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　この古ぼけたトランクは、私の祖父のものです。
と言っても私の産まれる20年近く前に他界していますので、祖父がトランクを持って
いる姿など知る由もありません。ただ、父や叔母が語る祖父は、このトランクを持っ
て満州へ渡り、貿易商になることに憧れていた遠い日の青年実業家でした。
　この古トランクには、祖父毋の夢、そして昭和のはじめから現在までの、父の兄弟
たちの大切な思い出が詰まっています。

人生の旅へ 〜

このカタログの項を進めると、あなたが心の中で思い描いているトランクが見えてきます。
ところどころに下のような質問がありますので、質問に答えてあなただけの、世界に一つだけの、トランクのイメー
ジを作って下さい。

Question � : どのようなビジネスシーンで活躍するトランクを探していますか？

www.fm21.com
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「鞄の傷」

「そろそろ把手の交換時期だな」
仕事から帰り、ソファーに鞄を置いた。
もう30年近く毎日のように仕事へ連出している鞄だ。
数年前に鍵が壊れて修理に出したくらいで、他はまだガタつきもない。

「明日、ケンちゃんが子供連れて来るって」
ダイニングで食事の準備をしている妻がそう告げた。
「この鞄を作ってすぐ、健太が玄関先の階段をこの鞄を抱えたまま落ちた時は
ビックリだったなあ。鞄が下敷きになったから怪我も大した事なくて、
おかげで鞄は傷だらけだったけど、その傷も今じゃほとんど分らないもんな」

アメ色に焼けた鞄を見ていると色々な思い出がよみがえる。
外回りでついた雨のシミもワインをこぼしたあとも、もうどこだか分らない。
独立したての頃、ちょっと背伸びをして作ったこの鞄も、
会社の成長とともに貫禄がついてきた。

「30年かあ。あの時の健太と健太の子供が同じ年頃なんだもんな」

「お互い、まだまだ現役だな」
そう鞄につぶやいた。

匠乃トランク　　　　　

匠乃固鞄カタログ Vol-8
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いざ、ビジネスの舞台へ！

www.fm21.com

商船三井ビルディング（大正11年：神戸市中央区）
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豊
　岡兵庫県北部、円山川が日本海へそそぎ　　　　　　　　　　　　

コウノトリが舞う豊岡地方。この地には　　　　　　　　　　　

奈良時代から続き江戸時代にかけて発展した　　　　　　　　　　　

杞柳産業を基盤に、柳行李〜ファイバー鞄と、時代とともに鞄産業が発展

していき、昭和１０年頃には当地の主産業となりました。　　　　　　　

大戦後は、牛皮、塩化ビニール、合成皮革と、新しい技術とともに素材、　

製造機械ともに進化し、鞄のみならず各種容器、輸送容器など、日本経済

の高度成長を支える重要な役割を担いました。　　　　　　　　　　　

　　現代においても国内を代表する鞄生産地として、素材開発、デザイン

開発、異業種との交流による新製品開発など、その進化はとどまるところ

がありません。　

豊岡市役所
市域の約８割を森林が占め、山陰海岸、神鍋のスキー
場、城崎温泉を擁し、コウノトリが舞う風光明媚な街で
す。人口約9万人

豊岡駅
JRと北近畿タンゴ鉄道の玄関口。大阪から特急で2時間
半。のどかな田園風景に到着です

観光

古くから湯治の湯として知られる城崎温泉をはじめ、世界
ジオパークに認定された「山陰海岸ジオパーク」の見どこ
ろの一つである竹野海岸、秋はまつり見物、神鍋高原のス
キーなど一年を通して訪れる人を楽しませます。
　また、城下町出石の蕎麦、冬の味覚松葉ガニをはじめと
する日本海の新鮮な海の幸、但馬ビーフなど、鞄産業とと
もに日本を代表する食の文化も豊かです。

www.fm21.com

但馬地方の朝焼け

産地
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『父のトランク』　オルハン・パムク著　ノーベル文学賞受賞講演

父のトランク

　亡くなる二年前に、父は自分の書いたものや、メモや、ノートの詰まった小さなトランク
をわたしのところに持ってきました。いつものふざけた、皮肉な調子で、後で、つまり自分の
死後、それらを読んで欲しいとあっさり言いました。

「ちょっと見てくれ」とやや恥ずかしそうに、「何か役にたちそうなものがあるかもしれない、
その中に。もしかしたら死後、お前が選んで出版しても」と。

　わたしたちはわたしの仕事場で、本の間にいました。
　父は、彼を苦しめる特別な重荷から救われたがっているかのように、トランクをどこに置こ
うかと、わたしの仕事場を見回していました。それから手に持っていたものを目立たない片隅
に、そっと置きました。
　ともに気恥ずかしく感じていたこの忘れ難い瞬間が終わるや否や、二人ともいつもの自分
たちに戻り、人生を軽く受け取る、ふざけた、皮肉な人間に戻って、ほっとしました。
いつものようにいろいろなことを、人生やら、尽きることのないトルコの政治問題やら、たいて
いは失敗に終わった父の仕事のことなどを、あまり深刻にならずに話しました。

　父が帰った後で、わたしはトランクの周りを何度か行ったりきたりしましたが、トランクには
手を触れなかったのを覚えています。
　小さな、黒い革のトランクを、その錠を、丸っこい角を、はるか子どもの頃から知っていまし
た。父は、短い旅行に出かける時とか、時には家から仕事場に何かを運ぶ時、それを持ってい
きました。子どもの頃、この小さなトランクを開けて、旅行から戻った父の品物をかき混ぜて、
中から出てくるオーデコロンや外国の匂いが気に入ったのを思い出します。
　このトランクは、わたしにとって、過ぎ去った過去や、子ども時代の思い出の多くがこもって
いる、よく知っている、魅力ある品物でしたが、そのときはそれに触れることさえできませんで
した。

どうしてか？　
もちろんのこと、それはトランクの中にある、隠された、神秘的な重さゆえです。
今、この重さについて話そうと思います。・・・・

　
2007年株式会社藤原書店発行　和久井路子訳

匠乃固鞄カタログ Vol-8
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匠
豊岡には、たくさんの鞄職人がいます。それぞれが専門の分野を　

担当し、長い年月、同じ作業を黙々と続けています。金具の研磨、

メッキ、鞄の縫製、内装の縫製、皮革の縫製、木枠の製造、焼印押印など、

それらの職人が揃ってはじめて鞄が出来上がります。　　　　　　　　

　　　　一人の熟練職人がいても鞄は出来ません、豊岡全体で大きな　

一つの鞄工場なのです。そして、それぞれの職人が日々研鑽し、失敗を　

重ねた大きな時間の上に、今の豊岡鞄｢匠乃革トランク」が産まれます。

工場
工場の一角、大きな蔵の隣にあるほこら。

作業の安全、鞄産業の繁栄、そして作られた鞄を使う人々
が幸せになるよう、願いをこめます。

今生天皇の御外遊用トランクと
製作に携わった職人衆

機械
革を鋤くための機械

長年使い込まれ、よく手入れされた機械
は、職人の手先に忠実に反応する。
これも一人前の職人なのである。

作業
道具、目、耳、手先の感触と職人の感。
これらを駆使して作業が進められる。
そこにあるのは「最高の作業をする」という
職人であるがゆえの魂。

生産
   現場

www.fm21.com

三笠宮殿下のシルクハットケー
スと松本幸四郎様衣装ケース

SONY盛田社長が一緒に海外
を飛び回られていたトランク
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大人の工場見学

