
新価格は2022年10⽉1⽇〜

シリーズ 品番 商品名 現⾏価格(税抜） 新価格(税抜) 新価格(税込)

バグッダ MH1191 バグッダ キーケース \6,500 \8,000 \8,800

バグッダ MH1192 バグッダ ボックス⼩銭⼊れ \6,000 \7,000 \7,700

バグッダ MH1193 バグッダ 名刺⼊れ \7,000 \8,500 \9,350

バグッダ MH1194 バグッダ 純札⼊れ \10,000 \12,000 \13,200

バグッダ MH1195 バグッダ 札⼊れ \12,000 \14,000 \15,400

バグッダ MH1196 バグッダ ⾺蹄型純札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

バグッダ MH1197 バグッダ ⾺蹄型箱⼩銭札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

バグッダ MH1198 バグッダ 外P⼩銭付き⾺蹄型札⼊れ \13,000 \15,000 \16,500

バグッダ MH1199 バグッダ ⾺蹄型LF束⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

バグッダ MH1200 バグッダ 束⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

バグッダ MH1202 バグッダ 曲F束⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

バグッダ MH1204 バグッダ ラウンドマルチウォレット \18,000 \22,000 \24,200

バグッダ MH1206 バグッダ マルチウォレット \17,000 \22,000 \24,200

バグッダ MH1291 バグッダ 曲F⼩銭⼊れ \6,300 \9,000 \9,900

バグッダ MH1292 バグッダ パス⼊れ \5,500 \8,000 \8,800

バグッダ MH1293 バグッダ 三つ折りミニ札⼊れ \7,800 \10,000 \11,000

バグッダ MH1294 バグッダ ベラ付札⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

バグッダ MH1297 バグッダ 外LF束⼊れ \22,000 \25,000 \27,500

バグッダ MH1403 バグッダ ミニマルチウォレット \21,000 \25,000 \27,500

バグッダ MH1404 バグッダ ショルダーストラップ \2,000 \3,000 \3,300

バグッダ MH1405 バグッダ ショルダー取り付けパーツ \1,000 \1,500 \1,650

バグッダ MH1154 バグッダ ⾰巻きカラビナ \1,800 \2,300 \2,530

グレージングヌメ MH0444 グレージングヌメ F付きキーケース \3,500 \4,000 \4,400

グレージングヌメ MH1161 グレージングヌメ ファスナー⼩銭⼊れ \3,300 \4,500 \4,950

グレージングヌメ MH1162 グレージングヌメ 磁鈕札バサミ⼩銭付き \6,000 \7,800 \8,580

グレージングヌメ MH1164 グレージングヌメ 箱型⼩銭⼊れ \5,500 \7,000 \7,700

グレージングヌメ MH1165 グレージングヌメ 靴ベラ付曲Ｆキーケース \6,300 \7,500 \8,250

グレージングヌメ MH1166 グレージングヌメ 曲F⼩銭⼊れ \6,800 \9,000 \9,900

グレージングヌメ MH1167 グレージングヌメ 差込式ベラ \5,500 \7,000 \7,700

グレージングヌメ MH1168 グレージングヌメ W曲Fキー付⼩銭⼊れ \5,300 \7,000 \7,700

グレージングヌメ MH1169 グレージングヌメ 名刺⼊れ \6,800 \8,500 \9,350

グレージングヌメ MH1170 グレージングヌメ 蛇腹カードケース（⼩） \6,300 \7,000 \7,700

グレージングヌメ MH1171 グレージングヌメ 札バサミ⼩銭⼊れ \7,500 \9,000 \9,900

グレージングヌメ MH1172 グレージングヌメ 三つ折れ札⼊れ \8,000 \10,000 \11,000

グレージングヌメ MH1173 グレージングヌメ 三つ折れ⼩銭札⼊れ \9,000 \11,000 \12,100

グレージングヌメ MH1174 グレージングヌメ 単パス⼊れ \3,300 \4,600 \5,060

グレージングヌメ MH1175 グレージングヌメ 3⾯パス⼊れ \5,800 \8,000 \8,800

グレージングヌメ MH1176 グレージングヌメ 束⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

グレージングヌメ MH1177 グレージングヌメ 純札⼊れ \10,000 \12,000 \13,200

グレージングヌメ MH1178 グレージングヌメ 札⼊れ \12,000 \14,000 \15,400

グレージングヌメ MH1179 グレージングヌメ ⾺蹄型純札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

グレージングヌメ MH1180 グレージングヌメ ⾺蹄型箱⼩銭札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

mic / Hawk Feathers 価格改定⼀覧
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グレージングヌメ MH1181 グレージングヌメ 外P⼩銭付き⾺蹄型札⼊れ \13,000 \15,000 \16,500

