TOTE BAG
number_NS3-24
price_ 税込 ¥26,400( 本体 ¥24,000)
material_ 日本製天然シュリンク牛革
日本製シュリンク牛革
color_GBE(gray beige)
size_W310.H290.D120

m a d e in JA PA N
スタイルに馴 染 み 、心を華 やかに 。
女 性らしさと心 地よさを兼ね備え、
使い込むほどに表 情を変える。
そんな 女 性の 毎日に寄り添う革 製 品を
確かな m a d e i n J a p a n で。

COVER:

TOTE BAG
number_HS2-18
price_ 税込 ¥26,400
( 本体 ¥24,000)
material_ITALY 製
スムース牛革
color_PIS(pistachio)
size_W310.H230.D130

皮 革へ のこだわりを大 切に
ここにしかないシンプルでエレガントなバッグや小 物たち。
いつになく豊かな 色 彩で
あなたのライフスタイルはより一層華 やかになる。

TOTE BAG
number_NS3-14
price_ 税込 ¥24,200
( 本体 ¥22,000)
material_ 日本製天然
シュリンク牛革
日本製シュリンク牛革
color_PIS(pistachio)
size_W280.H240.D130
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TOTE BAG

2WAY HANDBAG

SHOULDER BAG

number_TS2-19
price_ 税込 ¥23,650( 本体 ¥21,500)
material_ITALY 製天然シュリンク牛革
color_GBE(gray beige)
size_W300.H270.D130

number_TS2-23
price_ 税込 ¥25,850( 本体 ¥23,500)
material_ITALY 製天然シュリンク牛革
color_LBL(light blue) / BK(black)
size_W290.H200.D110

number_TS2-20
price_ 税込 ¥16,500( 本体 ¥15,000)
material_ITALY 製天然シュリンク牛革
color_IGR(ice gray)
size_W250.H170.D70
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2WAY SHOULDER BAG
number_IS1- 08
price_ 税込 ¥15,400( 本体 ¥14,000)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_PI(pink)
size_W210.H180.D110

2WAY HANDBAG

TOTE BAG

number_MF1-32
price_ 税込 ¥25,850( 本体 ¥23,500)
material_ITALY 製天然シュリンク牛革
color_IV(ivory)
size_W260.H250.D100

number_HS2-19
price_ 税込 ¥21,450( 本体 ¥19,500)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_PIS(pistachio) / MUS(mustard) / IV(ivory)
size_W330.H200.D100
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DRAWSTRING BAG
number_MG1-14
price_ 税込 ¥17,050( 本体 ¥15,500)
material_ITALY 製シュリンク牛革 ナイロン
color_PI(pink) / PIS(pistachio)
size_W260.H200.D180

TOTE BAG
number_IS1-13
price_ 税込 ¥18,150( 本体 ¥16,500)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_IV(ivory)
size_W290.H240.D100
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LEFT:

RIGHT:

2WAY HANDBAG

TOTE BAG

number_IS1-10
price_ 税込 ¥19,250( 本体 ¥17,500)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_BLGR(blue gray)
size_W230.H220.D130

number_IS1- 09
price_ 税込 ¥19,800( 本体 ¥18,000)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_GBE(gray beige)
size_W440.H270.D30

ONE SHOULDER BAG
number_VJ1-43
price_ 税込 ¥9,680( 本体 ¥8,800)
material_ ポリエステルメッシュ
ITALY 製シュリンク牛革
color_IV(ivory)
size_W330.H270.D100
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2WAY TOTE BAG
number_VJ1-42
price_ 税込 ¥9,900( 本体 ¥9,000)
material_ 帆布 ( 綿 ) スムース牛革 ( 付属 )
color_BE(beige) / NV(navy)
size_W210.H215.D140

TOTE BAG
number_VJ1-41
price_ 税込 ¥10,450( 本体 ¥9,500)
material_ 帆布 ( 綿 ) スムース牛革 ( 付属 )
color_IV(ivory)
size_W310.H280.D160

2WAY RUCKSACK

12

number_CVJ1- 07
price_ 税込 ¥10.450( 本体 ¥9,500)
material_ 帆布 ( 綿 ) 牛革 ( 付属 )
color_BE(beige)
size_W210.H310.D160
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2WAY ONE SHOULDER BAG
number_MF1-30
price_ 税込 ¥13,200( 本体 ¥12,000)
material_ITALY 製 アンダリア ITALY 製シュリンク牛革
color_ SAX(sax blue)
size_W220.H260.D140

2WAY TOTE BAG
number_MF3-14
price_ 税込 ¥13,750( 本体 ¥12,500)
material_ ナイロン ITALY 製シュリンク牛革
color_LBE(light beige) / PIS(pistachio)
size_W260.H220.D130