木工部門で作られたアタッシュケースに使
われる木枠。これから革と縫い合わされ、金
具を取付けて内装の仕上げに進みます。

手縫い部分に糸を通す穴をあけているとこ
ろ。後ろに見える白い紙は、パーツの取付け
位置を合わせるための型紙。

50年くらい使われている木枠と革を一緒
に縫い上げるドイツ製ミシン。国内でこのミ
シンの保有はここの工場だけとのこと。

こちらは内装など布地の縫製部門。うしろ
のケースには様々な色や種類の糸が揃えら
れています。

ジュラルミンや大型ケースの鋲打をするマ
シン。一度に４本の鋲を打ち込めます。

取付ける革パーツの下処理作業。縫製時に
ズレが生じないように両面テープをつけて
います。

60項目が書かれた「確認書」
工程ごとに確認を行ない、仕様ミスや不良
品の発生を防ぎます。

糊付けをしているところです。ムラなく均等
に、手早く進められます。

革は一度穴が開いてしまうと縫い直しが出
来ません。一針ひと針慎重に、確実に両方
向から針を入れていきます。

匠乃固鞄カタログ Vol-8
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工
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上：木工所作業風景　右：完成
した木枠

工程１　
本体木枠の製作

本体皮革の手配（革の鞣し業者へ）
と同時に、本体木枠の製作が始まり
ます。使用する木材は変形をなくす
ためによく乾燥させたものを使用し
ます。箱の外側ふちは皮革の厚みく
らい鋤かれます。これは上に重なる
革の端が反り返らないようにするた
めです。目的に合わせて軽い桐枠、
頑丈な合板が使い分けされます。

上：革の裁断作業風景　
右：出来上がったばかりの白ヌメ革

工程 2　
皮革の完成と裁断

本体皮革に白ヌメ革を使用する場合、
注文を受けてから、皮から革へ加工
します。白ヌメ革は完成直後から日
焼けが始まるので、作り置きが出来
ないためです。
到着した革は、まずパーツごとに裁
断されていきます。裁断は油圧式の
大きな裁断機と抜き型を使い、一つ
ずつ革の表情を見ながら職人が抜い
ていきます。別注でパーツの形が変
わる場合は、抜き型もパーツごとに
作られます。

上：面取り　中：筋目付け　下：目打ち

工程 3　
皮革パーツの製作

パーツごとに分けられた皮革
は、ひとつずつ完成したパー
ツへ仕上げられます。
まず再断面がきれいに面取り
され、コテで筋目が入れられ
ます。手縫いされる部分へは、
等間隔で穴を開けるノミで目
打ちされていきます。

上下：曲線
のある鞄のフタ部分の木枠と革の縫付け

工程 4
木枠と革の縫製

このミシンは、木枠と革
を縫付けるドイツ生まれ
の強力なミシンです。
針の部分だけ飛び出てい
るので曲線や細いところ
まで針が入ります。
1960 年代に導入されて
それまで鋲留めされてい
たものを縫えるようにな
りました。

www.fm21.com
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上：木工所作業風景　右：完成
した木枠

工程１　
本体木枠の製作

本体皮革の手配（革の鞣し業者へ）
と同時に、本体木枠の製作が始まり
ます。使用する木材は変形をなくす
ためによく乾燥させたものを使用し
ます。箱の外側ふちは皮革の厚みく
らい鋤かれます。これは上に重なる
革の端が反り返らないようにするた
めです。目的に合わせて軽い桐枠、
頑丈な合板が使い分けされます。

上：革の裁断作業風景　
右：出来上がったばかりの白ヌメ革

工程 2　
皮革の完成と裁断

本体皮革に白ヌメ革を使用する場合、
注文を受けてから、皮から革へ加工
します。白ヌメ革は完成直後から日
焼けが始まるので、作り置きが出来
ないためです。
到着した革は、まずパーツごとに裁
断されていきます。裁断は油圧式の
大きな裁断機と抜き型を使い、一つ
ずつ革の表情を見ながら職人が抜い
ていきます。別注でパーツの形が変
わる場合は、抜き型もパーツごとに
作られます。

上：面取り　中：筋目付け　下：目打ち

工程 3　
皮革パーツの製作

パーツごとに分けられた皮革
は、ひとつずつ完成したパー
ツへ仕上げられます。
まず再断面がきれいに面取り
され、コテで筋目が入れられ
ます。手縫いされる部分へは、
等間隔で穴を開けるノミで目
打ちされていきます。

上下：曲線
のある鞄のフタ部分の木枠と革の縫付け

工程 4
木枠と革の縫製

このミシンは、木枠と革
を縫付けるドイツ生まれ
の強力なミシンです。
針の部分だけ飛び出てい
るので曲線や細いところ
まで針が入ります。
1960 年代に導入されて
それまで鋲留めされてい
たものを縫えるようにな
りました。

次ページへつづく　⇨
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上：縫う前に革パーツ
の目抜きした部分を本
体木枠にもドリルで穴
開けします。
左：１本縫い。先に等
間隔開けた穴に、１針
１針糸を通します。

工程 5
手縫い

革は一度穴を開けると、そのまま
穴として残ります。このため針で
糸を通す前に、等間隔で穴をあけ
てその穴を縫っていきます。
本体の木枠も、力加減で割れる場
合があるため、作業は慎重です。
鞄の糸目の１つ１つに、職人の心
が込められていきます。

上：内装は端の隅々まで細
かく張込まれていきます。
右：内装を待つ行列

工程 6
内　装

本体外側の作業が終わると、いよい
よ仕上げが近づいてきます。
金具の取付がすむと、内装が隅々ま
できれいに貼られ、最後の仕上げと
検品が行われます。

仕上げと検品中

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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工場で完成したトランクは、工場での検品作業を終えると匠乃トランクへ届けられます。
匠乃トランクでは、

１）作成した仕様書と差異がないか？
２）必要な補強や付属品が取付けられているか？
３）傷や金具の不良が無いか？

などの最終確認を行ない、完成写真を撮影した後、納品書及保証書と注意事項のメモ、お客
様が検品しやすいよう仕様書を同梱し、運送便にてお客様の元へ届けられます。

数十通のメールの往復で出来上がった世界に一つのトランクの出荷は、私にとっても子ども
の旅立ちを見送る心境です。
そして早ければ翌日、数ヶ月の間楽しみにお待ちいただきましたオーナーの元に届きます。

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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内部の
　 構造

上から2mm厚のヌメ革、白いのが
2mm厚のボール芯、桐の木枠。
それぞれ木枠と革、ボール芯と革は重ね
て一緒に縫い合わされます。

木枠のパーツ。豊岡鞄アタッシュケース・
クラシックのもの。
右が本体、左がフタ部分に切り分けられ
ています。棒状の物は陰胴という密閉性
を高め、フタのズレを防ぎ開口部分まわ
りの段差になるもの。

木枠に革を貼り、金具を取付けた状態。
この後、内装作業をして仕上がります。

Trunk トランクは元々の意味が「木の幹」を表す言葉で、昔々は食料の
貯蔵用などで、適当な長さに切った木の幹の内部をくり抜いて使われて
いました。文明の発達により鉄製の道具が登場すると箱状に作られるよ
うになり、19世紀に入り人々の移動が増えるにつれ馬車や客船での旅、
自動車での旅にあうよう使い易く改良されてきました。
　現代では軽く丈夫にということで、化学素材や軽金属（ポリカーボネ
イトやジュラルミンなど）が一般的ですが、匠乃トランクでは、往年の素
材や技法を生かしたトランクを紹介しています。

　匠乃トランクで作られる物は、木枠と革、もしくはボール芯と革の組合せが中心です。
どちらもそれぞれに素材の特徴があり、使用する状況や目的に応じて、最適な素材を提
案しています。ビジネス用途では特に木枠を使ったアタッシュケースが主流です。

素材の特徴

ボール芯：柔軟性があり、多少内容物がかさばっても本体が歪んでフタを閉められる。
　　　　　 長時間重たい物を乗せたり、濡れたまま形を整えなかったりした場合、変形
　　　　　 しやすい。
木　枠　：形状が定まっており、変形させてはいけないもの（書類など）や精密機器、
　　　　　 楽器などを保護することが出来る。
　　　　　 形状が定まっているため（つまり固い）、内容物が少しでも多いとフタが閉ま
　　　　　 らない。

