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Synthetic Leather 合成皮革持ち手

※手縫い用の穴があいている持ち手は、必ず手縫いで縫い付けてください。
　 It is recommended to handstitch the attachments which have stitching holes.

Leather 本革持ち手

■色:

　Color

#411ネイビー

Navy

#870焦茶

Dark Brown

#11黒

Black

#2赤

Red

#0オフ白

Off White

#6カラシ

Mustard

取り付け方断面図（Cross section view）

※足折れ金具
   2 - legged folding metal parts

※長さによって品番が異なります。
　 The item numbers vary with the length.

※金具:シルバー / Metal parts:Silver

■幅:1.8～4cm(W)

■全長:55cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

YAK-5502S
手さげ・ショルダータイプ

Shoulderbag belt

Handbag handles

取付け方説明書,

足折れ金具4ヶ付

(with Manual and Metal parts)

■全長:42cm(L)YAK-4202S
手さげタイプ

Handbag handles

■幅:1.8～4cm(W)

 人気の足折れ金具持ち手

 (YAK-4202,YAK-5502)の

 シルバー色が出来ました。

足折れ金具

座金

足を外側に曲げる曲げた足

持ち手

表生地

(バッグ本体)

裏生地

(バッグ本体)

Top of 2 - legged
foling metal parts Bag handle

Bag outer

Washer

Bent leg
Bag lining

Bend leg up
to complete
fastening

■幅:2～5cm(W)

■全長:48cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

ENA-4830
手さげタイプ

Handbag handles

型紙レシピ付

(with Paper Patterns)

■共通色:

　Color

#E2エナメルレッド

Enamel Red

#E11エナメルブラック

Enamel Black

#E411エナメルネイビー

Enamel Navy

#E0エナメルホワイト

Enamel White

エナメルシリーズ Enamel Series

※エナメル生地  Enamel cloth

※長さによって品番が異なります。
　 The item numbers vary with the length.

■太さ:1.1cm(D)

■全長:48cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

ENA-48
手さげタイプ

Handbag handles

裏あて4枚付

(with Patches)

■全長:40cm(L)ENA-40
手さげタイプ

Handbag handles

■太さ:0.8cm(D)

New line with silver-color
leg-folding metal parts appears.

エナメル生地を使用した光沢のある持ち手です。 Glossy handles using enamel cloth.

※長さによって品番が異なります。
　 The item numbers vary with the length.

■幅:2.1cm(W)

■全長:65cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

KM-87
手さげ・ショルダータイプ

Shoulderbag belt

Handbag handles

■色:

　Color

#25焦茶

Dark Brown

#26黒

Black

■全長:50cm(L)KM-86
手さげタイプ

Handbag handles

■幅:2.1cm(W)
KM-91
手さげ・ショルダータイプ

Shoulderbag belt

Handbag handles

※ナスカン

　 Swivel bolt
　 snap hook

■幅:3.3cm(W)

■全長:70cm(L)

■入数:1本(1pc/pack)

■持ち手部分:45cm

　(For the handle)

■色:

　Color

#25焦茶

Dark Brown

#26黒

Black

※金具:アンティークゴールド

　 Metal parts:Antique Gold



140 http://www.inazuma.bizINAZUMA

Wood木工持ち手

アクリルテープ×合成皮革持ち手
Acrylic×Synthetic Leather

　All the dimentions stated on this page are “approximately ”.
※本ページに記載されている寸法は全て「約」表記です。

■高さ:9.5cm(H)BM-1490
手さげタイプ

Handbag handles ■厚み:1.3cm(T)

■入数:2本(1pair/pack)

■色:

　Color

#24茶

Brown

■横幅:14.5cm(W)

※長さによって品番が異なります。
　 The item numbers vary with the length.

■全長:40cm(L)ENA-4020S
手さげタイプ

Handbag handles

■幅:2cm(W)

編み図付

(Instructions of bag
 making are contained.)

■幅:2cm(W)

■全長:60cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

ENA-6020S
手さげ・ショルダータイプ

Shoulderbag belt

Handbag handles

※金具:シルバー

　 Metal parts:Silver

※ホック式

※表面:エナメル

　裏面:アクリルテープ

　 The right side is enamel
　 and  the wrong side is acrylic tape.

※長さによって品番が異なります。
　 The item numbers vary with the length.

■全長:48cm(L)YAT-4868
手さげタイプ

Handbag handles

型紙レシピ付

(with Paper Patterns)

■幅:2cm(W)

■全長:60cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

YAT-6068
手さげ・ショルダータイプ

Shoulderbag belt

Handbag handles

NEW COLOR
■色:

　Color

#5オーク/オーク

Oak/Oak

ミシン縫い付け可

Possible to sew it on a sewing machine.