グレージングヌメ MH1182 グレージングヌメ ラウンドファスナー⻑財布 \16,000 \19,000 \20,900

グレージングヌメ MH1183 グレージングヌメ ラウンドマルチウォレット \19,000 \23,000 \25,300

グレージングヌメ MH1185 グレージングヌメ 蛇腹カードケース（⼤） \7,500 \10,000 \11,000

グレージングヌメ MH1186 グレージングヌメ 蛇腹カードケース（特⼤） \10,000 \13,000 \14,300

グレージングヌメ MH1187 グレージングヌメ マルチウォレット \16,000 \22,000 \24,200

グレージングヌメ MH1189 グレージングヌメ 三つ折り⾺蹄型深札⼊れ \17,000 \21,000 \23,100

グレージングヌメ MH1190 グレージングヌメ ⾺蹄型LF束⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

グレージングヌメ MH1152 グレージングヌメ ⾰巻きカラビナ \1,800 \2,300 \2,530

グレージングヌメ MH1308 グレージングヌメ スリムインナーカードケース \5,000 \6,200 \6,820

グレージングヌメ MH1310 グレージングヌメ スマートマルチウォレット \17,000 \21,000 \23,100

グレージングヌメ MH1393 グレージングヌメ ミニマルチウォレット \21,000 \25,000 \27,500

グレージングヌメ MH1394 グレージングヌメ ショルダーストラップ \2,000 \3,000 \3,300

グレージングヌメ MH1395 グレージングヌメ ショルダー取り付けパーツ \1,000 \1,500 \1,650

ブライドル MH1141 ブライドル キーケース \6,500 \8,000 \8,800

ブライドル MH1142 ブライドル 箱型⼩銭⼊れ \6,000 \7,000 \7,700

ブライドル MH1143 ブライドル 単パス \3,500 \4,200 \4,620

ブライドル MH1144 ブライドル 名刺⼊れ \7,000 \8,500 \9,350

ブライドル MH1145 ブライドル 純札⼊れ \10,000 \12,000 \13,200

ブライドル MH1146 ブライドル 札⼊れ \12,000 \14,000 \15,400

ブライドル MH1147 ブライドル ⾺蹄型純札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

ブライドル MH1148 ブライドル ⾺蹄型箱⼩銭札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

ブライドル MH1149 ブライドル ⾺蹄型LF束⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

ブライドル MH1150 ブライドル 束⼊れ \14,000 \17,000 \18,700

ブライドル MH1151 ブライドル 曲F束⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

ブライドル MH1309 ブライドル スマートマルチウォレット \17,000 \21,000 \23,100

ブライドル MH1153 ブライドル ⾰巻きカラビナ \1,800 \2,300 \2,530

ペコス MH0391 ペコス 通しマチ名刺⼊ \8,500 \10,000 \11,000

ペコス MH0392 ペコス BOX札⼊ \14,000 \17,000 \18,700

ペコス MH0393 ペコス ⾺蹄型純札⼊れ \17,000 \21,000 \23,100

ペコス MH0394 ペコス ⾺蹄型箱⼩銭札⼊れ \17,000 \21,000 \23,100

ペコス MH0395 ペコス 束⼊れ \15,000 \19,000 \20,900

ペコス MH0396 ペコス ⾺蹄型LF束⼊れ \15,000 \19,000 \20,900

ペコス MH0397 ペコス 曲F束⼊れ \17,000 \21,000 \23,100

ペコス MH1257 ペコス ファスナー⼩銭⼊れ \3,600 \5,000 \5,500

ペコス MH1258 ペコス LF⼩銭⼊れ付キーケース \7,000 \9,500 \10,450

ペコス MH1259 ペコス スーパーコンパクト札⼊れ \9,500 \12,000 \13,200

ペコス MH1260 ペコス 外P⼩銭付き⾺蹄型札⼊れ \15,000 \19,000 \20,900

ペコス MH1155 ペコス ⾰巻きカラビナ \1,800 \2,300 \2,530

マイルドキップ MH1261 マイルドキップ キーリング付き⼩銭⼊れ \6,800 \7,600 \8,360

マイルドキップ MH1262 マイルドキップ ⼆つ折り財布 \12,000 \14,000 \15,400

マイルドキップ MH1263 マイルドキップ 天ファスナー⼆つ折り財布 \12,000 \14,000 \15,400
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マイルドキップ MH1264 マイルドキップ 外L型ファスナー⼆つ折り財布 \14,000 \16,000 \17,600