以上のような特徴があるため、旅行用途のものにはボール芯、ビジネス用のアタッシュケ
ースには木枠が使われることが多いです。
特殊用途のものは大型の物が多いため、剛性を高める目的で木枠が多用されています。

　製法自体は、ボール芯も木枠も革と一緒に縫い込まれますので強度は高くなります。
重量については若干木枠の方が重たくなる傾向がありますが、革の厚みを1.5mm程に薄
く鋤いたり、木枠の場合板の中心部分を抜いたりすると軽量化出来ます（その分、強度は
落ちます）。
　素材を選ぶ場合は、使用目的、使用環境を考慮の上お選びいただけます。

左）桐枠の拡大
枠の辺に沿って段差が付けられています。
これは角に付けられる革補強が浮いて引
っ掛らないよう革が重なる部分につけら
れています。
右上）フタと本体の合わせ部分。内側に
飛出しているのが陰胴。陰胴含めて全体
が1枚の革で捲かれるので、密閉性が高
まります。
右下）陰胴部分。陰胴の一つ一つも面取
りされ、部分的に鋤かれ段差が付けられ
ます。

03 .2
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Travel 旅するトランク

　木 枠　ボール芯

Business 仕事を助けるトランク

　木 枠　ボール芯

04

Specisl
       &
    Display

旅を念頭に、衣服や旅の道具を入
れることを主な目的として作られた
トランク

Travelカタログ参照

仕事の道具、書類やPCを入れること
を主な目的として作られたケース

車載のため、趣味の道具入れ、音楽
の道具、旅先へ運ぶ箪笥など特別な
用途のために作られたトランク

Special & Display
　カタログ参照

Special 人生の旅へ出るトランク

Travel
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04 .1
Business Gear

道
　具

Type-A

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			Type-A

価　格　		231,000〜（税込み）

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 素あげ白ヌメ革・他カラー可能
　　　　		(写真のものは日焼けしています）

サイズ	 外寸450（W）-350（H）-120（D）以内
重　量　		約2kg+（仕様により増加します）

仕　様	 ・ドイツ製プッシュ錠
　　　　		・真鍮製金具
　　　　		
内部仕様		・フタ内側ポケット
　　　　		・オリジナル焼印タグ

付　属　		・キーホルダー

『匠乃トランク』で一番最初に手掛けた
モデルです。
ドイツ製のプッシュ錠を使用しているた
め、大変シンプルな外観になります。
内装も自由に変更出来、またショルダー
を付けたり、両開きにしたりとデザイン
の自由度が高いです。
写真の物は素上げの白ヌメ革で、製作後
�年半程経ってからの写真のため日焼けし
ていますが、いずれはきれいなアメ色に成
長していきます。
ビジネス用途で人気を二分する基本的な
モデルです。

素あげヌメ革モデル。一切の着色をしていないので、表面には血管の痕や
生体時の傷が出ます。
日焼けしてツヤが出て来て、やがてそれが唯一無二の表情となります。

基本モデルの内装はいたってシン
プル。
蓋の内側のポケットが付き、PC用に
クッションを入れたり、荷物押さえ
を付けたり、中仕切を付けたりと自
由にアレンジ可能です。

上）ご希望のロゴや字体でオ
リジナルの焼印を作り、革タグ
に焼き押しします。
下）ドイツ製のプッシュ式錠前
この錠前が表面にほとんど装
飾の出ないシンプルなデザイ
ンを可能にしました。

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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Hamabe-model 
京都三条の代理店、バッグセレクトショップ『無
二』様よりご注文頂きました。
使用皮革はブライドルレザーのネイビー指定とい
う事で、無二様で皮革の手配を行なって頂いたも
のです。
内部は２つのポケットと携帯電話用ポケット、キー
ホルダー留めがつきます。
焼印タグには「さりげなく座り、振り返っているネ
コ」の柄が焼押ししてあります。

お世話になります。
先日ご無理を言ってブライドルレザーでトランクを御願い致しましたHです。
その節は無二の大岸店長、社長さんをはじめ、大変お世話になりました。

お受け取り致しましたトランクは本当に感激で、実はまだ外では使ってないのですが、ブラッシングをしながらお酒を飲んでしまいます。
御願いしたポケットの採寸、カラー等本当に想像以上の仕上がりで、これから一生大切にしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

今回御願いしたいカタログ等は、仕事上キャリーケースを使用する機会が多いことや、トランクの感動を両親や大切な人にもと思い、トランク以外で御願い出来るよう
なものがもしあれば、と思いでお問い合わせを致しました。
トランクだけということでしたら結構ですので、他にも可能なのでしたら実例や料金などお教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

鳥取の女性の方からご注文頂いたトランク
です。
書類などを入れられるという事で、本体内部
はシンプルに、フタの内側のポケットだけ付
けました。フタ留めの革ベルトはホックで取
外し出来、フタをいっぱいに開けられます。
特徴的なのは左写真のフタ外側に付けられ
たループ。「花のコサージュをつけたいので」
と女性らしいご依頼でした。

Sasaki-model 

ご依頼時に頂いたメールです〜
私も作って頂こうと思いメールしました。勿論価格も知りたいです。
トランクは通勤に使いたいと思っています。
以前はブランド品に拘っていましたが・・・。誰も持っていない物をとの気持ちになってきました。
数年前は香港で鞄を作ってきました。しかし、私は日本人です。日本の職人さんが作った逸品の鞄が欲しいです。
私は身長が148ｃｍしか有りません。あまり大きく、厚いトランクはおかしいと思っています。トランクの革の色にも拘りたいのですが・・・。
パソコン・筆記用具（筆箱）携帯・A4のクリアファイル・A4の本が２冊程度必ず入れたいのですが・・・。
トランクなのですが、外側にファスナーを付けポケットが欲しいです。
取っ手の取り付けは金具を使わずに縫いでお願いしたいのです･･･等々色 と々拘り作成して頂きたいのですが･･･。
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04 .1 Business Gear
Haraguchi-model 

ジュエリーケースのメーカーよりご依
頼頂いたケースです。
「ダイヤなどの高級品の営業用に」
ということで、内側にセコムセキュリ
ティー発信器を入れる部分があります
（写真右の内部右側）。
内装は高級感溢れるベルベット風素
材です。

理想のトランクの絵を描いてみよう！
角の革当てはどんなデザインにしよう？ベルトは付ける？鍵はどんな鍵？把手はどんな感じ？色も塗ってみる？

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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Tani-model 
ガルウィング（両開き）トラ
ンク第一号です。
出張用身の回り品と仕事
道具を分けたいとのご希望
でお作りしました。片側は
90度、もう片方が30度開
きます。中の仕切も固定せ
ず、内容量に応じて移動し
ます。

Type-A / modify

Chiba-model 

こちらもガルウィング（両開
き）トランクです。
左が最初に頂いたメールで
す。写真で外にポケットがあ
るのが30度開く側です。

内装生地をご自身で手配さ
れました。完成後も「PCを
留めるナイロンのベルトが滑
る」ためベルトに革を縫付
けたり、底の角が擦れてき
たので補強をしたりと、
存分に活躍している様が目
に浮かびます。
中身を入れるとかなり重
たいのですが、柔道四段
とのことで頼もしいかぎり
です。

トランクまたはアタッシュを製作してもらおうと考えています。
ホームページ上よりもう少し詳しく概要を教えてほしいと思います。
役員秘書をしているため、日常パソコンや重い書類など、小物を含めていろいろ運んでいます。使いやすく効率
よく詰め込める鞄を希望しています。
　
荷物は主に下記のようなものが入っています。
・パソコン（Ａ４とＢ５の中間サイズで厚み３ｃｍ重量２ｋｇ程度
・モバイル用周辺機器（通信カード、メモリー類、小型マウス等）
・資料等（本なども運ぶため結構嵩張ります）
・システム手帳
・キーケース、小銭入れ、名刺入れ
・携行薬品（点鼻薬、リップクリーム、目薬、胃腸薬等）
・その他諸 （々新札、封筒、筆書きペン、万年筆、赤ペン、カード類）

