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上代 (税抜 )

商品名

サイズ
重量
生産地
素材

商品番号

新商品

ご注文の前に必ずお読み下さい。

・不良品以外の返品は原則的にお受けいたしません。
・万が一、不良品がございましたら、お手数ですが、商品到着後 1週間以内に至急お電

話にてご連絡下さい。
(商品の返品をしていただかなくても結構な場合がございますので、必ず事前にお電
話でのご連絡をお願いいたします。）

・商品到着時には、必ず数量・破損などのご確認をお願いいたします。

｜ 商品の返品・交換について |

・当カタログ (Vol.33) は 2022 年 9月から有効の情報を掲載しています。
・改良のためやむなく商品の価格や仕様などが変更となる場合がございます。
何卒ご了承下さい。

・商品は完全買取制です。
・商品によっては、ご注文いただいてから発送までに数日かかる場合がございます。
また、ご注文のタイミングにより、欠品・廃盤の場合がございます。

・印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。
・手作業で作っている商品は、サイズや形状などがカタログと異なる場合がございます。
・自然素材を使用した商品は、乾燥による割れ、湿度によるカビ・虫くい等が発生する
場合がございます。ご了承いただきますようお願いいたします。

・その他、ご不明な点やご要望などございましたらお問い合わせ下さい。

〈例〉 ホームページでは、最新のカタログ
と同じ内容を見ることができる他、
カタログには掲載されていない新商
品や、最新の入荷情報を随時更新し
ています｡
カタログと合わせてご利用下さい。

ホームページもぜひご覧下さい！

https://matsunoya.jp

「 ご案内 」

｜ カタログ表記について ｜

02-0176

キャンバスフラットショルダー
小売価格　3,800円

  税込  4,180円

約400×400㎜(ショルダー約810㎜)
約160g
日本製
素材:11号帆布

上代 (税込 )

新
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上代 (税込 )

新

5

10-2089

篠竹そば振りかご
小売価格	 6,500円
	 税込	 7,150円

約φ170×H190㎜
約80g
日本製(新潟県)

なくなり次第終了となります
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新



7

なくなり次第終了です

10-1546

篠竹針刺し
小売価格	 4,500円
	 税込	 4,950円

約φ90×H60㎜
約140g
日本製(岩手県)
柄はアソートとなります。
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クラフトテープ
バスケット小
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かえで食器
の使用上の注意

IH 食洗機 直火 電子レンジ

× × × ×

・購入後は必ず洗ってからご使用下さい。
・直射日光は避けて保存して下さい。
・漆器は、体質によりごくまれに漆科の塗料がかぶれる事があります。
　異常などを感じた時はご使用をお止め頂き、専門医にご相談下さい。
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すり漆・春慶塗
弁当箱の使用上の注意

IH 食洗機 直火 電子レンジ

× × × ×
・�使用後は湯または水で洗って柔らかい布で拭き取るようにして下さい。
・�クレンザー・たわしなどは傷の原因となりますので、お避け下さい。
・直射日光は避けて保存して下さい。

宮崎杉重箱
・二段弁当箱
の使用上の注意

IH 食洗機 直火 電子レンジ

× × × ×
・�クレンザー・たわしなどは傷の原因となりますので、お避け下さい。
・直射日光は避けて保存して下さい。
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アルマイト製品
の使用上の注意

IH 食洗機 直火 電子レンジ ・酸やアルカリ性を多く含んだ食品を入れるのはなるべく避けて下さい。傷む恐れがあります。
・お手入れには、スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないで下さい。
　表面をキズつけ、腐食の原因となります。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗って下さい。
・絶対に空だきをしないで下さい。損傷し、色落ち・腐食・穴あきなどが発生します。
・腐食防止のため、長時間(目安としては一昼夜以上)にわたり調理物を入れたままにしないで下さい。
・シールを直接貼るとはがれにくくなります。ご注意下さい。

× × ○ ×
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アルマイト製品
の使用上の注意
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・絶対に空だきをしないで下さい。損傷し、色落ち・腐食・穴あきなどが発生します。
・腐食防止のため、長時間(目安としては一昼夜以上)にわたり調理物を入れたままにしないで下さい。
・シールを直接貼るとはがれにくくなります。ご注意下さい。

× × ○ ×
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白

ブルー

青緑

茶

パープル

黄緑

黒

サーモン

薄グリーン

紺

イエロー(つやけし)

グリーン
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No.02-0168  22,000円（税込）

