
Froro is a leather series with increased high-quality design that maintains the ease of use of gamaguchi, a kind of 
purse clasp.The icon for gamaguchi is a clasp that is opened by twisting. However, the distinctive clasp impaired the 
harmony with the exterior. In order to solve this problem by leaving only a thin clasp line design, the typical twist 
clasp was eliminated, resulting in a minimal and unisex series. The soft, high-quality oil sheep leather fits the hands 
well, and the products are sewn one by one in Japan.

famm
Soft Leather Series

83110-83130

￥１５,０００ （税抜き）
ブラック / 82061-BK (4582250412735)
キャメル / 82061-CA (4582250412742) 
ネイビー / 82061-NV (4582250412759) 
オレンジ / 82061-OR (4582250412766) 
 約W110mm×H100mm × D13mm ・ 約70g
W125mm × H111mm × D22mm ・ 約110g
本体： 羊革　 内生地 ： レーヨン
インド

価格
カラー / 商品番号(JAN)

製品サイズ ・ 重量
パッケージサイズ ・ 重量
材質
生産国

ファム・折財布

価格
カラー / 商品番号(JAN)

製品サイズ ・ 重量
パッケージサイズ ・ 重量
材質
生産国

￥１７,０００ （税抜き）
ブラック / 82060-BK (4582250412698)
キャメル / 82060-CA (4582250412704) 
ネイビー / 82060-ＮＶ (4582250412711) 
オレンジ / 82060-ＯＲ (4582250412728) 
 約W190ｍｍ× H95ｍｍ × D13mm ・ 約90g
W202mm × H110mm × D20mm ・ 約145g
本体： 羊革　 内生地 ： レーヨン
インド

ファム・長財布

価格
カラー / 商品番号(JAN)

製品サイズ ・ 重量
パッケージサイズ ・ 重量
材質
生産国

￥6,5００ （税抜き）
ブラック / 82050-BK (4582250412650)
キャメル / 82050-ＣＡ (4582250412667) 
ネイビー / 82050-ＮＶ (4582250412674) 
オレンジ / 82050-ＯＲ (4582250412681) 
 約W110ｍｍ × H75ｍｍ × D10mm ・ 約30g
W120mm × H90mm × D20mm ・ 約60g
本体： 羊革　 内生地 ： レーヨン
インド

ファム・カードケース

価格
カラー / 商品番号(JAN)

製品サイズ ・ 重量
パッケージサイズ ・ 重量
材質
生産国

￥９,5００ （税抜き）
ブラック / 82070-BK (4582250412773)
キャメル / 82070-ＣＡ (4582250412780) 
ネイビー / 82070-ＮＶ (4582250412797) 
オレンジ / 82070-ＯＲ (4582250412804) 
約W180ｍｍ × H185ｍｍ × D4mm ・ 約60g
W73mm × H196mm × D20mm ・ 約100g
本体： 羊革　 内生地 ： レーヨン
インド

ファム・ロールペンケース

販売
住所
TEL
FAX
MAIL
WEB

株式会社 ハーズ実験デザイン研究所  METAPHYS事業部
〒560-0053  大阪府豊中市向ヶ丘 1-5-22
06-6854-3387
06-6854-3386
info@metaphys.jp
http://www.metaphys.jp

製造
住所
TEL
FAX
MAIL
WEB

松下ラゲッジ株式会社
〒668-0013  兵庫県豊岡市中陰 ３１８ 
0796(22)7161
0796(24)1995
info@luggage.co.jp
http://www.luggage.co.jp

お問い合わせ先

カタログ上のご注意 ●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
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商品特長  Characteristics

商品ラインナップ  Product Lineup

ノンステッチとコーナーディティール
表面にステッチが出ないように縫い合わせ、柔らか
な革の質感を視覚でも感じられるように仕立ててい
ます。丸みのあるコーナーディティールは、優しさを
出しながらも、性別年齢問わずお使いいただける丁
度良いフォルムに仕上げました。

なめらかな手触りのオイルシープを使用
国内のタンナーで加工した上質の羊革を使用し
ています。「染料染め」で染色した革は、革本来が
持つキズ、シワなどの風合いがそのまま残り、味
わい深い表情が際立ちます。しっとりと手になじ
む質感で、エイジングを楽しみながら長く愛用で
きる素材です。

ユニセックスなカラーとシンプルデザイン
名刺ケース、長財布、折財布、ペンケース何れも過
度な装飾をしていないシンプルなデザインで、シ
リーズでお使いいただいても煩くなりません。ブ
ラック、キャメル、ネイビー、オレンジの4色展開は
、どれも男女問わずお使いいただける絶妙な色合
いで、ギフトにも最適です。

優しい素材感、優しいカタチ
くったりとした柔らかいレザーに合わせて、コーナーディティールを丸く優しいカタチに仕上げた革小物シリーズです。外側のステッチを無く

すことで、ふんわりとした滑らかな質感をより引き立たせています。余計な装飾が一切ないシンプルなデザインは、飽きのこない長く愛用い

ただける一品となりました。

カードケース
メイン2ヶ所、サブ2ヶ所、左右対称に配置された４室のカードポケットは、数種
類の名刺の整理や、いただいた名刺の仕分けが容易に可能です。最大約60枚
の十分な枚数が収納可能な上に、デザイン構造と柔らかなレザーの特性で、多
量の名刺を入れても型崩れすることなくスマートな状態を保ちます。

ペンケース
ペン入れホルダー４ヶ所、ファスナー付小物入れ、フリーポケット１ヶ所を配置し
ました。ステーショナリーだけでなく、化粧筆などコスメ道具の収納にも適して
います。ペン入れホルダー上部には中身の落下やキズを防ぐフラップを付けま
した。長さのある柔らかなレザーストラップは中身の容量に合わせて自在に巻
き幅を調整できます。

折財布
ホック留め式のマチ付き小銭入れ、5枚収納可能なカードポケット、その後ろに
はフリーポケットを用意しました。札入れは2室に仕切られ、紙幣と領収書など
の仕分けに便利です。

長財布
小銭入れは、大きく開き中身が見やすいファスナー付、札入れは、紙幣と領収
書などの仕分けがしやすい３ヶ所構造となっています。カードポケットは８枚分
を一目で分かる片面に配置しています。