2WAY ONE SHOULDER BAG
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number_MF1-30
price_ 税込 ¥13,200( 本体 ¥12,000)
material_ITALY 製 アンダリア ITALY 製シュリンク牛革
color_IV(ivory) / BE(beige) / LV(lavender) / BK(black) / NV(navy)
size_W220.H260.D140
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LEFT:

TOTE BAG
number_IS1-12
price_ 税込 ¥26,400( 本体 ¥24,000)
material_ITALY 製 スムース牛革
color_BR(brown)
size_W340.H290.D120
RIGHT:

TOTE BAG
number_TS2-16
price_ 税込 ¥26,950( 本体 ¥24,500)
material_ 日本製 ペッカリーエンボス 加工牛革
color_BK(black)
size_W340.H230.D140

2WAY PC BAG
number_VJ1-44
price_ 税込 ¥14,850( 本体 ¥13,500)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_GBE(gray beige)
size_W340.H250.D40
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MODEL:

LEFT:

RIGHT:

SMARTPHONE SHOULDER & WALLET

WALLET SHOULDER

SMARTPHONE SHOULDER

number_VJ1-40
price_ 税込 ¥8,580( 本体 ¥7,800)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_NV(navy)
size_W120.H180.D20

number_VJ1-37
price_ 税込 ¥12,100( 本体 ¥11,000)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_IV(ivory)
size_W220.H145.D40

number_VJ1-38
price_ 税込 ¥7,480( 本体 ¥6,800)
material_ITALY 製シュリンク牛革
color_PIS(pistachio)
size_W125.H185.D10
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1. L ZIP WALLET number_GV5-01 price_税込¥9,350( 本体 ¥8,500) material_ITALY 製シュ
リンク牛革 color_BE(beige) size_W110.H90.D20
2. WALLET number_GV5-09 price_ 税込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ITALY 製シュリ
ンク牛革 color_PI(pink) size_W105.H90.D30
3. WALLET number_TK1-83 price_ 税 込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ITALY 製 シュリ
ンク牛革 color_YE(yellow) size_W110.H95.D20
4. WALLET number_GV1-49 price_ 税込 ¥9,350( 本体 ¥8,500) material_ITALY 製シュリン
ク牛革 color_GBE (gray beige) size_W100.H80.D28

1. WALLET number_IN4-02 price_ 税 込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ 日本製 クロコエ
ンボス 加工牛革 color_NV(navy) size_W116.H95.D33
2. WALLET number_IN4-03 price_ 税込 ¥9,350( 本体 ¥8,500) material_ 日本製クロコエン
ボス 加工牛革 color_BR(brown) size_W100.H80.D33
3. WALLET number_IN4-04 price_ 税込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ 日本製クロコエ
ンボス 加工牛革 color_PIS(pistachio) size_W106.H85.D35
4. L ZIP LONG WALLET number_IN4-01 price_ 税 込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ 日
本製クロコエンボス 加工牛革 color_SKY(skyblue) size_W200.H95.D18
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1. L ZIP LONG WALLET number_TK1-54 price_ 税 込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ 日
本製フラワーエンボス 加工牛革 color_PI(pink) size_W200.H95.D18
2. WALLET number_TK1-55 price_ 税込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ 日本製フラワー
エンボス 加工牛革 color_BL(blue) size_W105.H95.D20
3. WALLET number_TK1-55 price_ 税込 ¥11,000( 本体 ¥10,000) material_ 日本製フラワー
エンボス 加工牛革 color_YE(yellow) size_W105.H95.D20

1. L ZIP WALLET number_IN3-24 price_税込¥11,550( 本体 ¥10,500) material_ITALY 製エ
ンボス 加工牛革 color_PIPU(pink purple) size_W110.H94.D20
2 . L ZIP LONG WALLET number_IN3-21 price_ 税込¥14,850( 本体 ¥13,500) material_
ITALY 製エンボス 加工牛革 color_PUOR(purple orange) size_W203.H95.D15
3. L ZIP LONG WALLET number_IN3-21 price_ 税込¥14,850( 本体 ¥13,500) material_
ITALY 製エンボス 加工牛革 color_GEYE(green yellow) size_W203.H95.D15
4. L ZIP WALLET number_IN3-24 price_税込¥11,550( 本体 ¥10,500) material_ITALY 製エ
ンボス 加工牛革 color_PUBL(purple blue) size_W110.H94.D20
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1. ROUND ZIP LONG WALLET number_GV1-11 price_税込¥12,100( 本体 ¥11,000)
ITALY 製シュリンク牛革 color_IV(ivory) size_W195.H93.D20
2 . L ZIP LONG WALLET number_GV1-26 price_ 税込¥11,880( 本体 ¥10,800)
ITALY 製シュリンク牛革 color_OPI(orange pink) size_W205.H108.D15
3 . FL AT LONG WALLET number_TK1 - 86 price_ 税込 ¥ 7,480( 本体 ¥6,800)
ITALY 製シュリンク牛革 color_GE(green) size_W200.H90.D5
4. L ZIP LONG WALLET number_GV5 -10 price_ 税込¥10,450( 本体 ¥9,500)
ITALY 製シュリンク牛革 color_PIS(pistachio) size_W200.H93.D20
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1. L ZIP LONG WALLET number_TK2-21 price_ 税 込 ¥15,400( 本体 ¥14,000) material_ 日
本製ラメドットエナメル加工牛革 color_PIS(pistachio) size_W200.H95.D18
2. WALLET number_TK2-22 price_ 税 込 ¥13,200( 本体 ¥12,000) material_ 日本製 ラメドッ
トエナメル加工牛革 color_WH(white) size_W105.H95.D20
3. WALLET number_TK2-22 price_ 税 込 ¥13,200( 本体 ¥12,000) material_ 日本製 ラメドッ
トエナメル加工牛革 color_BK(black) size_W105.H95.D20