フィールド ニュー ショルダー（ＸＳ）     

size:180×230×80mm 約490g    色 :ベージュまたは黒

業務用 鞄 から生まれた鞄 、『プレイン』

大工の道具袋や築地市場の集金袋など、松野屋はこれまで数えきれ

ないほどの業務用鞄を扱ってきました。その経験の中で蓄積された

のは「鞄はこうすればもっと使う人の役に立つ」というイメージや工

夫のアイデア。鞄で溢れかえる事務所の机で、まずはそれらを思い

つくまま描いてみることから『プレイン』は始まります。

最高級コーマ６号帆布・純綿１００％

最高級コーマ 6号帆布・純綿 100％

『プレイン』で使用する6号帆布は、綿糸の中でも特に繊維の長い最

高品質コーマ糸を撚って、高密度に織り上げた最高級帆布。厚手で

とにかく丈夫です。夏場など暑さの厳しい環境では繊維が乾燥して

細くなり、すき間ができて通気性がよくなります。反対に水に濡れ

た場合は、繊維が水分で膨らんで生地の目が詰まり、天然の防水効

果が生まれます。『プレイン』はこの上にパラフィン加工を重ね、さ

らに防水性を高めています。

日本の職人の確かな手 仕事

分厚く、硬い帆布と牛革。その2つを縫い合わせるには、専用の機

械と熟練の技術が必要です。そのため『プレイン』は日本の職人の確

かな手仕事によってひとつひとつ丁寧に縫製されています。細部に

わたる美しい縫い目は強度の証。思う存分、使えば使うほどしなや

かな感触と味のある表情が生まれてきます。修理ができるので、手

入れをしながら長く使い、自分の手によく馴染む唯一無二の鞄にな

っていく様をお楽しみ下さい。

知 恵 をだして、無駄をなくす

余分な装飾を削ぎ落とし、使いやすさを追求した結果生まれた『プ

レイン』のシンプルなかたち。その制作過程でも無駄をできる限り

省きます。使う反物の巾は約890mm。使い勝手のよい鞄の大きさを

第一に考えながら、どう裁断すれば無駄を出さずに生地を活かせる

か、取り都合を吟味し、今のかたちにたどり着きました。材料を大

切にすることはもの作りの基本。『プレイン』は、シンプルでいいも

のを真っ当に作っています。
ト ートの手本は集金袋
ワークトートのヒントになったのは、高速道路の料金所で使われる

集金袋です。大量の硬貨の重みが集中する持ち手は傷みが激しく、

修理の依頼が多くありました。そこで、同じように相当の負担が想

定されるワークトートの持ち手も、グリップを牛革で念入りに補強。

万が一、傷みが生じた場合も、牛革部分だけ取り替えられるので鞄

を長く使うことができます。

試作、使う、改良 、その繰り返し

デザインを決めて裁断し、試作品を縫い上げたら、早速自分たちで

使ってみます。開閉のしやすさ、ポケットの位置、ベルトの付け方…。

作り手自身がひとりの「持ち主」として感じた問題をとことん改良し

ていきます。何度直しても納得がいかず、商品化できなかった鞄も

あります。『プレイン』に妥協の文字はありません。

事務所の窓際に常設している業務用ミシン。アイ

デアが浮かんだら、すぐに作って使ってみる。自

分たちで手を動かすことで、試作にも余計な時間

がかからない。その分試行錯誤ができ、それが

製品の精度となって現れる。

A5判の手帳が入る、いちばん小さなプレイン。パスポ

ート、デジカメ、財布、地図等、旅先でのサブバッグ

としても重宝。防水性の高い最高級帆布の機能をさら

に高めるパラフィン防水加工済みの本体は、使い始め

に硬く感じるが、やがてしっとり身体に馴染む。

No.02-0169  25,300円（税込）

ワーク ショルダー（Ｍ）     

size:270×350×105mm 約790g    

内ポケットに

キーホルダー付き

キーホルダー付き

キーホルダー付き

キーホルダー付き

予備の開閉

ベルト付き

色 :ベージュまたは黒

A4ファイルが楽に入る。ポケットは外に一つ、両側面

に各一つ。内側にも大きく二つ小さく三つと、量もサ

イズも豊富。書類や本を放り込み、どれだけ重くなっ

ても特厚7ミリのフエルト付きの肩当（全モデル共通）が、

あなたの肩をやさしく守る。・パラフィン防水加工済み

No.02-0142  23,100円（税込）

フィールド ニュー ショルダー（Ｓ）     

size:300×220×90mm 約650g   色 :ベージュまたは黒

B5サイズが入る小さめのショルダーバッグ。男女を問

わず使いやすい大きさ。作りはＭサイズと同様で、丈

夫かつ機能的。

・パラフィン防水加工済み／予備の開閉ベルト付き

No.01-0114  35,200円（税込）

フラットブリーフケース     

size:420×300×110mm 約1370g   色 :ベージュまたは黒

B4サイズが入り、内側に多機能ポケットがある。ファ

スナーは丈夫で使いやすいＹＫＫの最高級ＳＧＷＨを

使用。取り外し可能なショルダーベルト付きで出張バ

ックとしても。 ・パラフィン防水加工済み

No.04-0468  23,100円（税込）

ワークトート（Ｓ）     

size:330×270×160mm 約760g   色 :ベージュまたは黒

女性にも持ちやすい、普段使いに適した大きさ。作り

はＭサイズと同様で頑丈。ポケットも外側に3つ、内

側に大小合わせて5つ。小ぶりながら荷物がたくさん