といった感じでけっこう重量はあるかと思います。
いつも動き回っていますので、必要なものは結局鞄に入れて常時持ち運ぶことになってしまいました。

シンプルに頑丈で持ち運びやすいものが欲しいと思っています。今使用しているものが壊れてしまいましたの
で、今回の決断に至りました。
イメージとしてはトランクＡタイプを両開きにして、片面にポケット（YAMAMOTO MODELを付けるとよさ
そうな感じです。
蓋内部のポケットはSHINOHARA　MODELの小物を収納しやすいものを付けたいところです。
ショルダーとして使用することは私の流儀としてはありませんので、シンプルに外観は整えたいと思います。
ポケットのフラップは大きくないものがいいですね。
イメージが膨らんできましたが、これから話を進めていくのが楽しみになってきました。

04 .2Type-A 改造モデル
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Utunomiya-model Type-A / modify

ガルウィング（両開き）トランク

京都の代理店からのお客様で、

内装の中仕切板でお手持ちのガ

ジェットひとつひとつを収納でき

るようにサイズを測り、それぞれ

の専用ポケットとなっています。

外装は牛ヌメ素あげ無着色で、

内装は疑似スウェード生地。

「一生涯使うので、時間掛かっ

てでも良いものを」と、納期が

1月半遅れましたがおとがめもな

く納めさせていただきました。

04 .2Type-A 改造モデル

右上）こちら
は 30 度 の 開
口で、ホック
を外せば全開
できます。中
には仕切りも
何もなく、大
きなポケットと
して使います。

右中）仕切り
板の片面はシ
ンプルに２ポ
ケット

右 下 ） 中 仕
切板を取り付
けた状態。こ
ちらの面には
携帯などのガ
ジェット機器
専用ポケット
があります。

90 度開口面。フタの内側に大きな書類ポケットがあ
ります。奥についているホックは中仕切板取付用ホッ
クで、内容量で上下二段位置を選べます。
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Type-B

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			Type-B

価　格　		252,000〜（税込み）

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 素あげ白ヌメ革（写真）
　　　　		色のご希望があればお申し付け下さい
　　　　		黒、茶色、チョコレートなど

サイズ	 外寸450（W）-350（H）-120（D）以内
重　量　		約2kg+（仕様により増加します）

仕　様	 ・スイス製amietダイヤル錠２個
　　　　		・真鍮製金具
　　　　		
内部仕様		・フタ内側ポケット
　　　　		・オリジナル焼印タグ縫付け

　現在、ビジネス用で一番人気の高いモデル
です。本体周りは額縁のように補強用の角革
が付き八方の角にも補強革。
錠前はスイス製amietのダイヤル錠で、定番
モデルの錠前ですので、後々修理が必要に
なっても安心です。

　写真は基本モデルの外装と内装です。
基本を元に、様々な仕様の追加や変更が
可能です。

基本モデルの内装はいたってシン
プル。
蓋の内側のポケットが付き、PC用に
クッションを入れたり、荷物押さえ
を付けたり、中仕切を付けたりと自
由にアレンジ可能です。
クッションを入れる場合は、本体内
部の４つの壁面と底の５面にウレタ
ンを仕込みます。

上）ご希望のロゴや字体でオリジナ
ルの焼印を作り、革タグに焼き押し
します。
下）錠前は基本的にスイス製
amiet社の物を使用します。これは
伝統的な古いメーカーの定番モデル
なので、後々に交換が必要になった
場合、手配しやすいためです。
トランクのサイズにより錠前の大き
さも変わり、場合によってダイヤル
錠が使えない場合はキー解錠式の
物になります。

角革や八方の形状を変えるだけでトランクの表情が変わります。上の物をベー
スに、ご希望がありましたらお申し付け下さい。
また、軽量化を希望される場合、皮革の厚みを薄くしたり、木枠の中心に穴を
開けたり、強度を保ちながら変更いたします。

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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04 .3 Business Gear
Type-B

外装は素あげ牛ヌメ革のナチュラル
カラーです。内装は真っ赤な生地に
三本の荷物押さえベルトというシン
プルなつくりです。
　実は、発注ミスで白く染めた皮革
で出来上がってしまいました。その
ため、再製作でさらに二ヶ月ほどお
待ちいただきました。

Nishio-model 

「初めまして。私は日常的に本革アタッシェを使用しています。この15 年間で三つ目で　すべてイタリア
Barantani 社の型番 B21061を愛用しています。しかし国内唯一の取扱い店であった銀座の銀盛堂が
数年間に閉店したため、国内での入手が困難になってしまいました。個人輸入に対応してくれる海外の
バッグ店もみつかりません。仕事上 A3 サイズの書類を収納する必要があり、毎日用いるのでこれより
厚みのあるバッグは持ち歩けません。しかし国内での既成品に上記サイズのものがないためオーダーを
受け入れてくれる製造者を探していました」このようなお問合せをいただきお作りしました。

外装は牛ヌメ革のブラック/ブラウンのコンビ
です。内装はピッグスウェードで、それまでお
使いのアタッシュケースのデザインを踏襲してい
ます。

Spring field Lab.-model 

昨夜トランクを拝受しました。今朝、
お天道様のしたで色など確認したところ
です。
やはりヌメ革ですね。
好みの問題でしょうが私は真っ白な革は
苦手です。
トランクのできには納得しています。
制作していただき感謝申し上げます。
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Matsuo-model 

九州佐賀から出張途中にお立寄り下さいました。内部の仕様に特にこだわった逸品です。
出張で使用するという事で、身の回り品と区切る仕切板があり、不要時には折り畳んで収納出来ます（写真左→写真右）。写真中は
仕切板の内部で、３つのスペースに仕切られるようになっており、マジックテープで位置を自由に変えられます。
仕切板の表面にはゴムのベルトが２本あり、書類を留めるために使用します。

門田　様
トランク届きました。精度の高い技術に感嘆しました。
いざ実物を見ますと、若干、幅が大きかったかなと感じましたが、「大は小を兼ねる」でその分長い旅行にも活用できるなと思っております。
今から大事に活用していきたいと思います。白ムクの変化にも期待したいです。今回はありがとうございました。

トランクが到着しました。
中仕切りも着きました。

思っていたより、ゴツい感
じです。
大変気に入っております。
ありがとうございました。

私も、多少革で物を作った
りしますので、技術の高さ
に感服しております。
今度はどのように作る
のか、興味が湧いてきま
した。

Murata-model 
奈良御坊市よりご来社下さいました。
ご自身が革で物作りもされているそうで、タグにオリジナルのロ
ゴを焼き押ししてあります

Igarashi-model 
素晴らしいと言うのが適切なのか、とにかく、言葉が見つかりません。
感激しました。

留守中、妻に荷を解いてもらい、写メールを受け取ってはいましたが・・・
実物はそんなものではありませんでした。
カタログからでは想像もつかない御品物に、しばらく見入ってしまいました。
誰もが知っているブランド品とは、全く違う域の物。
自画自賛のお恥ずかしい物言いですが、ここは率直に申して、自分も「これだ

けのモノ」を持てるようになったのだなと
いう、自分のこれまでの歩みに誇りさえ感
じさせてくれます(笑。
この心の潤いは、是非大切にして参り
ます。

本当に有り難うございました。
またお世話になることがあるかと存じ
ます。
その際にはまた宜しくお願い致します。

以上、御礼とご連絡まで。

千葉県　Y.I

Type-B 改造モデル
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Kakimi-model 

外観はそのままType-Bで、サイズとフタ内側のポケットを変え
てあります。本体内はいたってシンプル。
実はこのモデルをお作りしたとき、外寸と内寸を間違って製作
してしまい、完成後にもう一度３ヶ月お時間頂き、新たに作り直
しをしました。
多少の修正はありますが、完全に作り直ししたのは後にも先に
もこの１本のみ。そんな意味で記念のモデルです。