マイルドキップ MH1265 マイルドキップ ⻑財布 \11,000 \13,000 \14,300

マイルドキップ MH1304 マイルドキップ 名刺⼊れ \7,500 \8,500 \9,350

マイルドキップ MH1305 マイルドキップ 純札⼊れ \11,000 \12,000 \13,200

エンボス MH0371 エンボス 名刺⼊れ \5,000 \6,500 \7,150

エンボス MH0372 エンボス スーパーコンパクト札⼊れ \6,000 \8,000 \8,800

エンボス MH0373 エンボス 外P箱⼩銭札⼊れ \7,500 \9,500 \10,450

エンボス MH0376 エンボス 中LF束⼊れ \11,000 \14,000 \15,400

エンボス MH0377 エンボス 外LF束⼊れ \10,000 \14,000 \15,400

エンボス MH1251 エンボス ジャバラカードケース ⼩ \5,500 \7,000 \7,700

エンボス MH1252 エンボス ジャバラカードケース ⼤ \8,000 \10,000 \11,000

エンボス MH1253 エンボス LFキーケース \5,800 \7,500 \8,250

エンボス MH1254 エンボス マルチウォレット \15,000 \20,000 \22,000

エンボス MH1255 エンボス 曲F束⼊れ \13,000 \16,000 \17,600

エンボス MH1271 エンボス コンパクト札⼊れ \9,000 \11,000 \12,100

エンボス MH1272 エンボス ブックカバー \6,500 \8,000 \8,800

エンボス MH1273 エンボス ギャルソン束⼊れ \19,000 \22,000 \24,200

エンボス MH1274 エンボス W曲F束⼊れ \18,000 \22,000 \24,200

エンボス MH1275 エンボス ペンケース付きノートカバー \16,000 \18,000 \19,800

エンボス MH1277 エンボス W曲F マルチウォレット \19,000 \22,000 \24,200

エンボス MH1278 エンボス ショルダーストラップ \2,000 \3,000 \3,300

エンボス MH1279 エンボス ショルダー取り付けパーツ \1,000 \1,500 \1,650

エンボス MH1307 エンボス スリムインナーカードケース \4,200 \5,000 \5,500

エンボス MH1313 エンボス ミニマルチウォレット \14,000 \17,000 \18,700

エンボス MH1430 エンボスプチマルチウォレット \12,000 \13,000 \14,300

アリアナ MI0051 アリアナ 単パス \4,200 \4,500 \4,950

アリアナ MI0052 アリアナ スマホケース(⼩) \7,000 \7,500 \8,250

アリアナ MI0053 アリアナ スマホケース(⼤) \7,500 \8,000 \8,800

アリアナ MI0054 アリアナ 2つ折りパスケース \6,300 \7,000 \7,700

アリアナ MI0055 アリアナ ⾵琴マチ名刺⼊れ \8,000 \8,500 \9,350

アリアナ MI0056 アリアナ ⼝⾦付きミニ財布 \15,000 \16,000 \17,600

アリアナ MI0057 アリアナ ⼝⾦付き三つ折り札⼊れ \18,000 \19,000 \20,900

アリアナ MI0058 アリアナ ⼝⾦付き束⼊れ \18,000 \20,000 \22,000

アリアナ MI0059 アリアナ ストラップ \1,300 \1,400 \1,540

ブレターニャヴァケッタ MH1211 ブレターニャヴァケッタ F付キーケース \7,500 \8,500 \9,350

ブレターニャヴァケッタ MH1212 ブレターニャヴァケッタ F付札⼊れ \13,000 \15,000 \16,500

ブレターニャヴァケッタ MH1213 ブレターニャヴァケッタ ⼝⾦付き札⼊れ \18,000 \22,000 \24,200

ブレターニャヴァケッタ MH1214 ブレターニャヴァケッタ 外LF札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

ブレターニャヴァケッタ MH1216 ブレターニャヴァケッタ 中LF束⼊れ \20,000 \24,000 \26,400

ブレターニャヴァケッタ MH1218 ブレターニャヴァケッタ ⼝⾦付束⼊れ \19,000 \23,000 \25,300

フェルモ MH1371 フェルモ 中がま⼝財布 \15,000 \18,000 \19,800

フェルモ MH1372 フェルモ がま⼝⼆つ折り財布 \15,000 \18,000 \19,800
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フェルモ MH1373 フェルモ 中がま⼝⻑財布 \17,000 \21,000 \23,100