入る。 ・パラフィン防水加工済み。

No.02-0143  25,300円（税込）

フィールド ニュー ショルダー（Ｍ）     

size:370×270×110mm 約750g  

No.04-0425  25,300円（税込）

小売価格

20,000円
小売価格

23,000円

小売価格

21,000円
小売価格

32,000円

小売価格

21,000円

小売価格

23,000円

小売価格

23,000円

size:330×330×160mm 約840g  

色 :ベージュまたは黒

A4サイズが入るショルダーバッグ。牛革の肩掛け

ベルトは長さが調節できる。本体の前側と後側に

ポケットが付き、内側にも細かく仕切られたミニ

ポケットがある。

・パラフィン防水加工済み／予備の開閉ベルト付き

ワークトート（Ｍ）     

色 :ベージュまたは黒

持ち手のグリップを牛革で強く、持ちやすく加工。本

体との接合部は内側から鋲留めし、さらに鋲の根本を

牛革で補強した。ポケットは外側に3つ。内側の5つ

は大小に仕切られ、定期入れやペンが整理できる。

・パラフィン防水加工済み。
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に各一つ。内側にも大きく二つ小さく三つと、量もサ

イズも豊富。書類や本を放り込み、どれだけ重くなっ

ても特厚7ミリのフエルト付きの肩当（全モデル共通）が、

あなたの肩をやさしく守る。・パラフィン防水加工済み

No.02-0142  23,100円（税込）

フィールド ニュー ショルダー（Ｓ）     

size:300×220×90mm 約650g   色 :ベージュまたは黒

B5サイズが入る小さめのショルダーバッグ。男女を問

わず使いやすい大きさ。作りはＭサイズと同様で、丈

夫かつ機能的。

・パラフィン防水加工済み／予備の開閉ベルト付き

No.01-0114  35,200円（税込）

フラットブリーフケース     

size:420×300×110mm 約1370g   色 :ベージュまたは黒

B4サイズが入り、内側に多機能ポケットがある。ファ

スナーは丈夫で使いやすいＹＫＫの最高級ＳＧＷＨを

使用。取り外し可能なショルダーベルト付きで出張バ

ックとしても。 ・パラフィン防水加工済み

No.04-0468  23,100円（税込）

ワークトート（Ｓ）     

size:330×270×160mm 約760g   色 :ベージュまたは黒

女性にも持ちやすい、普段使いに適した大きさ。作り

はＭサイズと同様で頑丈。ポケットも外側に3つ、内

側に大小合わせて5つ。小ぶりながら荷物がたくさん

入る。 ・パラフィン防水加工済み。

No.02-0143  25,300円（税込）

フィールド ニュー ショルダー（Ｍ）     

size:370×270×110mm 約750g  

No.04-0425  25,300円（税込）

小売価格

20,000円
小売価格

23,000円

小売価格

21,000円
小売価格

32,000円

小売価格

21,000円

小売価格

23,000円

小売価格

23,000円

size:330×330×160mm 約840g  

色 :ベージュまたは黒

A4サイズが入るショルダーバッグ。牛革の肩掛け

ベルトは長さが調節できる。本体の前側と後側に

ポケットが付き、内側にも細かく仕切られたミニ

ポケットがある。

・パラフィン防水加工済み／予備の開閉ベルト付き

ワークトート（Ｍ）     

色 :ベージュまたは黒

持ち手のグリップを牛革で強く、持ちやすく加工。本

体との接合部は内側から鋲留めし、さらに鋲の根本を

牛革で補強した。ポケットは外側に3つ。内側の5つ

は大小に仕切られ、定期入れやペンが整理できる。

・パラフィン防水加工済み。
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180㎜

53

200㎜

110㎜

145㎜

折りたたむと
ポケットに入ります

折りたたむと
ポケットに入ります
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〈小売〉

116-0013

東京都荒川区西日暮里3-14-14
Tel・Fax 03-3823-7441

info@yanakamatsunoya.jp
http://www.yanakamatsunoya.jp/
Instagram @ yanaka_matsunoya

103-0002

Tel 03-3661-8718  Fax 03-3661-1015

info@matsunoya.jp
https://matsunoya.jp
Instagram @ matsunoyatokyo

東京都中央区日本橋馬喰町1-11-8

〈卸売専門〉

ホームページもぜひご覧下さい！

ホームページでは、最新のカタログ
と同じ内容を見ることができる他、
カタログには掲載されていない新商
品や、最新の入荷情報を随時更新し
ています｡
カタログと合わせてご利用下さい。

https://matsunoya.jp

2022.9
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