Type-B / modify Takeda-model 

輸入物のアタッシュケースを使われていて、破損時に修理が出
来ないと言われたため、「壊れたら修理出来ますか？」とのお
問い合わせをいただき、お作りさせて頂きました。
以前使っていた物と同じようなポケットで、ということでお作りし
たポケットです。

Shinohara-model 

このフタ内側のポケットは、元々他ブランド用のポケットを流用
して製作しています。基本ベースのポケットモデルとして革を打
ち抜く金型やポケットを作るさい必要となる紙型を保管してあ
るので、全くオリジナルで作成するより紙型代や金型代の分、
節約出来ます。
Shinohara様の場合、ポケットの変更の他にショルダーも付
けられました。２年程経ち、「ショルダーは余り使わないし、ポ
ケットがかさ張り荷物が余り入らないので」ということで、ポケ
ットを外し、ショルダーストラップ留めも取り外しました。

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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Komatsu-model

イタリアのヌメ革を使用し、情熱的な色合いのトランクをお作りしました。センターロックも付いています。
門田さま
無事届きました。なかなか、斬新な色合いでいいですね。
使うの友人評価等楽しみです。また、何かありましたらよろしくお願いします。

門田様
 本日品物が届きました。期待していた通りの出来上がりでとても満足しています。
こういう技術はずっと残しておきたいですね。職人の方にもよろしくお伝えください。
これから毎日使わせていただきます。ありがとうございました。

Suda-model 
Type-Bをベースに以下の仕様変更を

ご希望でした。

１．取っ手を金芯把手Aまたは B

　　に変更。

２．角革当てを薄いものにしてあまり

　　角革当てが目立たないように

３．内扉をオーダーポケット3 へ

以上で完成したモデルです。

Type-B 改造モデル
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04 .4 Business Gear

　お昼頃電話を頂き、敦賀より列車に飛び乗ってご来社下さいました。

特徴は、表面につけられたポケットです。ベルトの付け方やサイズにも細かく指示を

頂きました。内装は明るいグリーン、大きなポケットとカードポケットがつきます。

　タグには複葉機の柄と作成年月日、お名前焼き押しされています。

Yamaguchi-model 

ヌメ革の特徴

ヌメ革は植物性のタンニン（渋）で鞣された皮で、固く丈夫です。内部に脂分が残るため、使い込むほどに表面に脂分が出て艶がよ
くなります。人間の皮膚のように日焼けするため、経年変化で飴色に変わります。染色されたものも、徐々に染料が落ちるため、やが
て（30年とか50年とか）経つと、飴色に変わってきます。
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04 .4Type-C オリジナルモデル

Nakagami-model 
お問い合せ時のメール〜

「中型のトランクは、持ち手が抜けませんか？本を詰め込みますの
で、相当な重量になります。
ちなみに、わたしのタナー・クロールは鉄板が上蓋に渡してありま
す。また、持ち手は丸みがほしいです。タナー・クロールを使っていま
すので、同様の持ち手が良いです。
そして、内装は付属品は一切不要です。ただ、開けたときに開けたま
ま、内部を整理できるよう、左右にアームを付けてほしいです。
最後に、色は黒でお願いします。」

以上のご依頼でお作りしました。
外観の角革はエルメス風にということで、他のType-Bと違っていま
す。お分かりになりますか？
とにかく「本を詰め込みますので、頑丈に」ということでしたので、
把手のついている面には、中に鉄板の補強材が入っております。
把手は、重さがかかっても負担が少ないようなデザインの物で、把手
を留める金具はアンティックなイメージのものをご希望で、左写真の
金具となりました。
本を入れた時の重量が約15kgとのことで、このトランクの耐荷重は
30kgを想定して作ってあります。

「本当に箱に徹し、虚飾を徹底的に排除したものがほしいのです。
最低で30年（出来れば、是非とも子々 孫々）使うものですから。」

とのことで内部は至ってシンプル、内装はピッグスウェードです。布
生地より強いですが若干重たくなります。

旅の風景

イギリスの田舎町で通りかかった
クラシックカーのフェスティバル

どの車も綺麗に磨かれ
光り輝いています

「やあ、一年ぶり」

そんな感じで年に一度のお披露目会
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04 .4 Business Gear

大変シンプルな外観のモデルです。
基本的な外観は写真上右のUedaモデルと左上のShibanoモデルで、下左の
Ohmaeモデルは角に革あてを付けています。

Ueda-model：素あげ白ヌメ革で、把手は豊岡鞄のアタッシュケースに使われ
ているものです。

Shibano-model：内装は支給下さったエクセーヌです。エクセーヌは東レの
スウェード風生地で、革と同じ位の値段がします。ポケットにこだわり、ペンを
２本挿す部分があり、ネームタグの位置もポケット端に合わせてあります。

Ohmae-model：作曲家の先生で、「A3用のファイルがピッタリ入り、出来る
だけ本体は薄くして欲しい」とのご依頼でした。外側ボディー部分にはクッシ
ョンが入っています。中はエンジ色の生地でお作りしました。
ダイヤル錠をご希望でしたが、本体の厚みが50mmだったため叶わず、左上
のShibanoモデルと同じ錠前がついています。

Ohmae-model 

Shibano-model Ueda-model 

内寸基準	450-320-50mm

内寸基準	340-240-50mm

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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04 .4Type-C オリジナルモデル

Yamamoto-model 

『匠乃トランク』初期にお作りしました。この頃はまだメールでのやり取りだけでデザイン画を書いていくのが大変で、Macのイラストレイ
ターというソフトを覚えながら、まだまだ手書きで仕様書を描いて、ファックスで確認してもらうという状態でした。
広島県からご依頼頂いたトランクで、アタッシュケースの外側にポケットが欲しいという事で、まるまるトランクと同じ位のサイズのブリーフ
ケースをフタに縫付けたようなデザインです。
内装はペイズリー柄の生地張りで１ポケット、荷物留めのベルトはクロスタイプで、中央でサイドリリースバックルで留められます。

Yoshino-model 
「気に入って長いこと使っていたドイツ製トランク。擦れて革もボロボロに
なり把手もいつ壊れるかわからない。同じものを探したがもう輸入元にも
ない。とても使い勝手が良く取引先にも評判がいいので、同じものを作っ
て欲しい。ふたの内側のポケットも使い勝手がいいので、ほぼそのまま作
って欲しい。」以上のご依頼で、横浜からお越しいただきました。

横から見るとAの型、つまり底が広がった変
形です。その上、前面背面の部分は中身が
増えた時に膨らむ、つまり堅い板が入ってい
ないのです。
早速に職人さんと打合せをして、強度を確
保しながら柔軟性を持った仕様が完成しま
した。

440-340-70〜100mm　重量1.85kg
下右端の面は中心がくり抜かれているため、大変軽く
なりました。
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04 .4 Business Gear

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																		広沢様別注革トランク

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 チョコレート色ヌメ革（写真）
サイズ	 外寸380mm-225mm-100mm

仕　様	 ・真鍮製金具
　　　　		・ショルダーストラップ付き
内部仕様		・フタ内側ポケット
　　　　		・オリジナル焼印タグ

「仕事で書類などを入れられ、アタッシェケースのように堅くないトラン
ク」をご希望でしたので、中型クラシックトランクをベースにしてデザイン
しました。

内部はゴム口のポケットのみで、外部は茶色の革に紫のステッチ。ショル
ダーをご希望でしたので、両サイドにショルダー用の金具を付けてありま
す。金具は、ショルダーベルトを外した時に隠れるようにカバー付です。

