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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。

こころの旅へ 〜

このカタログを読み進めていくと、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 � : トランクを持ってどこへ行きたいですか？　どんな時を過ごしたいですか？

www.fm21.com
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「遠い日々の思い出」

ふとした時に出会うなつかしい景色

路地の色あせたカンバンや苔むした瓦屋根
夏の昼下がり、ひと気のないテニスコート
花火に興じる子ども達
夕暮れの海水浴場
初詣の人ごみ
家族で行った夏の山

いつも父ちゃんの足を追っかけていた幼い頃、友達と走り回った小学生時代、
もう大人だと思った中学時代、毎日が楽しかった学生時代、
仕事で飛び回っていた頃、

子どもの姿を見ながら思い出す懐かしい日々、
親から子、孫へと受継がれる家族の心、

そんな心をいっぱい詰め込んで、
世代をこえてつないでいきます。

「さてと、ぶらりと旅にでも出ようか」

匠乃トランク　　　　　

匠乃固鞄カタログ Vol-9
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いざ、トランクと旅へ！いざ、トランクと旅へ！

www.fm21.com
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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
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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
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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-9
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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　⇨
匠乃固鞄カタログ Vol-9
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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-9
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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運送便で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？

などの確認作業を行ない、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-9
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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。

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、次ページ（15ページ）の分類をご覧頂いても旅行用途のも
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。
また、次ページ下段のSpecial特殊用途のものでは、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に穴をあけ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

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

Business
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

      Business
      カタログ参照
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Question �: 
14ページの構造、15ページの分類ではどのタイプが用途・目的にかないますか？
 ご希望（出来るだけ軽く、○○を収納したい、頑丈さ重視など）があったら書き留めておきましょう。

バリ島の昼下がり
　　〜木陰の椅子で風を感じながら、本の世界に心をあずける・・・

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9
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　渡し場は針金の綱を張ってあって滑車の仕掛けで舟が半分以上ひとりで動くやうになってゐました。
もう夕方でしたが雲が縞しまをつくってしづかに東の方へ流れ、白と黒とのぶちになったせきれいが水銀
のやうな水とすれすれに飛びました。そのはりがねの綱は大きく水に垂れ舟はいま六七人の村人を乗せ
てやっと向ふへ着く処ところでした。向ふの岸には月見草も咲いてゐました。舟が又こっちへ戻るまで斉
藤平太は大トランクを草におろし自分もどっかり腰かけて汗をふきました。白の麻服のせなかも汗でぐち
ゃぐちゃ、草にはけむりのやうな穂が出てゐました。
　いつの間にか子供らが麻ばたけの中や岸の砂原やあちこちから七八人集って来ました。全く平太の大
トランクがめづらしかったのです。みんなはだんだん近づきました。
「おお、みんな革だんぞ。」
「牛の革だんぞ。」
「あそごの曲った処ぁ牛の膝ひざかぶの皮だな。」
　なるほど平太の大トランクの締金の処には少しまがった膝の形の革きれもついてゐました。平太は子
供らの云ふのを聞いて何とも云へず悲しい寂しい気がしてあぶなく泣かうとしました。
　舟がだんだん近よりました。
　船頭が平太のうしろの入日の雲の白びかりを手でさけるやうにしながらじっと平太を見てゐましたがだ
んだん近くになっていよいよその白い洋服を着た紳士が平太だとわかると高く叫びました。
「おゝ 平太さん。待ぢでだあんす。」
　平太はあぶなく泣かうとしました。そしてトランクを運んで舟にのりました。舟はたちまち岸をはなれ岸
の子供らはまだトランクのことばかり云ひ船頭もしきりにそのトランクを見ながら船を滑らせました。波
がぴたぴた云ひ針金の綱はしんしんと鳴りました。それから西の雲の向ふに日が落ちたらしく波が俄
にはかに暗くなりました。向ふの岸に二人の人が待ってゐました。
　舟は岸に着きました。
　二人の中の一人が飛んで来ました。
「お待ぢ申して居りあんした。お荷物は。」
　それは平太の家の下男でした。平太はだまって眼をパチパチさせながらトランクを渡しました。下男は
まるでひどく気が立ってその大きな革トランクをしょひました。
　それから二人はうちの方へ蚊のくんくん鳴く桑畑の中を歩きました。
　二人が大きな路みちに出て少し行ったとき、村長さんも丁度役場から帰った処でうしろの方から来ま
したがその大トランクを見てにが笑ひをしました。

「新修宮沢賢治全集　第九巻」筑摩書房 「革トランク」より抜粋

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9
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04 旅
　鞄

中型クラシック革トランク

　『匠乃トランク』の中で、旅行用として最も　
人気の高いモデルで、革色や内装生地、内装の
仕様替えをはじめ、サイズ変更の際のデザイン
元としても人気があります。
　基本モデルとしては2mm厚の牛ヌメ革をボ
ール芯に縫い込み形作られています。
　ベルトの有無、１本ベルト、またキャリー取付
用にベルト間に革帯を追加したりと応用自在。
　これぞ革トランクという貫禄を持った外観で
短期の旅行にピッタリの航空機持込可能サイ
ズです。
　また、結婚記念などの需要も多く、中に縫付
ける革タグに「記念の言葉」「記念日」　　　
「お名前」なども焼き押しできるので、何十年、
世代をこえて思い出を伝えていけます。

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			中型クラッシック革トランク

価				格	 250,000円（税込み262,500円）
　　　　　納品までの送料含む

素　材	 外側：牛ヌメ革
　　　　		内張：コットンまたは麻混紡
　　　　		芯材：ボール芯

カラー	 チョコレート（左写真）変更可
　　　　		他の色に関してはお問合せ下さい
																			キャメル・オレンジ・グリ-ン・ブラック

サイズ	 48-31-17(cm)手作りのため差異あり
	 3.7kg

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・取り外し式ネームタグ
　　　　		・フタ内側ポケット
　　　　		・本体内部両サイドポケット
　　　　		・内側ベージュ生地
　　　　		・真鍮製鍵
　　　　		・外部に2本ベルト（30mm幅）
　　　　		・ベルト通し（フタ面上下2箇所に手縫
　　　　　		い付け。背面には鋲打ち）

