) ¥22,680)

D-05　L字長財布 ¥16,200) ¥17,280)

D-06　L字折り財布 ¥7,884) ¥8,640)

D-30　ｶｰﾄﾞ入れ（小） ¥4,104) ¥4,320)

Ｄ-31　ﾘｰﾌｷｰ ¥3,564) ¥3,780)

Ｄ-33　2つ折ﾊﾟｽｹｰｽ ¥6,480) ¥6,480)

Ｄ-34　ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ ¥1,080) ¥1,080)

Ｄ-35　ｽﾏﾎｹｰｽ（大） ¥7,020) ¥7,020)

Ｄ-36　ｽﾏﾎｹｰｽ（中） ¥6,480) ¥6,480)

D-50　船形ｼｮﾙﾀﾞｰ（大） ¥31,320) ¥33,480)

D-51　船形ｼｮﾙﾀﾞｰ（小） ¥29,160) ¥31,320)

D-54　2WAYｼｮﾙﾀﾞｰ(小） ¥27,000) ¥30,240)

D-55　2WAYｼｮﾙﾀﾞｰ（大） ¥34,560) ¥37,800)

D-56　2WAYﾘｭｯｸ ¥44,280) ¥48,600)

Ｄ-57　ﾐﾆﾄｰﾄ ¥21,600) ¥24,840)

Ｄ-58　2WAYﾎﾟｼｪｯﾄ ¥18,360) ¥21,600)

Ｄ-60　ﾐﾆﾄｰﾄ縦 ¥20,520) ¥22,680)

D-61　ｶﾌﾞｾﾘｭｯｸ ¥39,960) ¥43,200)

D-62　ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞ（大） ¥27,000) ¥27,000)

D-63　ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞ(小） ¥21,600) ¥21,600)

6000　セームカワ　小 ¥540) ¥648)

6003　セームカワ　大 ¥1,029) ¥1,188)

6015　豆巾着 ¥1,728) ¥1,944)

6033　ペンケース　 ¥3,240) ¥3,888)

6047　二段ファスナーコイン ¥3,780) ¥3,996)

6050　ミニポーチ ¥3,456) ¥3,888)



6051　ミニポーチSR ¥4,320) ¥4,536)

6061　束入れ ¥9,180) ¥9,720)

6062　二つ折り財布 ¥7,560) ¥8,208)

6063　名刺入れ ¥4,644) ¥4,968)

6065　二つ折り札入れ ¥8,640) ¥9,720)

6082　折りたたみ小銭入れ付き札入れ ¥9,720) ¥10,800)

6101　カブセ型長財布 ¥22,629) ¥25,920)

6134　親子がま口 ¥5,658) ¥6,048)

6140　カブセＳＲ ¥35,640) ¥38,880)

6141　5WAYバッグ　 ¥34,714) ¥37,260)

6141　5WAYバッグ　白黒 ¥36,514) ¥38,880)

6152　ウォレット　 ¥15,223) ¥17,280)

6162　小銭入れ付き札入れ　クロス ¥12,960) ¥14,256)

6170　束入れ ¥12,343) ¥12,960)

6171　札入れFA ¥12,960) ¥14,256)

6182　折りたたみ小銭入れ付き札入れ　クロス ¥15,428) ¥17,280)

6240　カブセバッグＳＲ　 ¥24,840) ¥28,080)

6241　２ＷＡＹバッグ ¥23,760) ¥27,000)

6241　２ＷＡＹバッグ　白黒 ¥25,380) ¥28,080)

6251　トートＳ　ＦＡ　 ¥19,440) ¥21,600)

6254　ハギ2ＷＡＹバッグ ¥32,400) ¥35,640)

6280　三角トートM ¥30,651) ¥34,560)

6281　三角トートL ¥41,040) ¥45,360)

6401　トートＬＬ　 ¥46,440) ¥49,680)

6402　トートＬ　 ¥38,880) ¥43,200)

6403　トートＭ　 ¥30,240) ¥34,560)

6441　バックＦＡＳＲ　 ¥50,606) ¥54,000)

6512　バギーバックＭ　 ¥25,920) ¥29,160)

6513　バギーバックＬ　 ¥32,400) ¥36,720)

6600　リュックＬＬ　 ¥61,509) ¥64,800)

6601　リュック　 ¥51,223) ¥54,000)

6900　首輪Ｓ　 ¥4,860) ¥5,400)

6901　首輪Ｍ ¥5,940) ¥6,480)

6902　首輪Ｌ　 ¥7,020) ¥7,560)

6903　首輪ＳＳ　 ¥4,860) ¥5,400)

6910　首輪リングＳ　 ¥4,320) ¥4,860)

6911　首輪リングＭ　 ¥5,400) ¥5,940)

6912　首輪リングＬ　 ¥6,480) ¥7,128)

6997　カラビナ丸　ＡＴ ¥864) ¥918)

馬革

H-50　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸﾞ（小） ¥45,360) ¥48,600)

H-52　ﾄｰﾄ縦 ¥51,840) ¥54,000)

H-53　ﾄｰﾄ横 ¥54,000) ¥57,240)

H-54　ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ ¥54,000) ¥54,000)