このタイプは内部がボール芯という柔軟な素材を使用していますので、
少々荷物が多くなっても、本体がたわんでフタの鍵が締まります。

2002年10月に地元の神戸新聞地域経済面に
「【地域経済】豊岡の技でこだわり鞄」として紹
介され、真っ先にお電話頂いた方のケースです。

神戸で土建業を営まれておられる方で、「毎月東
京へ出張で、その際に着替えと書類だけが入るケ
ースを作って欲しい」とのご依頼で、毎日持ち歩
き、それまでお使いの物がボロボロになったので、
「今度は棺桶まで持って行くので丈夫に」という
ことでした。

２年程で鍵のバネが壊れ修理差し上げました。
土埃が多い場所では、バネの油が無くなってしま
い鍵が壊れやすいのです。
修理が必要になれば、何時でもお声かけ下さい。

Hirosawa-model 

Horikoshi-model 

デザインはクラシック
トランクを踏襲してお
ります。

内部の仕様はフタの内
側にゴム口のポケットと
荷物留めベルトのみの
シンプルさです。

ボール芯の柔らかい感
じが出て、木枠のアタッ
シュケースとは違った雰
囲気を持っています。

www.fm21.com
匠乃固鞄カタログ Vol-8
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04 .4Type-C オリジナルモデル

パイロットケースと呼ばれるモデルで
す。右の写真のケースを持って事務
所へ来て下さいました。
「ボロボロになったので新しく作って
欲しい。学会などでPCや資料を入れ
ていく」ということで、デザインはほぼ
そのままでサイズを若干変更してお
作り致しました。
既製品がよくあるモデルなので、お
問い合せにも「既製品の方が安いで
す」とお勧めしますが、サイズのご希
望などがある場合は承ります。

Kita-model 

Type-Ruck リュック型
『匠乃トランク』として一番最初に作成したサンプル3型のうちのひと
つです。当時、MacのPowerBook G4というノートパソコンを使用
していたので、それがぴったり入るケースという事で作りました。
「木枠トランクの外ポケットは、マチが無いと手が入らない」という重
大な発見をしたのがこのモデル（笑）。
写真中に見えているフラップは、中にDリングが付けてあり、ベルトを
装着するとリュックタイプに変わります。
金具をフラップで隠す、という仕様もここから生まれてきました。
シンプルなプッシュ錠１つで施錠します。
PCのため内部には５面にクッションが入り、同じくクッション入りの
中仕切中仕切で全面保護します。
　ただ、困った事に電源アダプターまで入れると、他にかさ張る
CDなどが入れられない（フタが閉まらない）のでした。
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Question � : 「ビジネス向け鞄」をご覧頂きましたが、ご希望はどのタイプだったでしょうか？
　　　　　　また、気になった仕様（内部仕様・外部デザイン・付属のショルダーベルトなど）はありますか？

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8

04 .4 Business Gear

仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　
　　　　			匠の革トランク
																				Tomita 様別注革トランク

素　材	 外側：牛ヌメ革 / 桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 チョコレート色ヌメ革
サイズ	 460-340-150mm( 外寸 )
重さ　　		本体 3.9kg

仕　様	 ・シルバー色金具
　　　　		・ショルダーストラップ付
き
内部仕様		・フタ内側ポケット
　　　　		・オリジナル焼印タグ
　　　　			・ポケット型中仕切
　　　　			・着脱式荷物ベルト

　「退職まで壊れない頑丈なものにしてほしいです。（退職まで約

２０年）」とお仕事で使われる鞄の注文をいただきました。

列車の運転手さんで、「通勤・出張兼用。勤務が会社での泊まり

勤務なので通勤時の携行品を一式入れられる」大きさです。

　栃木からとんぼ返りで事務所へサンプルを見に来られ、「やっ

ぱりサンプルを見ないとメールだけでは分からないですね」との

こと、早く関東の方でもサンプルを見られるようにしたいです。

Tomita-model 

写真上：「外観はシンプルに」というご希望で、八方角革以外は出来るだ

け革の切れ目が出ないようデザインしました。

写真左：フタ内側に２段の大きなポケットと、その前面に文庫本が入るポ

ケット、荷物押さえベルト

は着脱式です。

写真右：１cmのマチのあ

るポケット型中仕切。着替

えなどの上にかぶせてベル

トで留めれば、仕事の道具

と分けることが出来ます。

タグ：中央に桜の花が３つ

並んでいれてあります。
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マスコミ掲載履歴  詳細な内容はウェブサイト「お客様の声と記事」ページでご覧頂けます



 �� 

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8

旅の風景〜

最後の仕事を片付けてビルを出る。
やり終えた仕事の満足感が、
ふつふつとこみ上げてきた。

通りの向こうには、
夏のパリ、遅い夕陽に照らされたエッフェル塔の姿。

次はいつこの風景に戻って来られるだろうか。

そんな事を考えていると、
無性にシャンソンが聞きたくなった。

「一杯、行きます？」

同僚の声に我にかえる。

「じゃあ、今夜はモンマルトルにしよう」

memo
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05 .1デザインの現場

これまで書かれてきた仕様書
が収められたバインダー。
様々な過去のデータを元に、ピ
ッタリの仕様を提案します。

皮革サンプルや生地サンプ
ル、金具の色がご覧頂けます。
把手は実際に握って感触を確
かめられます。

これまでお作りしてきた焼印
版です。リピートオーダーの
際、同じ焼印で製作出来ま
す。

柳行李から木枠鞄、ボール芯
鞄など様々なタイプのサンプ
ルをご覧頂けます。
内部の木枠のサンプルや半完
成品のサンプルもありますの
で、内部の構造もご理解いた
だけます。
ショウルーム入口には、大型の
90年、100年以上を経たトラン
クもありますので、経年による
変化もご確認頂けます。

『匠乃トランク』では、通常はネットでのメール
やファックス、郵送などのやりとりでお客様の
オリジナル仕様書を作っていきますが、神戸に
来ることが可能な方は、ショウルームでお話を
お聞きしています。

狭い部屋なのでご不便をおかけしますが、古いトラン
クをご覧になって何十年後の鞄の事をイメージされた
り、把手のサンプルを握って確認したり、木枠と革サ
ンプルで構造を理解することが出来ます。

遠方で来られない方でも、サンプルの皮革や内装生
地などを送り、現物として確認して頂けます。
これまでお作りした物の75％はネットだけでのご注
文ですので、心配には及びません。
分かりにくい部分は図や写真を交えて、分かりやす
く、納得出来るまでご説明いたします。
お問い合せは、PCメール、ファックス、電話などご希
望の方法で連絡ください。

匠乃トランクショウルーム
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05 .2 刻
『匠乃トランク』では、お一人お一人にオリジナ
ルの焼印版をお作りし、革タグに焼き押しをして
おります。

　基本的なデザインもありますが、ご希望によ
りオリジナルのロゴや言葉など、お好きなデザイ
ンでお作りします。
　何かの記念としてトランクを作られる場合は
日付や出来事といったように、ご要望に合わせ
自由にデザインしていただけます。

焼印版と革タグ

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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『匠乃トランク』取扱店

『匠乃トランク』は神戸のショウルーム以外で
大阪梅田 Quercus E~ma店と、京都三条の
無二 muni by Quercus の２店でもご注文い
ただけます。
　それぞれトランクサンプル、歌舞伎トランクサ
ンプルが展示してありますので、お近くへお越
しの際は、ぜひ現物に触れてみてください。

Quercus E~ma店
〒530-0001	大阪市北区梅田1-12-6	E-ma	4F																																															TEL/FAX								06-4795-7526				
																							営業時間	AM11:00〜PM9:00

無二 muni by Quercus
京都市中京区柳馬場三条上る油屋町１００番地	ロートレック中京１Ｆ			TEL/FAX							075-212-4770
																							営業時間	AM11:00〜PM8:00