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9
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フタ側面：豊岡ブラウン色、この面はベルト通しは手縫い

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9

内装生地は変更可能です。
お手持ちの生地やお好きな柄を購入した
りしたものを支給いただければ、内装生地
としてお使いいただけます。
また、豚革や人工スウェード、色替えなど
ご希望がありましたらお聞かせ下さい。
（追加費用が発生する場合があります）

　　真鍮製の錠前

　蓋ストッパー
　鋲留めされています

　荷物ベルト
　着脱式も可能です

内装仕様
フタの内側にゴム口ポケット
本体内部の左右にゴム口ポケット
荷物ベルト２本（サイズ調整可能）
標準のコットンツイル生成り色

こちらは素あげヌメ革と言っ
て全く着色していないヌメ革
で作られた物です。革のなめ
しが終わった時から色焼け
が始まるため、革の保存が出
来ず、また、お店の店頭でも
日焼けが進むため普段ほと
んどお目にかかることがない
革です。
『匠乃トランク』ではご希望
に応じて素あげヌメ革を手配
いたします。ご注文いただい
てから革の作成をするため、
場合によっては皮革の準備だ
けで２ヶ月程要する場合があ
ります。

写真に写っているベルト通しや角革部分は、ミシンが使えないため手縫いで作
業されます。一針ひと針が職人さんの手によって縫い込まれていきます。
本体側のベルト通しは、キャリー取付時の補強としてさらに鋲打されます。

焼印入り革タグ
お一つずつオリジナルの焼印版を作
り、革に焼き押しして縫付けます。
標準では、
「兵庫豊岡鞄（マーク）賢仁謹製」
と入り、お名前や記念の日付
などが入ります。大きさは最大
95×50mmまで可能です。
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04 .1 中型クラシック革トランクベースの作品

Miyazaki-model
こちらも素上げのヌメ革を使用し、内装は豚革のスウェードで
す。

側面に見えているのはショルダーストラップを付ける金具の目隠
しです。使用していない時に、金具がブラブラすると見栄えが
悪く引っ掛ったりすることもあるの
で、フラップで隠すようにしていま
す。また、本体内部がボール芯のた
め、重たい物を入れてショルダー
使いにしたとき、本体の歪みが生
じるため、ベルト掛け金具が付い
ている部分は、内部に金属板の補
強が入れられています。

内装を豚革にしたのと、ショルダーのための補強で重さも1kg程アップしています。フタ内側はジッパー開閉のポ
ケットがつけられました。

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9

Gotou-model

ご結婚記念に作られた親子のトランクです。
小さな方が中型クラシックで、大きな方は次に紹介する大型　
クラシック革トランクです。
素上げのヌメ革を使用し、内装は真っ赤なベルベット生地で　
仕上げました。
ご主人様は、後で出てくる「歌舞伎トランク」をお作りになり、
ご夫婦で旅行用にと揃えられました。
香港から２度も仕様の相談に来られ、最初の問合せから
約10ヶ月かけてお納めしました。

タグにはオーダーナンバーとご結婚の日付
オーダーナンバーは工場への発注仕様書ナンバーになっている
ので、後に同じモデルを発注する場合は、オーダーナンバーだ
けで発注出来ます。
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Ito-model
携帯メールからカタログ請求頂き、お近くなのでご来社下さいま
した。ご依頼内容は以下の７点、

１：基本は中型クラシックのタイプ
２：普段はインテリアとして部屋の片隅に置きたいので、外部ベ
　　ルトは無し
３：中には書類証券類を入れる
４：細々したものがあるので、中に小箱が欲しい。
　　小箱の中は仕切が欲しい
５：錠前はダイヤル式
６：中の物を留めるベルトが欲しい。中に小箱を入れた状態と、
　　入れない状態でそれぞれに使えるようにしたい
７：ショルダーストラップが欲しい。留め金具はナスカンで
　  フラップ無し。

ベースの中型クラシックから外部ベルトを無くし、追加でショル
ダーストラップ（隠しフラップ無しです）と内装に取付け位置を変
更可能な荷物抑えのベルト、小物を入れておく小箱（こちらも収
納物の大きさで位置が変えられる仕切付）をお作りしました。

小箱は本体内左端にホック留め出来るようになっています。

シンプルですが、革トランクの重厚感が漂います。

ヨーロッパの昔の
　　旅行ポスター
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04 .2

大型クラシック革トランク

　中型クラシックのご注文をお聞きする中で、
「大きめの物と大小揃えたい」というご要望が
あり、中型クラシックをそのまま拡大してお作り
したのがこのモデルです。
　鍵は大型の物に変更してありますが、それ以
外の仕様はほぼそのまま中型クラシックと同じ
です。
1週間〜のご旅行、家族揃ってのお荷物収納に
お役立て下さい。

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			大型クラッシック革トランク

価				格	 500,000円（税込み525,000円）
　　　　			納品までの送料含む
																				素あげヌメ革は+31500円

素　材	 外側：牛ヌメ革
　　　　		内張：コットンまたは麻混紡
　　　　		芯材：ボール芯

カラー	 豊岡ブラウン（下写真）変更可
　　　　		他の色に関してはお問合せ下さい
																			キャメル・オレンジ・グリ-ン・ブラック

サイズ	 65-40-20(cm)手作りの誤差あり
																			5.7kg

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・取り外し式焼印入りネームタグ
　　　　　（焼印はお好きにデザイン可能）
　　　　		・フタ内側ポケット
　　　　		・本体内部両サイドポケット
　　　　		・内側ライニング（ベージュ生地）
　　　　		・真鍮製鍵
　　　　		・外部に2本ベルト（幅約30mm）
　　　　		・ベルト通し（フタ面上下2箇所に手縫
　　　　　		い付け。背面には鋲打ち）

23ページのI.M様トランク
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ご結婚２５周年の記念にお作りさせていただきました。
納品後に頂いたお便り
                    * * * * * * * * * * 
期待していた通りの出来栄えでした。ありがとうございます。
今、このトランクを連れて行く旅行を計画中です。
まずは手軽な小旅行と思います。