フェルモ MH1376 フェルモ がま⼝ジャバラミニ財布 \14,000 \17,000 \18,700

フェルモ MH1377 フェルモ 親⼦がま⼝財布 \12,000 \15,000 \16,500

フェルモ MH1378 フェルモ 外がま⼝⼆つ折り財布 \14,000 \17,000 \18,700

フェルモ MH1379 フェルモ 親⼦がま⼝⻑財布 \16,000 \21,000 \23,100

ソフトメッシュ MH1321 ソフトメッシュ LF束⼊れ \15,000 \18,000 \19,800

ソフトメッシュ MH1322 ソフトメッシュ 中LF札⼊れ \16,000 \19,000 \20,900

ソフトメッシュ MH1323 ソフトメッシュ 中LF束⼊れ \18,000 \21,000 \23,100

ソフトメッシュ MH1324 ソフトメッシュ 薄型束⼊れ \14,000 \16,000 \17,600

ヴァケッタルクス MH1452 ヴァケッタルクス L字ファスナー⼩銭⼊れ付きキーケース \11,000 \13,000 \14,300

ヴァケッタルクス MH1453 ヴァケッタルクス ⼆つ折りミニ財布 \14,000 \16,000 \17,600

ヴァケッタルクス MH1454 ヴァケッタルクス 三つ折りミニ財布 \12,000 \14,000 \15,400

ヴァケッタルクス MH1455 ヴァケッタルクス 外L字ファスナー⼆つ折り財布 \20,000 \23,000 \25,300

ヴァケッタルクス MH1456 ヴァケッタルクス ミニヒップポケット⾰財布(⼩銭⼊れ付き) \16,000 \19,000 \20,900

ヴァケッタルクス MH1457 ヴァケッタルクス ラウンドファスナー⻑財布 \21,000 \25,000 \27,500

コードバン MI0001 HF コードバン キーホルダー \7,000 \7,500 \8,250

コードバン MI0002 HF コードバン F付きキーケース \7,000 \8,000 \8,800

コードバン MI0003 HF コードバン 通しマチ名刺⼊れ \20,000 \22,000 \24,200

コードバン MI0005 HF コードバン 曲F⼩銭⼊れ \21,000 \23,000 \25,300

コードバン MI0006 HF コードバン 三つ折りミニ財布 \22,000 \25,000 \27,500

コードバン MI0007 HF コードバン 札⼊れ \33,000 \37,000 \40,700

コードバン MI0008 HF コードバン ⾺蹄型箱⼩銭札⼊れ \38,000 \42,000 \46,200

コードバン MI0009 HF コードバン 束⼊れ \42,000 \47,000 \51,700

コードバン MI0010 HF コードバン 曲F束⼊れ \42,000 \46,000 \50,600

コードバン MI0013 コードバン 純札⼊れ \31,000 \34,000 \37,400

カンガルー MI0036 HFカンガルー 三つ折り札⼊れ \13,000 \15,000 \16,500

カンガルー MI0037 HFカンガルー ⾵琴マチ名刺⼊れ \11,000 \12,000 \13,200

カンガルー MI0038 HFカンガルー カード純札⼊れ \24,000 \27,000 \29,700

カンガルー MI0039 HFカンガルー カード純束⼊れ \24,000 \27,000 \29,700

カンガルー MI0040 HFカンガルー 札⼊れ \19,000 \22,000 \24,200

カンガルー MI0041 HFカンガルー ⾵琴マチ束⼊れ \18,000 \20,000 \22,000

カンガルー MI0042 HFカンガルー 極⼩札⼊れ \19,000 \22,000 \24,200

カンガルー MI0043 HFカンガルー 和紙名刺⼊れ \9,000 \10,000 \11,000

カンガルー MI0044 HFカンガルー 札ばさみ \11,000 \12,000 \13,200

カンガルー MI0045 HFカンガルー 箱⼩銭パス⼊れ \10,000 \11,000 \12,100

⿊桟⾰・藍染め MI0021 HF 藍染め ⾵琴マチ名刺⼊れ \16,000 \17,000 \18,700

⿊桟⾰・藍染め MI0022 HF 藍染め 札⼊れ \28,000 \30,000 \33,000

⿊桟⾰・藍染め MI0023 HF 藍染め ラウンドファスナー⻑財布 \33,000 \35,000 \38,500

⿊桟⾰・漆 MI0024 HF 漆塗り ⾺蹄型⼩銭⼊れ付札⼊れ \30,000 \33,000 \36,300

⿊桟⾰・漆 MI0025 HF 漆塗り ラウンドファスナー⻑財布 \31,000 \33,000 \36,300

⿊桟⾰・漆 MI0063 ⿊桟⾰ 漆 ⾵琴マチ名刺⼊れ \15,000 \16,000 \17,600

⿊桟⾰・漆 MI0064 ⿊桟⾰ 漆 札⼊れ \27,000 \29,000 \31,900
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⿊桟⾰・漆 MI0065 ⿊桟⾰ 漆 単束⼊れ \22,000 \23,000 \25,300
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