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マルチ
ウォレット

ミドルウォレット

多機能財布中型札入れ

収納内容
キー×1　
BOX型小銭入れ×1
札入れ /折り畳み不要×1
フリーポケット×1
名刺入れ×1
カード入れ×3
H100×W87×D17mm 70g

収納内容
札入れ×3ポケット
コイン入れ×1
カード入れ×4
H136×W92×D11mm 66g

三つ折り

二つ折り

TPE-O-001 TPE-O-002

TPE-O-002BkGw　JAN 4982397401867
TPE-O-002BwBw　JAN 4982397401874

￥12,800＋税￥14,800＋税

ブラック&グラスウィロウ

ブラック&グラスウィロウ

Wブラウン

TPE-O-001BkGw　 JAN 4982397401843
TPE-O-001BwBw　JAN 4982397401850

より信頼のあるものを より喜ばれるものを。

生前の傷やムラなどが残っている場合がございますが、
この革本来の特性や自然素材の為ですので、そのことによる返品は受けかねます。ご了承下さい。

日本製
本牛革製

洋のラインに和の心を含ませたスタイリッシュさ、
シンプルで誇張しすぎないが他には無いフォルムに。

スーツにもカジュアルにもスマートにコーディネート

日本の革職人の匠の技でつくり込んだ逸品。

より多機能に
よりアクションを少なく
よりコンパクトに
より使い易く

FORM

LEATHER

DESIGN

USE

MAKING

こだわり抜いた革の選別。
魂を込めて丹念になめされたイタリア革と高級姫路革を
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Wブラウン



高級オイル
ダコタレザー

収納内容
名刺入れ×2ポケット
カード入れ×6
H107×W75×D16mm 52g

収納内容
キー金具　キー×2本
リングカラビナ×1 内径 29mm
マチ付きコイン入れ×1
H101×W44×D17mm
（カラビナ含まず）
 全重量 35g

内容
靴べら×1 H95×W30×D3mm
リングカラビナ×1 内径 29mm
引っかけ金具
二重キーリーング×2
H150×W35×D12mm 63g

収納内容
ペン×2本
フリーポケット×1（定規など）
H148×W50×D10mm 13g

内容
二重キーリーング×2
リングカラビナ×1 内径 29mm
H60×W25×D12mm
（カラビナ含まず）
  全重量 19g

8 ポケット名刺入れ

8 ポケット
ビジネスカードホルダー

コイン&キーケース
鍵 -小銭入れ

キーホルダー シューホーンキーホルダー
靴べらキーホルダー

2 ポケット ペンケース
筆入れ -2 本

二つ折り

二つ折り
金属加工 /柄有り

イタリアンレザー

姫路レザー

テンペスティは創業 1946 年の
イタリア・トスカーナにあるタンナー
審査基準が厳格なイタリア・ベジタブ
ルタンニンレザー組合に加盟しており
長年にわたりヨーロッパのラグジュア
リーブランドなどにレザーを提供して
います。
テンペスティ エルバマット
上質なイタリアンシングルバットです。
100％染料で仕上げられた自然な色ムラ
と「引き脂」仕上げを行わずじっくり
と時間をかけ通常の 1.5 ～ 2 倍量加え
らたオイルのバケッタ仕上げが特徴の
革です。牛革の中でもっとも繊維の詰
まった部位であるベンズの中央部分の
みを使用したシングルバットです。

クロームの分量を抑え、染色段階で
タンニンを多分に含ませ程よいコシ
を出しています。オイルを加える事
でカジュアルな表情、素上げでオイ
ル感のあるマット仕上げで軽くて丈夫、
伸縮性にも富んだクロム鞣し革。
表面は柔らかく、しなやかな艶があり
質感も楽しめます。使う程に柔らかく
なり経年変化を楽しめます。