愛車はレクサスＳＣなので、これから暖かくなるとオープンでドライブすること
が多くなります。この車の後部座席は極端に狭く、小柄な女性や子ども以外は無
理なのです。で、これからの旅行はトランクの専門スペースになるでしょう。す
てきなトランクをオープンカーの後部座席にのせて、人に見せつけるなんて（品
の悪い！？）夢を叶えるのにまさにぴったりです。

ところで、このトランクにふさわしい旅はそれなりの荷物がないと中が空き空き
で格好がつかないな、なんて思案してしまいます。で、中の荷物（特に衣服）が
少ないときの押さえ板（なんて云うのかな？）が必要じゃないかね、と妻と話し
ています。ＨＰでそんなものも作れるようなことが書いてあったような気がする
のですが、情報を下さい。
旅行に行って、帰ったらまた感想などメールいたします。
取りあえずありがとうございました。

東京都　お寺の先代ご住職 　Ｉ・Ｍ様　６８才
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04 .3
大型大陸トランク
（ユーラシアトランク）

　大陸鞄（ユーラシアトランク）と名付けられて
いるように、戦前満州大陸へ旅をするのにさか
んに作られていたモデルです。
「トランク」と聞いてイメージする基本的な形で
しょう。
大陸内部の砂漠地帯で鍵穴に砂が入らないよ
う、鍵には防砂カバーがつけられています。
内装のポケットもクラシカルなデザインが施さ
れています。

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			大型大陸トランク

価				格	 480,000円（税込み504,000円）
　　　　　納品までの送料含む

素　材	 外側：牛ヌメ革
　　　　		内張：コットンまたは麻混紡
　　　　		芯材：ボール芯

カラー	 チョコレート（左写真）変更可
　　　　		他の色に関してはお問合せ下さい
																			キャメル・オレンジ・グリ-ン・ブラック

サイズ	 72-42-22(cm)手作りのため誤差あり

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・取り外し式ネームタグ
　　　　　（焼印はお好きにデザイン可能）
　　　　		・フタ内側ポケット
　　　　		・真鍮製鍵
　　　　		・内部に荷物押さえベルト2本
　　　　		・荷物抑えの中仕切板1枚



�� 

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9

左）鍵の上につけられた防砂カバー
中）頑丈に取付けられた把手。可動部分が無いため何十年と時を経ても最も壊れにくい
　			持ち手です。
右上）本体内部は２本の荷物押さえベルトが付くシンプルな作りです。
右下）小さな荷物がきちんと留るように荷物押さえのための仕切板がつきます。

JYUNE	Model
沖縄でオリジナル生地のアロハを製造販
売されているジュネ様からご依頼頂いた
大陸トランク。
内装生地はオリジナルアロハの生地で、
ポケット部分もきちんと柄合わせされて
います。

昔の旅の風景

上）たくさんのトランクとクラ
シックなカーゴバス、ポータ
ー兼運転手が運んでくれるん
でしょうね。

右上）紳士淑女が集まって、
何の相談でしょうか？

右下）ヨーロッパの人々はア
フリカの大地を旅して、様々
な異文化、産物を探し求め
ました。
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04 .4

ダレス型ボストンバッグ

根強い人気のダレス型ボストンバッグです。
名前の由来は、戦後アメリカのダレス長官が
来日時に持っていたバッグがこの形状だったた
め、銀座タニザワが同様のモデルを「ダレスバ
ッグ」として発売し、その後ダレスバッグの名称
が一般的となりました。
マチ幅の狭いダレスバッグは街中でもよく見か
けられますが、ボストンタイプの旅行バッグはほ
とんど見られないため、短い旅行用などの用途
でご要望をいただきます。

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			ダレス型ボストンバッグ

価				格	 160,000円（税込み168,000円）
　　　　　納品までの送料含む

素　材	 外側：牛ヌメ革
　　　　		内張：コットンまたは麻混紡

カラー	 キャメル（上写真）変更可
　　　　		他の色に関してはお問合せ下さい
																			キャメル・オレンジ・グリ-ン・ブラック

サイズ	 48-29.5-19.3(cm)手作りの差異あり
重　量　		1.9kg

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・内側ファスナーポケット
　　　　		・真鍮製鍵

中）口金の合わせ部分
肉厚の革が作る豊かな膨ら
みがあります。
口金の端にある鋲を支点に
口が開きます。開口部は約
18cmの幅に開きます

下）底の部分
５つの底鋲がついています。
四つ角は角革で補強され、底
の部分には補強板が入ってい
るため、長年にわたり全体の
形状を維持します。
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Senbogi-model 1

Senbogi-model 2

二本目ご依頼時のお便り
　　　　******************************
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。
今回もご専門のハードトランクでなく恐縮ではござ
いますがご了承いただければ幸いでございます。

早速ですが、仕様のお話しをさせていただきます。

貴店ＨＰ記載品を基に変更希望事項を明記します。
まず、前回のダレスバッグ仕様変更事項の中で今回の
取入れ事項をあげます。
（下記３つの仕様以外は今回は取入れません）
　【１．前回同仕様】把手取付けパーツは垂直方向
　【２．前回同仕様】内部ライニングはえんじ色
　【３．前回同仕様】内部オリジナル革タブ（名入れ）
------------------------------------------------------------
次に、今回あらたな変更希望事項をあげます。
　４．把手の変更
　　　腕掛けでも持てるようにしたい。
　　　（あまり長くせず、なんとか腕掛けでもできる長さ）
　５．素材（革）の色を黒に近い茶としたい。
　　　チョコレート色よりも更に黒の強い茶色が希望です。
　　　難しければチョコレート色でもかまいません。
　６．鍵付き金具の変更
　　　取付け可能な鍵付き金具の写真をいくつか送付いた
　　			だき選ばせていただければありがたいのですが？
　７．対面に内ポケットの追加
　　　追加ポケットは既存ポケットを２つに分割
　　　既存ポケットのセンターを縫っていただくイメージです。
　　　ポケットの口幅が既存の１／２，深さは既存と同じ。
　　　追加ポケットのファスナーは不要です。
　　　既存ポケット１つ＋追加ポケット２つの計３つの内
												ポケットとしたい。