御池通

三条通

四条通

柳
馬
場
通

★

新
京
極
通
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05 .4 創
お問合せから仕様書完成まで
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次のページにあるのがご希望をお聞きする時のフォームです。

１：先ず最初にどのような用途で、何をお入れになるかをお聞かせ下
さい。また、特に希望などありましたら一緒にお知らせ下さい。

２：ご希望をお聞きして、強度、使い勝手、価格など考慮した案をご
提示いたします。

３：次に以下の内容について質問いたします。
・外観デザインのご希望（角革の使い方など）
・サイズ（内寸または外寸基準）
・革の種類と色
・金具の色
・内装の種類と色
・フタのストッパーのご希望
・本体外部のベルトについて（主にボール芯の場合）
・把手の種類
・ショルダーストラップの有無
・外側のポケットなど
・内部のポケット
・クッションの有無
・中仕切板の有無
・荷物押さえベルトの有無
・タグのデザイン
・オプションについて（レインケースや仕分け袋、ネームタグなど）

４：以上の内容に合わせ仕様書を作成します

５；仕様書や使用皮革、内装生地などの確認
　  この時点での変更は、納得いくまで行ないます。

６：見積をお出しします。調整が必要な場合、仕様の変更をしながら
金額調整をして行きます。

７：見積金額について、仕様と金額の了解が頂け、価格の５０％以上
のご決済をもって本受注となります。
納期は本受注後約70〜90日です。

８：約３ヶ月で完成！
お手元へお届けいたします。

さあ、次のページをプリントして、ご希望のトランクの仕様をまとめて
みて下さい。

青柳様のビリヤードキューケースの仕様書

匠乃トランク連絡先
電　　  話：（078）265-6162
ファックス：（078）265-6163
Email：info@fm21.com

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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05 .5 感　謝
お世話になります。
本日無事トランクが届きました、ありがとうございます。
手にとって見て大変気に入りました、これから使い込んで良い味を出していきたいと思います。　　      静岡県　篠田様

本日『革トランク』受け取りました。
本体及び鍵、ベルト等を確認しました。傷・破損一切無く無事到着です。梱包も丁寧でした。
色あいがＨＰの画像で見るより落ち着いた感じで良いです。あとは使い込んで風合いを出すのみです。
これで次回の旅行の楽しみがひとつ増えました。末永く愛用させて頂きます。                              山口県　洪原様

前略
本日　確かに革のトランクを領収いたしました予想以上の出来に大変満足しております大切に使わさせて頂きます

　抜、トランクサイド下部の変色の件ですが、それ程気になる状態ではないと思われますので、このまま頂きますまた。
ご返金のことも必要ありません。次に注文する事がありましたら、その時　このこと少し思い出して頂ければ幸いです。
お心遣いのストラップも有難うございましたが息子にとられてしまいました。
益々のご精進祈念申し上げております。先ずは御礼まで　　　　　　　　　　　　　　　　　 　高崎市　北條様

門田様
久保（二宮）博美です。注文していた革トランク、希望通りどころか予想以上のモノがとどき、夫婦共々大満足しています。
ありがとうございます。連絡が遅くなりすみませんでした。
はやくいい感じの飴色にならないかな、とすでに何十年も先のカバンの色が楽しみです。が、きっとカバンも夫婦も一緒で
ゆっくり年を重ねていって初めて本物の味　というか貫禄がでてくるんでしょうね。
仲良く大切につかいます。これからもよろしくおねがいします。　　　　　　　　　　　　　　　　大分県　二宮様

昨日、トランク受け取りました。タグもイメージ通りに作って頂きありがとうございました。
ピカピカすぎて触るのもはばかれたトランクですが、あと何10年とかけていい味を出していきたいと思います。
またわからない事が生じた時は教えて下さい。ありがとうございました　　　　　　　　　　　　　京都府　志知様

昨年2月に御社の皮トランクを購入させて頂いた西田と申します。 社名変更のお便りを頂戴しました。ご丁寧にありがとう
ございます。大変丈夫で使い易く、今も月に１、２回ある出張には必ず提携しております。　　　　　　 大阪府　西田様

ご無沙汰しております。ダレスバッグでは、いろいろとお世話になりましてありがとうございました。移動時に便利に使わ
せていただいております。本日はもう１つダレスバッグを作成いただければと思いメールをしているしだいです。
ご了承いただければ幸いでございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国在住　千保木様

いつもお世話になっております。奈良の村田です。トランクが到着しました。中仕切りも着きました。
思っていたより、ゴツい感じです。大変気に入っております。ありがとうございました。私も、多少革で物を作ったり
しますので、技術の高さに感服しております。今度はどのように作るのか、興味が湧いてきました。　　奈良県　村田様

本日無事に手にすることができました。待っていた甲斐がありました。期待していた以上の出来ですね。大事に末永く
付き合って生きたいと思います。出来れば子供の代までも。ありがとうございました。これからも良いカバンを造り続
けてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京都　谷様

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-8
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革トランクを作っていただいてから約1年経ちました。不思議なもので当初はヌメ革が真新しくて照れくさい部分もありましたが、
多少革が焼けてきて次第にいい色になってきました。晴れた日には相変わらず日光浴をさせています。
以前に指摘した重量が重くなると、トランク全体の内容保持する力に不安定感を感じるとありますが（トランクが開いてしまうと
いう不安感）、こちらから鞄に入れるものを合わせるようになり、大きな問題にはなっていない気がします。
現在、気になる点としては鞄全体として取っ手の部分の汚れが目立つことです。どんな革鞄でも多かれ同じだと思いますが、
元々の革の色が白いですので目立ちます。鞄全体が変色してくれば問題なくなると思いますが。これからも、日本でしか創れな
い匠の技を極めてください。
トランク以外の鞄（例えばビジネスバッグなど）の作成予定は無いのですか？　　　　　　　　　　 東京都　谷様

門田様、ご無沙汰しております。かばんの調子は極めて良好です。何のトラブルもありません。
サイズに関しては、PCを薄型のものに変えてしまいました。これで大分余裕が出てきました。しばらくたったら、中のポケットを
ずっとシンプルなものに変えてしまおうと思っています。つけていただいたものはもっと厚さのあるかばんにはふさわしいのです
が、ちょっと今のサイズではポケットが場所をとりすぎています。今後のますますのご発展をお祈り申し上げます。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　東京都　竹田様

素晴らしい出来ですね。ありがとうございます。                                                                  愛知県　中神様

完成を心待ちにしていました。平日は留守がちですので土日の配達を希望します。よろしくお願いします。千葉県　田口様

私は、現場と営業の両方の仕事有りますので、汚れがかなり目立ってきました。　何かいい方法はありませんか？
最近気になったところは　上ぶたのポケットにチャックかボタンが付いていたらよかったのに・・・と、思います。　
車などで横においておいた場合、開けたときに名刺や小物が出ちゃったりしてるんですよね・・・。とりあえず8割がたは満足して
ます。　とりあえず30年を目標に使い続けるつもりです。よろしくでした。　　　　　　             　神奈川県　浜野様

留守にしていて連絡が遅くなりました。トランクは昨日配送されました。とても素敵なトランクになりました。
ゴルフ用途には理想を言えば2〜3ｃｍ幅が狭いほうが良いのですが（中型トランクの型を利用したのだから仕方有りません）
逆に用途が拡がって、多少重くても出張等で大いに活躍する機会が増えるかも知れません。
”i　santi”のクロームなめしの（イニシヤルが金で入っています）鞄と競合する事になりそうです！！
今週から早速使い始めます！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京都　吉田様