■共通色:

　Color

#E411エナメルネイビー

Enamel Navy

#E2エナメルレッド

Enamel Red

#E0エナメルホワイト

Enamel White

#E11エナメルブラック

Enamel Black

エナメルシリーズ Enamel Series

作・山内美実

※木工の持ち手はロットによって、若干の色ぶれがあります。
　 Color of wooden handles might vary with a lot unit.

エナメル生地を使用した光沢のある持ち手です。 Glossy handles using enamel cloth.

※エナメル生地
　 Enamel cloth

※[ENA-4020S #E11]使用例

■高さ:9cm(H)PMB-1
手さげタイプ

Handbag handles ■厚み:1cm(T)

■入数:2本(2pcs/pack)

■横幅:27cm(W)

■色:

　Color

#25焦茶

Dark Brown

※[PMB-2]使用例

PMB-2
手さげタイプ

Handbag handles

■高さ:13.5cm(H)

■厚み:1cm(T)

■入数:2本(2pcs/pack)

■横幅:17.4cm(W)

■色:

　Color

#26黒茶

Black Brown ※[PMB-5]使用例

PMB-5
手さげタイプ

Handbag handles

■入数:2本(2pcs/pack)

■幅:1～1.6cm(W)

■全長:35cm(L)

■色:

　Color

#26黒茶

Black Brown ※[PMB-6]使用例

PMB-6
手さげタイプ

Handbag handles

■高さ:11cm(H)

■厚み:1.2～2cm(T)

■入数:2本(2pcs/pack)

■横幅:28.5cm(W)

■色:

　Color

#26黒茶

Black Brown

PMB-3
手さげタイプ

Handbag handles ■入数:2本(2pcs/pack)

■幅:1.3cm(W)

■全長:55cm(L)

■色:

　Color

#25焦茶

Dark Brown

PMB-4
手さげタイプ

Handbag handles ■入数:2本(2pcs/pack)

■幅:1.1～1.7cm(W)

■全長:34cm(L)

■色:

　Color

#25焦茶

Dark Brown
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※本ページに記載されている寸法は全て「約」表記です。

Cord and Other コード・他持ち手

Metal Parts・Tools 金具・道具

※All the dimentions stated on this page are“approximately”.

AG=アンティークゴールド G=ゴールド S=シルバー BN=ブラックニッケル
Antique gold Gold Silver Black Nickel

ベルト金具 (大 )

ベルト金具 (小 )

■入数 :1 ヶ (1pc/pack)

■入数 :1 ヶ (1pc/pack)

AK-102
H26mm×W101mm

■色 :AG , S , BN , G

AK-104

■色 :  S ,  G

AK-103
H20mm×W50mm

■色 :AG ,  BN , G

※裏面 (back side)

※裏面 (back side)

Chatelaine (large)

足折れ留めホック ■入数 :1 セット /座金付 (A set contains metal washers.)

Leg-folding type clasp 

※原寸大 (Real size)

Chatelaine (small)

裏側は、取り外しのできるナスカン式です。※片側のみDカンが取り外しができます。

20mm用

12mm

15mm用

15mm

φ14mm

ホック（足折れ部分）の取り付け方(Manual)

金具(Metal parts)

本体生地
(Cloth)

座金(Washer) 
足を折り曲げる

ベルトの装飾金具やコートの留め具などに
使用できます。

Chatelaine can be used not only for a belt 
but also for a coat

[使用イメージ]Sample

ベルト装飾金具としての使用イメージ

※凹凸両側とも同じ足折れ方法で取り付けられます。
※The both convex side and concave side are same method of mounting.

(Fold legs)

■共通色:

　Color

#2黒

Black

#6紺

Purple Navy

#7エンジ

Dark Red

#9オリーブ

Olive

#12グレー

Gray

#15焦茶

Dark Brown

#26ベージュ

Beige

BM-3850
手さげタイプ

Handbag handles

■幅:1.1cm(W)

■全長:36.5cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

　(Mtrl:Rayon,Cotton)

■素材:レーヨン,綿

江戸打紐シリーズ Braided cord "Edo-uchi" Series

BM-3880
手さげタイプ

Handbag handles

■幅:1.1cm(W)

■全長:37.5cm(L)

■入数:2本(1pair/pack)

　(Mtrl:Rayon,Cotton)

■素材:レーヨン,綿

�

�

BR-1677
バークロージャー持ち手
手さげタイプ

Handbag handles

■入数:1セット(1set/pack)

編み図付

(Instructions of bag
 making are contained.)

■高さ:9.2cm(H)

■太さ:5mm(D)

■横幅:15.9cm(W)

�

�
■高さ:2.7cm(H)

■太さ:5mm(D)

■横幅:17.5cm(W)

独特な光沢を持った江戸打紐を巻き付けて持ち手にしました。

作・山内美実

■色:ゴールド

　(Color:Gold)

■素材:鉄

　(Mtrl:Iron)

使い方（How to use）

１

２

３

aを bに通します。

a

b

通した状態のまま、

上に引っ張ると…

しっかり口が

閉まります！

Pass (a) through (b).