以上が今回お願いしたい仕様でございます。色は素あげ白ヌメ
に変更になりました。

ご紹介するのは、海外の工場勤務の方からご依頼でお作り
したダレス型ボストンです。上のキャメル色が最初のオーダ
ーで、背面にジッパーポケット付きです。
下の素あげヌメ革の物は二本目のご依頼で、把手が変更さ
れています。右にあるのが二本目ご依頼時のメールです。

中は真っ赤なコット
ンツイル。
ダレスボストンはこの
ような状態で口が大
きく開きます。
中の物がすぐ分か
り、出し入れが楽で
すね。
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04 .5

ドクターバッグ

棒屋根鞄とも呼ばれるモデルです。
真横から見ると台形ですが、一番下の開いた
状態をご覧頂ければ分かる通り、箱形のバケツ
のような形状です。
昔のお医者さんが往診に使うことが多かったの
で、ドクターバッグと呼ばれるようになったので
しょう。

本体サイズは口金の大きさに依存し、現在は
イタリア製の口金しか手に入りません。
口金は30cm、40cm、50cm、60cmとありま
す。

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			棒屋根ダレスバッグ30cm

価				格	 220,000円（税込み231,000円）〜
　　　　			納品までの送料含む
　　　　		素あげヌメ革は+10500円
　
素　材	 外側：牛ヌメ革
　　　　		内張：コットンまたは麻混紡

カラー	 素あげヌメ革（上写真）変更可
　　　　		他の色に関してはお問合せ下さい
																			キャメル・オレンジ・グリ-ン・ブラック

サイズ	 37-22-23(cm)手作りのため差異あり
重　量　		1.9kg

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・真鍮製鍵

40cm金具：47-33-29cm　252,000円
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04 .6

総手縫いトランク

ホームページをご覧頂き、その日のうちに徳島
より駆けつけて下さいました。
　「仏事用の衣装と道具がピッタリ入るトラン
クを」ということで、中型クラシックトランクより
小さく、サンプルとなったアンティークのトラン
クをベースに仕様いたしました。

　サンプルアンティークトランクを職人さんに
見せたところ「凄く良い仕事しているトランクで
すね。縫い目が端の方に寄っていてミシンを使
えないので総手縫いになります」ということで、
吉田様のご許可を頂き（総手縫いなので価格
がかなりアップするため）作成いたしました。
　サンプルと同じように、ということで皮革は
薄手のクロム鞣革を使用しています。
　また、内部はボール芯を使用しているので、
2.7kgと大変に軽く仕上がりました。
　因に中型クラシック革トランクは3.7kg（ベル
ト２本付き）。比べるとその軽さが際だちます。

YOSHIDA-model

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			総手縫いトランク〜Yoshida	model

素　材	 外側：牛革クロム鞣
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 ブラック

サイズ	 45-29-15(cm)手作りのため誤差あり
重　量　		2.7kg

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・真鍮製鍵

内装はいたってシンプル。荷物押さえベルトとフタの内側にポ
ケット。焼印にはお寺の山名が入っています。
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04 .7

蛇腹（中折れ）トランク

フタの部分が蛇腹のように伸縮するトランクで
す。『匠乃トランク』でも中型クラシックの次に
人気の高い旅行用トランクです。

ほぼ40mm程厚みが増しますので、ご旅行の
帰りにお土産などが増えても安心です。

今ではこのモデルを作れる職人さんがほとんど
いないため、技術の伝承が急がれます。

基本仕様

型名称	 宮内庁御用職人謹製　匠の革トランク
																			蛇腹式（中折れ）トランク

価				格	 400,000円（税込み420,000円）〜
　　　　			納品までの送料含む
　
素　材	 外側：牛ヌメ革
　　　　		内張：コットンまたは麻混紡

カラー	 黒ヌメ革（上写真）変更可
　　　　		他の色に関してはお問合せ下さい
																			キャメル・オレンジ・グリ-ン・素あげ

サイズ	 475-345-190（+40）(mm)手作差異あり

重　量　約4.2kg

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・真鍮製鍵
　　　　		・本体内部左右にゴム口ポケット

内装はいたってシンプル。荷物押さえベルトと本体内側左右
にゴム口ポケットがつきます。フタの内側は基本的にポケット
無しです（ご希望に応じ取付け可能）。
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左）フタ部分の影になっていると
ころが内側に折れています。底は
４つの底鋲がつきます。
右）伸縮部分のアップ。ほぼ
4cm厚みが増します。外部ベルト
があるので、締め付けて荷物をホ
ールドします。

Hoshi-model 

Hoshi-model　　　　　　　　　 　 　

　（牛ヌメ革）　「旅行用のキャリー式

のトランクの購入を検討中です。短期留学

や、海外旅行にもっていけて、でも国内旅行

でもおかしくない、大きめのサイズが理想な

のですが、どのくらいの大きさが妥当でしょう

か？」とのメールを頂き仕様いたしました。　

蛇腹式で内容量に融通がきき、なお多少の

お土産位なら中仕切代用のトートバッグを入

れてあります。このトランクに楽しい旅の思い

出をいっぱい詰めて下さいね。

左上）フタの内側には大陸鞄の
ポケットを模した物を付けまし
た。本体内は左右にゴム口ポケッ
トと２本の荷物留めベルト。
右上）本体内の荷物留めベルト
には上にある仕切が付けられま
す。仕切は持ち手を付けてトート
バッグとして使えます。

左下）本体外部ベルトの間にジッパー開閉式のポケットがついた革帯を
取付けられます。トランク本体のフタはベルトを外して鍵をあけなけれ
ば開閉出来ないので、この革帯のポケットに文庫本やチケットなどを入
れられます。
右下）革帯を通してキャリーに取付けた状態。縦方向も横方向にも取
付けが可能です。
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04 .7 蛇腹（中折れ）トランク

Hamano-model 

Hamano-model　　　　　　　　 　　　
（牛白ヌメ革）　学会などの出張や旅

行用に、ということでオーダーを頂きました。
内容量が増えてもフタが膨らむ蛇腹式です。
ベルトにカート取付け用帯革をつけ、これに
はフラップつきポケットがついているので、
小物など収納できます。本体内部のタグと外
付けのネームホルダーには、ご子息が描いた
お父さんの似顔絵が、お名前と一緒に焼き押
しされています。