トランク活躍中です。
幅広に作ったので一泊の出張には丁度良いサイズですから毎週のゴルフ以外でも見せびらかして大いに使っています。
夏のゴルフですと衣類の他にゴルフシューズも収納可能です！これから冬場になると衣類の厚味が増えますから適度な感じ
になると思います。合わせを直して戴いて正解でした、毎回ズルッと合わせるのはやっぱりかないませんから。
早く貫禄がついて来ないかと思いますが10年位は掛かるでしょうね。　　　  　　　　　　　　  　東京都　吉田様
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東京都　Nishio様は、完成後のイメージが違っていたため、以下のようなご感想をいただきました。

【製作前：最初のお便り】
　初めまして。私は日常的に本革アタッシェを使用しています。この15年間で三つ目で　すべてイタリアBarantani社の型番B21061（外寸
442×332×86、内寸　422×312×70）を愛用しています。しかし国内唯一の取扱い店であった銀座の銀盛堂が数年間に閉店したため、国内
での入手が困難になってしまいました。個人輸入に対応してくれる海外のバッグ店もみつかりません。仕事上A3サイズの書類を収納する必要があ
り、毎日用いるのでこれより厚みのあるバッグは持ち歩けません。しかし国内での既成品に上記サイズのものがないためオーダーを受け入れてくれ
る製造者を探していました。
　写真を拝見すると御社のアタッシェの仕上げや仕様は私の愛用しているBarantani社のものと共通点が多いので、注文を考えたいと思います。
サイズは上記と同一。色は緑。エッジの当て革は茶色にしてツートンカラーに。持ち手は心材入り。内ポケットの幅は全幅。内ポケットは伸縮式でな
くフラット。できれば内部もバックスキン張り。
上記のような仕様で、製造可能か、工期はどの程度、費用はどの程度かについて、教えてください。既製品に対して相当高価になりそうですが。

【完成後のお便り】
　商品は大晦日に受け取りました。
クッションは仕様違いですが、この点だけで送り返してやり直すのはどうかと思っています。
むしろ、納期は延びても良いので自主的に修正していただきたかったと思います。
 商品を受け取ってイメージが異なるのは外観です。そちらの方がはるかに気になります。10/23付けの私の見本写真を見てもらえれば、その差は分
かると思います。
 ①　ステッチの糸が太く、ピッチが粗く、色が皮革の色と異なります。
　　私の見本では糸が細く、ピッチが小さく、色は茶と黒を使い分けており、ステッチが目立ちませんが、いただいた
      商品はステッチの違いにより外観の印象が異なるものになりました。上品さに欠けます。
②　皮革の表面処理が全体にツルッとしています。私の見本は精細な縮緬状の表面処理がなされています。この点も味わいに欠けます。
 上記二点私としては満足できませんでした。オーダーするというのはなかなか難しいものだと勉強させてもらいました。

【頂いたお便りへの返信】
ご連絡ありがとうございます。細部までご希望を叶えられず、申し訳ございません。
製法について若干説明をさせて頂きたく思い、メール差し上げます。

外部のステッチにつきまして、匠乃トランクの工場では、国内で唯一、本体木枠と外装皮革を直接縫付けております。これは昔ながらの手間のかか
る製法で、木枠と皮革を直接縫い込むことでそれぞれががっしりと組合わされ、鞄自体の強度が強くなります。

現在、この作業を行なえるドイツ製のミシンをもつ工場が世界中でも少なく、ドイツ製のアタッシュケースでもこの製法を行なうところはごく一部では
ないかと思います。最近の製法は外側に捲く革同士を先にミシンで縫い合せ、木枠に張り付けてから角の始末をするものが中心です。こうすること
で作業のスピードアップが図られ、また、見た目では同じような外観を出すことが出来ます。

N様別注のトランクは、この木枠と皮革を直接縫い込む方法で制作しましたので、強度に見合う糸の太さ（革の厚みも関係します）が必要なのと、
また、縫目のピッチが細かいと、中の木枠が割れるて破損する可能性が高くなるため、ご指摘のような太い糸、粗いピッチとなっております。

縫い糸の色に関しましては申し訳ございません。職人の問合せに、角革が黒色だったため黒糸で指示をしておりました。

皮革に関しまして、ヌメ革（自然のタンニンで革をなめす方法）は全く表面加工をしておりません。一般的に鞄に多用される革は、クロム鞣（金属薬
品を使用して革をなめす方法）という方法で柔らかくし、その上に型押しや塗装、シワ加工などを施します。

ヌメ革の特徴は、革自体が強く、内部に脂分を持っているため長年の使用で中の脂分が出てツヤがでます。これにより雨などにも強くなります。

ヌメ革は固くて強いので、逆に薄くすると縫目から割れてくるため、繊細な加工には向きません。

クロム鞣革は、色を付けたり表面加工することで、色 な々表情の革を作れますが、柔らかいため破れ（引っ掛けたときのカギ裂き）やすく、また、使
用に合わせて傷がつき色も落ちてきます。

以上のようなことから、匠乃トランクでは「50年、80年後の子孫へ伝える」と謳っているため、基本的に（ご要望が無い限り）使う程に味が出て、
また何十年も使えるようにヌメ革を使用しております。

以上が仕様に関しましての説明でございますが、どうしてもお気に召さない場合、もしお送りした物にまだ傷などついていないようでしたら、ご返品
下さい。もう３ヶ月程お待ち下さればご希望に叶う物を再度制作いたします。
その場合、皮革は革問屋の在庫の中からになりますのと、糸を細くするには木枠縫付けは角の八方革のみになりますことご了解下さい。
宜敷くお願い致します。
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若き薩摩の群像

若き薩摩の群像—サツマ・スチューデントの生涯	(鹿児島人物叢書	6)	[単行本]
著者：門田	明
	単行本:	238ページ
	出版社:	高城書房出版	(2010/06)
	ISBN-10:	4887771355
	ISBN-13:	978-4887771352
	発売日：	2010/06

薩摩藩は１８６５年英国に１９名の薩摩藩英国留学生を送り込んだ。海外を見た彼等は、幕末
から明治にかけて、数々の業績を残す。その中には県外からの藩士も二人含まれている。一人
は堀孝之、もう一人は高見弥市。高見は現在NHK大河ドラマ「龍馬伝」の中で、吉田東洋を暗
殺した３人の中の一人で薩摩藩に逃げ込み留学生となったのである。
また薩摩藩士の１７名の中には五代友厚（大坂商工会議所初代会頭）や長沢鼎（カリフォル
ニアワインの創業者）、森有礼（初代文部大臣）、村橋久成（サッポロビールの創業者）などが
含まれる。明治維新を突き動かした彼等の足跡をたどり混迷するこれからの未来に是非生かし
て欲しい。

　2009年に天に召された父が生前やり残した、絶版になっていた「若き薩摩の群像」を再出版することを、2010年に高城書房寺
尾社長のご尽力で叶える事が出来ました。同書には、幕末の薩摩藩から国の禁を破って留学し、後の日本の近代化の大きな力と
なった薩摩藩留学生の生涯が書かれています。父は特に英国から米カリフォルニアへ渡りワイン王となった長沢鼎の研究を進める
中で、鹿児島と現地サンタローザの友好協会設立や毎年行なわれている交換留学など、これから未来を担う若者が幕末の藩士の
ようなのような志を持てるように道筋を残していきました。

　翻って我が身を考えた時に、兵庫県豊岡に伝わる伝統の鞄作りの中から、何を残し、何を未来へ伝えるべきか。また、いかにし
たら世界中の多くの方々 に、この素晴らしい鞄を伝えていけるのかを日々考えています。
鞄は、鞄であるだけなら単に道具に過ぎません。
関る人の思いが感じられ、持つ人の心が込められた時に、その鞄は時代を超えて、未来へ心を伝えるものとなるのでしょう。
そんな「子孫へ心を伝える」鞄を、これからも紹介し続けていきたいと考えています。

2011年　夏　　門田　真
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「秀た技術を伝承し、新しい文化を想像する」を理念に、子々孫 へ々愛を伝えるもの作りを行なっています。