1. WALLET number_TK1-44 price_税込¥11,000( 本体 ¥10,000) material_日本製フラワーエ
ンボス 加工牛革 color_GD(gold) size_W110.H95.D20
2. WALLET number_TK1-44 price_税込¥11,000( 本体 ¥10,000) material_日本製フラワーエ
ンボス 加工牛革 color_LGE(light green) size_W110.H95.D20
3. L ZIP LONG WALLET number_TK1-43 price_ 税込¥11,000( 本体 ¥10,000) material_日
本製フラワーエンボス 加工牛革 color_BL(blue) size_W200.H95.D18

1. L ZIP WALLET number_IN3-63 price_税込¥10,450( 本体 ¥9,500) material_ ITALY 製ク
ロコエンボスパールエナメル加工牛革 color_WIPI(wine pink) size_W110.H94.D23
2. ROUND ZIP LONG WALLET number_IN3-61 price_税込¥15,400( 本体 ¥14,000) material_
ITALY 製クロコエンボスパールエナメル加工牛革 color_GRWI(gray wine) size_W195.H93.D20
3. L ZIP WALLET number_IN3-63 price_税込¥10,450( 本体 ¥9,500) material_ITALY 製ク
ロコエンボスパールエナメル加工牛革 color_ORFP(orange fuchsiapink) size_W110.H94.D23
4. L ZIP LONG WALLET number_IN3- 62 price_ 税込¥14,300( 本体 ¥13,000) material_
ITALY 製クロコエンボスパールエナメル加工牛革 color_PUSA(purple sax) size_W200.H94.D18
2021 SPRING & SUMMER COLLECTION

19

2021 SPRING & SUMMER
COLLECTION

FLAGSHIP SHOP
efffy Coredo Muromachi

東京都中央区日本橋室町 1-5-5 コレド室町 3 3F
03-3277-6012

efffy Nagoya

愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26 ユニモール B1F
052-582-7050

efffy's closet Chofu Trie

東京都調布市布田 4-4-22 トリエ京王調布 2 階

042-426-7009

efffy's closet Machida Tokyu Twins

東京都町田市原町田 6-4-1 町田東急ツインズ EAST 2F

042-729-5010

efffy's closet Yokohama JOINUS

神奈川県横浜市西区南幸 1-5-1 相鉄ジョイナス 3F

045-620-2522

efffy's closet Saitama Shintoshin

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ1 2F
048-767-3002

efffy's closet Tokorozawa Grand Emio

埼玉県所沢市くすのき台1-14-4 グランエミオ所沢 2F
04-2968-8261

efffy's closet Niigata minami

新潟県新潟市江南区下早通柳田 1-1-1 イオンモール 新潟南 1F
025-383-6544

efffy's closet Nishinomiya Gardens

兵庫県西宮市高松町 14-2 阪急西宮ガーデンズ 2 階

0798-78-3155

WEB SITE

efffy official

online shop

2021 ss collection

SNS
efffy_official

efffy.japan

カタログ 掲載商品 に 関 して 、以下 の 事項 を 予 めご 了承 をお 願 い 致 します 。
・商品 のデザインや 仕様、価格等 は 予告 なく 変更 する 場合 がございます 。
・実際 のカラー 、素材感等 は 写真 と 若干異 なる 場合 がございます 。
・素材 はメイン 素材 を 表記 しています 。
・ サイズは 全 てミリ 単位 で 表記 しています 。
・ ショップにより 商品 の 取 り 扱 いが 異 なる 場合 がございます 。

DRAWSTRING BAG
number_MG1-14
price_ 税込 ¥17,050( 本体 ¥15,500)
ナイロン
material_ITALY 製シュリンク
color_IV(ivory)
size_W260.H200.D180

STAFF
moeka nozaki(a-plus)
teruo horikoshi(tron)
shintaro mihara
kenichi sugimori
erika mimura(tron)
harumi kambe
yuka enomoto(caelum)
makiko ohyama(caelum)
yasushi morita(caelum)