Pull (a) up while
passing (a) through (b).

The opening
of the bag closes.

※[BR-1677]使用例

Bar closure

Those handles are made by winding a braided cord "Edo-uchi-himo" that have unique glossy.



■素材：キュプラ・ポリエステル ■素材：キュプラ・ポリエステル細・太

EHG-5 ■全長 :約5m 袋入 (5m/pack)

EFG-2 ■全長 :約2m 袋入 (2m/pack)

■太さ :約φ3mm(dia.)

■太さ :約φ5mm(dia.)

EHS-5 ■全長 :約5m 袋入 (5m/pack)

EFS-2 ■全長 :約2m 袋入 (2m/pack)

■太さ :約φ3mm(dia.)

■太さ :約φ5mm(dia.)

#G #S

細

太

細

太

え ど う ち

金糸江戸打 細・太
え ど う ち

銀糸江戸打
き ん し ぎ ん し

江戸打　細・太
え ど う ち

(Mtrl：Cupro・Polyester) (Mtrl：Cupro・Polyester)

Braided cord ("Edo-uchi") thin cord・thick cord

Gold braided cord “Edo-uchi” (Thin)
Gold braided cord “Edo-uchi” (Thick)

Silver braided cord “Edo-uchi” (Thin)
Silver braided cord “Edo-uchi” (Thick)

ソフトレザーオンテープ

■厚み :約 2mm(T)

■素材 :アクリル・合成皮革
(Mtrl:Acrylic・Synthetic Leather)

■全長 :約10m(L)(リール巻 reel)

BT-2017
■幅:約20mm(W)

■合皮部分幅:約15mm(W)
#11黒 / 黒

■色 :

#2赤 /赤

#3103 薄アイボリー / 
アイボリー

#4 ベージュ /ベージュ

#540 茶 / 茶

#870焦茶 /焦茶

Acrylic & leather-like soft tape  

　Color

Red/Red

Light Ivory/Ivory

Beige/Beige

Black/Black

Brown/Brown

Dark Brown/Dark Brown

Synthetic leather

■レザーオンテープ　柔らかさ比較画像
(Image comparison)

BT-2017#2(赤)

BT-2014
＃316(ピンク/IV)

厚みがうすく、
ソフトタッチで手になじみやすいです。

（Soft and Comfortable texture due to 
its flatness.）  

Sew on type

■厚み : 約 2mm(T) ■穴 :約φ1mm(dia.)

■素材 : 本革

■色 :

※原寸大 (Real size)

HMT-6
( 縫い付けタイプ )

H10mm×W49mm

(Mtrl：Leather)

　Color

#7 キャメル
Camel

#24 茶
Brown

#25 焦茶
Dark Brown

#26 黒
Black

■色 :AG , S ,  G

※HMT-1＃S(シルバー）のみ、光沢のないマットな仕上げです。(※Matte coating finish is available only for HMT-1 #S.)

（Handmade） Tag Plate

※原寸大 (Real size)

HMT-2

H10mm×W40mm

■色 :AG , S ,  G ■厚み : 約 2mm(T)

■厚み : 約 2mm(T)

■厚み : 約 2mm(T)

※原寸大 (Real size)

HMT-1
( 座金付足折れタイプ )

H10mm×W40mm

( 座金付足折れタイプ )

■色 :AG , S ,  G

※原寸大 (Real size)

HMT-3
( 縫い付けタイプ )

H10mm×W40mm

Sew on typeSew on typeSew on type

※HMT-1とHMT-2は足折れタイプです。

(※HMT-1 and HMT-2 are leg folding type.)

■厚み : 約 2mm(T)■色 :AG , S ,  G

※原寸大 (Real size)

HMT-4
( 縫い付けタイプ )

H9mm×W37mm

■厚み : 約 2mm(T)■色 :AG , S ,  G

※原寸大 (Real size)

[※HMT-4#AG アンティークゴールド使用例 ]

HMT-5
( 縫い付けタイプ )

H5mm×W31mm ■穴 :約φ2mm(dia.)■穴 :約φ2mm(dia.)■穴 :約φ2mm(dia.)

※Example of use［HMT-4 #AG Antique gold］
  

※拡大（Enlarged image）

AG

S

G

AG

S

G

AG

S

G

AG

S

G

AG

S

G

Leg folding type with washer Leg folding type with washer

hand made タグプレート ■入数 :1 ヶ (1pc/pack)

Leather Parts
本革パーツ

Tape and Cordテープ・コード

約 15mm

※All the dimentions stated on this page are“approximately”.※本ページに記載されている寸法は全て「約」表記です。

Metal Parts・Tools金具・道具

INAZUMA http://www.inazuma.biz142 AG=アンティークゴールド G=ゴールド S=シルバー
Antique gold Gold Silver
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