上中）フタの内側にジッパー開閉
式のポケット、本体内部は荷物留
めベルトと左右にゴム口ポケット
上右）子どもさんが描かれた
「お父さん」のイラストを焼印に
して外付けタグと本体中に付けて
います。
下中）外部ベルト間にフラップ付
ポケットのついた革帯を作りまし
た。キャリーに取付ける時に使用
します。

			Lightning	2009年4月vol-180
「いつか手に入れたい
　自分だけの一点モノ」特集

雑誌取材にもご協力頂きました

ヨーロッパの昔の
　　旅行ポスター
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M.Takahashi-model 
門田殿

蛇腹式トランク完成待ちのTです。

水曜日に届きました。検品しました。仕様書どおりです。
かなり凄いだろうと想像していましたが、実物は予想以上に凄かったで
す。今まで見たこともない美しさと圧倒的な存在感で、見ていてため息
が出ます。

私も革製品は色 と々見てきましたし、それなりのものを所有しています
が、匠乃さんのトランクはレベルが違いすぎて比較になりません。
革製品はこういうものだと認識していた自分が恥ずかしいです。

動作も確認していましたが、今まで所有していた鞄とは次元が違いま
す。
１．全体
まったく隙のない完璧といえる完成度です。
何時まででも見続けてしまいます。

３．革
しっとりした艶に硬いところは硬く、柔らかいところは柔らかい。
完成時にこれほどの美しさは、始めて見ました。

２．製法
直線と曲線が組み合わされた上を寸分たがわぬ正確さで縫われていま
す。なぜ、これほど美しいのか私の理解できる範囲にありません。

３.ベルト
しなやかでしっかしした感触です。ベルトを通すだけで楽しくなります。

４.内ポケット
マイバック　：使うたびに使い難さにイライラしていました。
匠乃トランク：始めて使うのに自然な使い心地に驚きました。
大ポケットと小ポケットでポケットの硬さを変えてある気遣いが凄いです。信じられない使い心地の良さです。

５．握手
10年間使い続けている鞄よりも持ちやすいです。手にぴったりと吸い付くようです。
握手が倒れにくいように調整していただくように依頼しましたが、絶妙はキツさとなっていました。素晴らしいで
す。ありがとうございました。

６.着脱式中敷
しなやかさと硬度とクッション性がこれ以上はないと思えるバランスで構築されています。
「すばらしい」の一言です。

それにしても美しいです。機能も使いやすいです。これはニューヨーク近代美術館の永久保存品に追加するべきだと思います。

今回、仕事とプライベートの両方に使え、高級感がありながら、使いやすく丈夫で修理可能な鞄を探して匠乃さんのトランクに行き着きました。
実際、額が額なのでかなり迷いましたが、購入して良かったです。

これからは「旅行は全てこの鞄を使う。」と、ここに宣言します。
他の購入者さんの感想を見て大げさだと思っていましたが、そんなことはありませんでした。
私も言わずにはいられません。「この鞄、一生使わせていただきます。購入して数日ですが、既にりっぱな「相棒」となりました。

魂の入っている製品を所有するのは初めてです。ワンオフで魂が入っている以上、この鞄に命名する必要があります。
この鞄の名前は「黒姫」としました。
この度は、すばらしい鞄をありがとうございました。大切に、でも存分に使っていきたいと思います。

追伸：鞄から、良い香りがします。鞄を触ると、なぜだか気持ち良いです。

東京都　M.T

蛇腹（中折れ）トランク
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04 .7 蛇腹（中折れ）トランク

Takeuchi-model 遠く青森より仕様の相談にご来社下さいました。
ブラウンヌメ革にベージュのピッグスキン内装で、
豪華な表情の蛇腹トランクです。

サイズ（内寸）
475m455）-345mm（330）-190mm（170）+40mm

本　体：牛ヌメ革ブラウン
内				装：ベージュ色ピッグスウェード
パーツ：真鍮/亜鉛メッキ金色金具
　　　　
内部：内装仕様皮革ピッグスウェード+ヌメ革
　　			荷物固定ベルト（着脱式）
											フタ内部へ焼印革タグ縫付け2種類
付属：中仕切板＝A面ジッパー式2つ
　　　　　　　			B面ゴム口大ポケット
　　			ネームホルダー

左）内装はピグウスウェードです。
フタの内側にポケットはなく、２
種類のタグがつきます。

右上）荷物留めのベルトは着脱
可能になっています。

右中）荷物押え用の仕切板。
片面に写真の２つのジッパー開
口部ポケット、もう片面にゴム
口の大きなポケットがついてい
ます。

右下）仕切板にはベルト通しがつ
いているので、荷物留めベルトに
通して荷物押さえになります。
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Kubo-model 

『匠乃トランク』としてはじめて蛇腹トランクの
ご注文をいただいたのが久保様でした。
ご結婚の記念にということで、キャメル色でお
作りになり、キャリー取付ということで、この時
にベルトに通す革帯を考えました。
『匠乃トランク』としても記念の一品です。

下の「お便りのご紹介」にお便りあります。

お便りのご紹介

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

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

蛇腹（中折れ）トランク
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04 .8 フルオーダートランク

K.Takahashi-model 

基本仕様

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

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 素あげ白ヌメ革

サイズ	 520-400-230（mm）

仕　様	 ・内部に革焼印タグ縫い付け
　　　　		・真鍮製金具
　　　　		・２方向把手
　　　　		・本体側表面にキャリー取付け用革帯
　　　　		・ショルダーベルト（着脱式）
内部仕様		・フタ内側ジップ開閉式ポケット
　　　　　	大×1、小×2
　　　　		・着脱式荷物留めベルト
　　　　		・ベルト通し付中仕切板

正面外観は、ビジネスの章で紹介する
B-Typeという基本モデルです。
旅行と仕事用ということで、本体内部は
木枠でお作りしました。

内部はフタの内側に大１つ、小２つのポ
ケット。ジッパーで開閉します。

本体内は着脱式の荷物留めベルトと、
ベルト通しのついた仕切板です。
仕切板があると、着替えなどの日用品と
仕事の道具や書類のスペースをを分け
られます。
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革のしっとりとした手触りや、糸の末端の処理、内装や外装、付属品ともに大量生産の既製品では絶対に真似の出来ない非常に丁寧な
仕上がりで、大変満足しております。
実物を手に持ってみて、既製品で妥協せず依頼をして本当に良かったと痛感しております。