テンペスティ エルバマット

高級イタリアンレザー
高級ジャパンレザー

2種のレザーを使用

￥9,000＋税 ￥7,000＋税 ￥3,000＋税 ￥6,000＋税 ￥3,800＋税

TPE-O-003 TPE-O-004 TPE-O-005 TPE-O-006 TPE-O-007

Wブラウン
Wブラウン Wブラウン

Wブラウン Wブラウン

TPE-O-003BkGw　JAN 4982397401881
TPE-O-003BwBw　JAN 4982397401898

TPE-O-004BkGw　JAN 4982397401904
TPE-O-004BwBw　JAN 4982397401911

TPE-O-005BkGw　JAN 4982397401928
TPE-O-005BwBw　JAN 4982397401935

TPE-O-006BkGw　JAN 4982397401942
TPE-O-006BwBw　JAN 4982397401959

TPE-O-007BkGw　JAN 4982397401966
TPE-O-007BwBw　JAN 4982397401973
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クロームの分量を抑え、染色段階で
タンニンを多分に含ませ程よいコシ
を出しています。オイルを加える事
でカジュアルな表情、素上げでオイ
ル感のあるマット仕上げで軽くて丈夫、
伸縮性にも富んだクロム鞣し革。
表面は柔らかく、しなやかな艶があり
質感も楽しめます。使う程に柔らかく
なり経年変化を楽しめます。

ブランドコンセプト ブランドロゴ
より信頼のあるものを、より喜ばれるものを。

イタリア語 

読み

読み

ブランド名
ブランド名ロゴ

意味

cortello

coltello corno

包丁 角

コルテロ

コルテロ コルノ

コルテロ
イタリア語で包丁という意味です。
●日本では、刃物は権威をあらわす最高の献上品とされてきました。
●西洋でナイフは「運命や未来を切り拓く」といった意味を持つ、たいへんおめでたい縁起物です。
刃物は新しいお祝いごとや事の始めにおいて、なくてはならない物です。「魔を切る」ものです。
●欧米に古くから伝わる” レディ・マネー” という習慣ですがあり。ナイフをプレゼントされた人が手持ちのコインをお返しすること
により、二人の間の友情が永遠に続くという言い伝えがあります。

コルノ（角）
幸運をもたらすという意味があり。厄除けや招福のモチーフ「幸運のお守り」としてのコルノはなんと紀元前 3500 年まで遡る。
●先史時代の人間は小屋の入り口に「角」を豊穣の守りとしてぶら下げていました。
●ギリシャ神話ではユピテルはなんでも願いをかなえることのできる魔法の「角」を持っていました。また先の尖った形は、呪いや
ネガティブな影響力に対して、防御的な役割があるとされます。
●イタリアでは今でも手の指（親指、人差し指、小指）を伸ばして、角のかたちを真似、悪しきを払うジェスチャーをすることがあります。

ホルン（角笛）
世界一難しい楽器といわれるホルン角笛やそこから発展しました。元は狩りの時に『獲物を発見した』『獲物を捕らえた』などの信号を
後ろにいる仲間に送る信号用のラッパの事です。  

言葉の意味

ブランドカラー

ロゴデザインの意味

ロイヤルブルー
直感 

権威を象徴•不屈の精神
ミステリアスで理想化

の造語

の造語

付属品

ギフトボックス
イタリアンレザー
タンナー証明書 ブランドカード

角：角のある 牛や山羊、鹿、などの革を扱う。

革の包丁：革を調理（デザインし加工）する。
ギフトとしても喜ばれることを祈って。

角は幸運のお守りともいわれる。

高級オイル
ダコタレザー

姫路レザーイタリアンレザー
テンペスティ社のテンペスティ エルバ
マットをバフィングした革。バフィング
することにより、独特の雰囲気を醸し出
し、他には無いワイルド且つ気品のある
表情を見せる。

テンペスティ テキサス

収納内容
L字チャック小銭入れ×1
札入れ
フリーポケット×1
カード入れ帯×カード 6枚
H107×W168×D18mm 185g

L ライン
ロングウォレット
L 字ファスナー長財布

￥14,800＋税

収納内容
キーチェーン×1　
L字チャック小銭入れ×1
札入れ
フリーポケット×1
カード入れ帯×カード3枚
H112×W94×D16mm 128g

収納内容
レザーリング×2
フリーポケット×1
ゴム帯×1
カード入れ×1
H52×W98×D20mm

￥12,000＋税

Lライン
マルチウォレット
L 字ファスナー多機能財布TPT- O-001 TPT-O-002

極小ベイプケース

電子煙草入れ TPT-O-003

TPT-O-001BkGy　JAN 4982397401997

TPT-O-003BkGy　JAN 4982397402031

TPT-O-002BkGy　JAN 4982397402017

￥4,800＋税

ブラック&ブラック ブラック&ブラック

グレー&ブラック

グレー&ブラック

グレー&ブラック
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収納物
バッテリー
カートリッジ
カプセル 2個
マウスピース

Ploom TECH 対応

TEXASTEXAS

TPT-O-001BkBk　JAN 4982397401980 TPT-O-002BkBk　JAN 4982397402000

30g
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