早速、キャリーへの取り付けや、ショルダーストラップを取り付けてみたりと感触を楽しんでおります。
関東は本日雨が降っている為、室内をキャリーに取り付けた状態で引っ張ってみた所、重量がそれなりにある為か非常に安定しており、
横に大きくぶれる事もなくスムーズに使用出来そうです。
欲を言えば、キャリーとトランクを密着するように取り付けようとすると、少し取り付けづらい事と、大きい方のポケットのファスナーを締
め切る、もしくは開け切った 状態にすると、ツマミが取りづらくなってしまう事、ものを出し入れの際にフタが降りて来てしまい、手を挟
んでしまった事でしょうか。

キャリー取り付けと、出し入れは慣れが必要そうですが、ファスナーのツマミはストラップを取り付ければ問題なさそうなので、一緒に
送って頂いた残革を利用してストラップを作ってみようかと思います。（自分で出来るかどうかかなり不安ですが・・・）

今回、非常に良いものを作って頂き、本当に有難う御座いました。
大切に、今後何十年と使用させて頂きます。
それでは、今後とも宜しくお願い致します。

千葉県　K.Takahashi

ホームページを拝見させて頂き、以前から憧れのあった革トランクを持ってみたいと考えております。
どうせならば自分の納得の行く物をという事で別注を考えておりますが、家にFAXがない事や、そもそも図面を引いた事が無いので、
其方へ伺わせて
頂き、ご相談をさせて頂きたいと思っております。
神戸観光を兼ねて其方へ伺いたいと思っております。

Takahashi様ご依頼時のメール

以上のお問い合わせから始まり千葉からご来社下さいました。

「旅行用トランクで上に座ったりすることもあるので頑丈なもの」とのご依頼でお作りしました。

左ページ上の写真、本体に縦横両方向に把手がついています。
本体面に取付けられているのはキャリーに留めるための帯です。
このトランクは内部が木枠のため、本体を捲くベルトをつけてもベルトの締めが効きません。
このためベルト仕様ではなく、装着式でキャリー用の帯を取付けいたしました。不要な時は４カ所のギボシ部分で外れます。
外した時、本体側の取付け用金具はフラップに隠れます。また、着脱式のショルダーストラップもついています。
内部は、まずフタ内側ポケット、大１つとその前に２つのポケットがありますが、全てジッパーでフタが閉まります。

本体内は中仕切と荷物押えベルトです。荷物の量にフレキシブルに対応します。
隠れていますが、中仕切の下に小分け用の巾着袋（内装生地同素材）があります。
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Mitsumatsu-model 
基本仕様

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

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 素あげ白ヌメ革

サイズ	 内寸基準　750-470-225（mm）
重　量　		9.5kg

仕　様	 ・本体内に仕切トレー入れる
　　　　		・真鍮製金具
　　　　		・大陸鞄把手
内部仕様		・内側ポケット無し
　　　　		・着脱式荷物留めベルト
　　　　		・焼印入り革タグ

付　属　		・ナイロン製レインカバー

本体内には荷物を仕分ける木枠のトレ
ーがついています。ガタつかないように
フタを閉めるとピッタリ押さえられます

トレーは深さ110mm、カッターシャツ
などを入れられるために作られました。

内部はスッキリと荷物押さえベルトのみ
です。ベルトも着脱式になっています。

上左）トレーを受け
る部分。フタ留め金
具に合わせてカット
されています。
上右）レインカバー
を付けた状態。航
空機などで預けた
場合に本体を保護
するため、６面にウ
レタンクッションが
入っています。

海外出張用に衣装を入れられるためにお作り
しました。
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Hayashi-model 
基本仕様

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

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：コットンツイル

カラー	 素あげ白ヌメ革/白ステッチ

サイズ	 500×T350×D180（mm）

仕　様	 ・本体内に収納可能な仕切板
　　　　		・真鍮製金具
　　　　		・エルメス風外装
内部仕様		・フタ内側5ポケット

付　属　		・ショルダーストラップ

岐阜より２度も新幹線でご来社頂き仕様を決
めたトランクです。海外出張途中に2〜3日の
小旅行に出掛ける事があるので、それ用にお
作りしました。フタ内側には書類や名刺を入

れるポケットを細かく分け、身の回
り品を隠すよう折りたたみ式の仕
切がつきます。ショルダーベルトを
外している時に金具が隠れるようフ
ラップ付です。

オーストラリアへの旅行から戻られてメールを頂きました。

お久しぶりです、使い心地は良いです。
先週は、オーストラリアへ行ってきました。一つ気がかりなのは、小雨に降られてバックにチョッとしたシミが出来たことでしょうか？
このシミもいずれは味になっていくものと思っています。
改善点としては、中敷を持ち上げたときに金具に引っ掛かってしまう事ぐらいであとは満足しています。

旅行中のエピソードとしては、イギリス系の移民夫婦(65歳位)のお爺ちゃんに国内線のトランジットで立ち寄ったカフェテリアでアイスラ
テを飲んでいたら、鞄が気になったらしく、一緒にコーヒーをすすりながら話が弾んだ事でしょう。
昔同じ様な鞄を手に世界中を旅したとの事で、後に分かった事ですが、その老人は、一代で財を築いた有名なトレーダ（貿易商人)でし
た。というのも偶然にもミルドゥアのホテルが一緒で、チェックアウトの際も支配人が挨拶に降りてきた。イギリスの紳士だったのも納得
がいくでしょう。この鞄のおかげで、おいしい夕食をご馳走になりました。
有難うございます。　（全文）

フルオーダートランク
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Den-model 

基本仕様

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

素　材	 外側：牛ヌメ革/桐枠
　　　　		内張：ピッグスウェード

カラー	 牛ヌメ革チョコレートブラウン

サイズ	 横480-縦340-厚210mm(+40蛇腹）
重　量　		5.4kg

仕　様	 ・フタ部分蛇腹仕様
　　　　		・真鍮製金具
　　　　		・二方向把手
内部仕様		・フタ内側ポケット+ポケット隠し
　　　　		・着脱式荷物留めベルト
　　　　		・折り返し式中仕切（ピッグスウェード）
　　　　		・焼印版２種類

「中クラシックトランクの幅（＋５?程度）・厚
（＋２?）程度の変更を考えております。
内装は柔らかめの革をと思っておりますが、参
考となるようなものがあればあわせて資料を
お願いする次第です。」

このようなメールでお問合せ頂きました。
お話を進めていくと、角のアール（丸角）や使
用皮革、金具、内装の仕様など、細かな部分
までこだわり頂き、結果、当初とは全く違った
フルオリジナルのトランクが仕上がりました。

　ラッキーアイテムと仰っていた「亀」の焼印
がキュートです。

上二枚の写真：
本体内部は着脱式の荷
物留めベルトと、コの字
型に折返して使う内装と
同じスウェードの仕切。
二番目の写真は折返して
かぶせた状態。

写真左：
本体には２方向に把手が
つけられています。
フタ部分の蛇腹がご覧頂
けます。これで約4cm広
がります。内部は木枠で
すが、蛇腹部分がある
ために外ベルトがついて
います。通常の錠前以外
に中央にパチン錠が付
けられフタのズレを防ぎ
ます。

上二枚の写真：
フタの裏側に付けたポ
ケットです。
２番目の写真は、そのポ
ケットを隠すためのフラ
ップ。内装はピッグスウ
ェードで革タグが付けら
れています。
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Den様、到着後としばらく経ってから頂いたお便り〜

昨日、無事に我が家へと到着いたしました！早速、製作していただいたトランクを拝見致しました。
誠に丁寧なお仕事に関心しつつ、製作前の相談＆打合せを含め多くのご配慮を頂いた事に感謝で一杯です。
お陰様で長年想い描いていたものをようやく形となり、そのデビューの日が楽しみです。
その日までは、しばし眺めて鑑賞といったところでしょうか・・・。
添えられたお手紙に記されていた「このトランクが・・・・成長し、子々 孫々受け継がれ・・・」の一文の如く、これからの成長が本当に楽し
みな一品です！ まずは到着のご報告まで・・・

　　　　　　　**********************************

トランクの到着以来、初使用に向け、毎回ほんの少しずつ撫で撫でしつつ馴染ませてきたところです。
余程育ちがよかったのか、到着時の堅さもようやく我が家に和み、この子（トランク）は誠素直に成長していくようです。

又、表・裏・側面など、その表情の絶妙な配置（文様）に職人さんのセンス＆苦心が伺えます。
色味の染みこみ具合による濃淡・微妙な凹凸が判別しやすい色だけに少々 蓋の盤面が心配でしたが、案外グレる事もなく、巧いこと周り
と付き合い育ってくれそうです。
ご配慮頂きました金具等の可動具合もそれぞれ何の違和感もなく、長年の使用後も不具合は出にくいように思われます。
既にあるバッグとのペアリングもかなり良い具合で色味＆大きさ共 、々申し分ありませんでした。

製作の相談にあたり、一段階づつ条件を切り分けつつ気長にお付き合い頂いた門田様には感謝するばかりです！

北海道　D様

旅の風景〜

旅の夜空に想うのは、
故郷に残した人への思い、
遠い昔の風景。

語りかける相手もなく、
明日の荷作りに心紛らす。

さすらう心は留まる事を許さず、
明日の夜空も故郷を想う。

ただただ我が身の生に感謝を捧げ、
未来へ残す想いを誓う。
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旅の風景〜

九州南西の端、坊津の海。
かつて鑑真が渡ってきた、遣唐船が着いた港。

古代から薩摩藩政の中盤頃（享保年間）の長期に渡って、海上交通上の要地であった。遣唐使
船の寄港地としての他、倭寇や遣明船、薩摩藩の密貿易の拠点として栄えた。（wiki）

Question � : 「旅行タイプ」「ビジネス向け」とご覧頂きましたが、ご希望はどちらのタイプ？
　　　　　　また、気になった仕様（内部の仕様・外部のデザイン・付属のショルダーベルトなど）は？

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9
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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
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旅の風景〜

さてと、ここからはまたあてのない旅、
古い街道を歩きはじめる。

ひと気のない夏の昼下がり、
ハチミツ色の家々に出会った。
窓辺に飾られた季節の花々が語りかけてくる。

小さな食料品店でミネラル水とチョコレートの仕入。
壁に日焼けした「水道工募集」の案内、
どれほど長く貼られているのだろう。

時間が止まったままの村のはずれに、
同じ様に時間の止まった安宿を見つけた。

今日はここで荷を解こう。

ハチミツ色の風に包まれて、セピア色の昔に思いをは
せることにする。

今日も明日も、やがてはセピア色に輝くのだから

Question � : 思い描いたトランクの絵を描いてみましょう。

www.fm21.com 匠乃固鞄カタログ Vol-9
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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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『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
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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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Wedding-Trunk

ウェディングトランク

2006年4月9日ご結婚
以前、結納品として中型トランクを作って頂きましたが、その折はおせわになりました。大切に使わせて頂
いております。
北九州市　I様
　　　　　　　　　************************
M.A様
門田さん、お願いしておりました革トランク、本日無事に届きました。
革の色合いが、想像よりも落ち着いたトーンの素敵なチョコレート色で、大変気に入りました。
手に提げて鏡の前に立って見たりもしましたが、サイズも大きすぎず小さすぎずと、何かと活躍しそうな予感
でいっぱいです。かわいらしい薩摩ボタンのストラップもどうもありがとうございました。早速夫婦仲良く使
わせて頂きます。
私の人生の相棒、大切に育てていきたいと思います。本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　************************

「結納返しで、何か欲しいものある？」と彼女（今の妻）に聞かれ、「一生使えて、飽きが来なく、二人と一
緒に年を重ねられる物はないか」とインターネットで探していたところ匠乃革トランクに出会いました。
　そのことを、彼女に話すと快く承諾してくれ、タグや中の生地等のデザインもしてくれました。
それから数カ月が経ち、私がそのトランク（中型、チョコレート色）を初めて見たのは、彼女を入籍の前日に
実家に迎えに行ったときでした。

　それまで、楽しみにしイメージも膨らんでいたのですが、色といい雰囲気といい私の描いていたイメージ
通りであるとともに、彼女のデザインしてくれたタグ等に感動し、とても嬉しかったことを覚えています。
　翌日婚姻届を提出するときもトランクと一緒に行きました。新婚旅行（渋めに草津温泉でしたが…）のと
きも持っていったのですが、夫婦二人の荷物には大きさがちょうど良く、中にベルトが付いており畳んだ服
等が崩れることがないこと及びしっかり作られているため割れものが入っていても中身が潰されることがな
いのでとても重宝しました。
旅館に入る際、番頭さんに荷物を預けたときに少し誇らしげな気分がしたのを覚えています。

　妻からプレゼントされて３か月ですが、今では引っ掻き傷やぶつけたときにできた傷がいくつかあります。
初めて付いた傷や何かの際に付いた傷は二人のいい思い出になっています。これからも二人と一緒に年を
重ね、「いつの日か子供に喜んで受取って貰えたらいいな」と思っています。
横須賀市　N様ご夫妻

『匠乃トランク』では、ご結婚記念のウェディン
グトランクをお勧めしています。

古くヨーロッパのウェディングでは、新婚家財を
トランクにつめて新居へ嫁いでいきました。
　トランクは、数百年経った今でもその家の大
切な財産になり、ご家族、ご一族の歴史を伝える
宝物となっています。

　そんなロマンを込めた革トランクを、ご結婚の
記念にお作りします。お二人の記念日とお名前
を入れてお届けするトランク。
トランクにつめ込むのは、これからのお二人の大
切な想い出です。
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門田様

　こんにちは、宮崎のFです。お世話になっております。引越しや結婚式のため感想が遅れました。申し訳ありませ
ん。トランクの感想は良かった点だけでなく、良くなかった点もありましたので忌憚無く述べさせていただきます。

　良くなかった点は、素上げ色革に部分的な汚れ？ややや濃い茶色？がうっすらと着色されているように見える点で
す。これは妻も不満を抱いたようです。あと、角当ての革の色が若干キャメルと異なるように思いました。

　良かった点は色味のズレや汚れ？以外のすべてです。荷物が大量に入るサイズは風格がありますし、ベルトの位置
も素晴らしいです。また、金具をはじめとする全体的な質感も秀逸で私の理想通りですし、当て革や鋲も堅牢で頼
もしい印象です。
色味のズレや革の汚れは使い込んでいるうちに目立たなくなるとのことですので、エイジングを楽しんでいきたいと
思います。色味のズレや革の汚れさえクリアできれば理想通りの出来ですので、オーダーしてよかったと思います。

　今回はご丁寧なご対応、まことにありがとうございました。次はレインケースでしょうか。
レインケースがもう少しお求め安い値段になると助かります（笑）。

追伸　結婚式のディスプレイにウェディングトランクを使いましたので、画像を添付させていただきます。
　　　妻も「可愛い」	と喜んでくれ、結婚式を大いに盛り上げてくれました
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06 .2 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
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fax：078-265-6163
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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
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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　鈴木様の場合　お問い合せから納品〜ご利用状況まで

【お問い合せ】
これまでトランクを使ったことがありませんので、最適なサイズがわかりませんが、革のトランクに憧れがあります。
３月末に１年間の海外生活に出発します。それまでに間に合うものならば、是非それで旅立ちたいと考え、おそらく
期日的には難しいかと思いつつ、メールさせて頂いております。

【２通目のメール】
さっそくのご返事ありがとうございます。鈴木です。留学先（コペンハーゲン）へは、引越しするというよりは、大き
なトランクに入るものだけを持って行こうと思っています。
それで、イメージとしては、海外旅行の人が引きずっている大型のスーツケースがまず浮かびました。問い合わせ例文
の７０センチぐらいが適当かな、と思った次第です。おすすめのページの説明に　 大型トランク：72-42-22(cm)とい
うのがありますので、そのぐらいでも良いかな、と最初は思っていました。
トランクに車輪はなくても（もちろんそのほうがトラディショナルで格好良いですし）、パイプ製のカートにのせて転が
せば良いのではないかと考えています。ただし、これまでにそのような大型ケースを取り扱った経験がないので、頭で
考えているだけでは後で後悔するのかも知れませんが。

私としては、結構人生の転機だなぁと感じていますので、ちょっと張り込んでも良いと思っています。ただ、革の大型
トランクだと、あまりにも目立ちすぎるかな、という不安感もあります。
普通にスーツケース購入したほうが無難でしょうか。。。

【14通目トランク完成】
門田様、週末に不在だったため少し遅れましたが、昨日無事にトランクを受け取りました。
あまりにも立派なので感激しています。ありがとうございました。またお世話になる事もあるかと思います。今後とも
どうぞよろしくお願い致します。　　　　　　　　　 

【留学先より１】
門田さん、ごぶさたしております。メールをありが とうございました。
コペンハーゲンの夏はもう終わってしまったので しょうか？寒く冴えない日が続いています。
革トランクですが、７月後半にこれを持って10日間ベルギーへ行きました。バロック音楽の講習会に参加するためです。
（私はバロック ファゴットを演奏します。）革トランクはごついし、目立つし、どうしようかと迷いましたが、他には大型
カバンも持っていないし、せっかくなのでこ れで行きました。結果は大満足でした。
革トランクの感想など、また別にメールいたします。

【留学先より２】
門田さん、データ回収サービスの情報感謝です！　
　　　　　　　　途中省略
さて、これから新しいMac を注文して、今後の予定 を考えようと思っています。
８月後半にはまた引越 もしなければなりません。博物館の同僚の人のお宅 に間借りすることになります。
彼も私も自動車を 持っていません。でも荷物は少ない。なにしろ僕の 荷物は、例のトランク一つと１本締
めザック(*)、あとは楽器と自転車。自転車で引っ越し先へ行き、今 度はそこのトレーラー付き自転車を借り
て引越しよ うかと考えています。おもしろい写真がとれるか も。落ち着いたらまたご連絡します。

右）鈴木様の焼印版：虫のロゴが入っているもの。
この生物の研究をされています
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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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兵庫豊岡鞄

御用職人謹製革トランクお仕立て
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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。


