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一流ブランドの品質を、１/３価格で提供することに挑戦し続けます。

本場イタリアの一流レザーを贅沢に使用した
オーダーメイド『イタリアンレザー財布』から
最旬のカラー「エクリュベージュ」が新登場！
2021年11月16日(火)予約販売スタート
株式会社アテニア(所在地：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長： 斎藤智子)は、2021年11月16日(火)より
型と色を選ぶだけで手軽に注文ができる、大人女性向けのオーダーメイド『イタリアンレザー 財布』の新色「エク
リュベージュ」を発売。新たに<5型・8色>として予約を通信販売にてスタートします。
【商品概要】
“上質”を特別なときだけではなく、“日常”に取り入れて豊かな気持ちで過ごしてほしいとの想いから、アテニア
は「一流ブランドの品質を、1/3価格で提供する」ことを企業理念に掲げています。この『イタリアンレザー財布』は
一流品質のイタリアンレザーを素材に使用し、注文を受けた分だけを生産する“オーダーメイド形式”にすること
で、生産・物流・販売すべての工程の無駄を省き、徹底的にコストを削減。高い品質でありながら圧倒的に市場
よりも手の届きやすい価格を実現した、アテニアを代表する商品です。
これまでの7色展開に加え、新たに明るく洗練された上品な「エクリュベージュ」が新登場。「エクリュベージュ」
は開運カラーとも言われており、この冬手に入れたい新色。運気別に選べる8色展開となり、<5型・8色>の全40
パターンから選べます。

New Color

「エクリュベージュ」
イタリアから届いた最旬のベージュで、
ナチュラルで明るい洗練されたカラー。

『イタリアンレザー財布』
<5型・8色>写真右上より順に

イタリアンレザー 長財布
価格：13,800円(税込) / 12,546円(税抜)

イタリアンレザー スマホ財布
価格：15,800円(税込) / 14,364円(税抜)

イタリアンレザー ファスナー長財布
価格：13,800円(税込) / 12,546円(税抜)

イタリアンレザー ミニ財布
価格：9,500円(税込) / 8,637円(税抜)

イタリアンレザー ボックス財布
価格：9,500円(税込) / 8,637円(税抜)

予約受付：2021年11月16日（火）～12月 2日(木)迄 → 2022年3月中旬より順次お届け
2021年12月 6日（月）～12月23日(木)迄 → 2022年3月末より順次お届け
2021年12月27日（月）～ 1月31日(月)迄 → 2022年4月中旬より順次お届け
2022年 2月 4日（金）～ 3月23日(水)迄 → 2022年6月中旬より順次お届け
予約方法：アテニア HP www.attenir.co.jp / ご注文受付センター
0120-165-555 (通話料無料)
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【商品特長】
1. 世界のトップメゾンが指名する一流品質の「イタリアンレザー」を使用
世界三大レザーのひとつであるイタリアンレザーの中でも、世界屈指の品質
を誇る「マストロット社」のレザーを採用。トップメゾン御用達のしっとりやわらか
な手触りの上質なレザーだけを厳選し、絶妙なニュアンスのある色合いに染め
上げました。大人女性の手もとを美しく彩り心まで華やかにしてくれるこれらの
カラーはすべてが開運カラー。 また、財布の内面の色は表面とは異なる開運
カラーを配し、おしゃれなバイカラーのデザインで幸運を呼び込みます。

<大人の日常に華やかな彩りと幸せをもたらす、おしゃれなバイカラー>
New Color

外革：エクリュベージュ

外革：シャンパンゴールド

外革：ハニーオレンジ

外革：ペールピンク

(内革：トープ)

(内革：トープ)

(内革：トープ)

(内革：トープ)

浄化やリセットを促す作用があり
新しい年に相応しいカラー。内革
のトープで金運アップの効果も。

シャンパンゴールドとトープの組
み合わせは最強の金運アップカ
ラー。お金の循環を促進します。

落ち着いたオレンジは、良縁を呼
び込み、人間関係を良好にしま
す。トープの効果で金運も上昇！

上品なピンクは、女性の運気を総
合的にアップ。トープとの合わせで
金運アップにも期待。

外革：ロイヤルパープル

外革：トープ

(内革：プレシャスネイビー)

(内革：ペールイエロー)

外革：プレシャスネイビー
(内革：スモーキィブルー)

外革：エメラルドグリーン
(内革：プレシャスネイビー)

落ち着いたトープは今年の金運
アップNo.1カラー。さらにペール
イエローで財運を高めます。

ブルー系はお金を財布に貯めてく
れるカラー。冷静な判断力を高め、
無駄遣いを防ぐ効果も。

グリーンは仕事の成長を助けるカ
ラー。ネイビーと合わせることで、
才能をより引き出してくれます。

パープルは直感が増すカラー。
ネイビーと合わせると冷静さが増
し、仕事の成功が期待できます。

2. 「1/3価格」を実現する無駄を省いたオーダーメイド形式
「一流ブランドの品質を、1/3価格で」を可能にしているのは、生産・物流・
販売のすべての工程から無駄を省いて、ぎりぎりまでコストを削減したオー
ダーメイド形式だからこそ。ご予約後から生産をスタートするため、お届け
までに3ヵ月ほど要しますが、職人の手作業で一つ一つ丁寧に作られる財
布の品質に、多くのご満足の声をいただいています。

3. お客様の声と共に開発。ストレスフリーで感動的な使いやすさは唯一無二
「ここにもポケットがあったら」「カードをもっと入れたい」といった、お客様
から寄せられたハガキやアンケートすべてに目を通し、大人女性が理想
とする使いやすさを追求して改良を重ねています。そんな他では体験でき
ない使い心地のよさで毎年人気を集め、これまでの累計販売数は5万個
を突破しました。
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INFORMATION

アテニアとは
バブル全盛期の1989年、「良いと言われる化粧品は高くて続けられない」という女性の本音を受けとめ、それまでの化粧品の
常識を覆し、「一流ブランドの品質を1/3価格で提供する」というブランドコンセプトのもとアテニアは誕生しました。
人生100年時代と言われる現代において「どれだけ美しさの寿命をのばせるか」を課題にし、この30年間エイジングケアの専門
研究を日々進化させてきました。そして、たどりついた結論は遺伝子。進化し続ける皮膚科学研究と遺伝子研究を味方に、美しく、
イキイキと輝き続ける一生に寄り添っていきます。
まと

“世界中のすべての女性の毎日に、「上質を纏う幸せ」を”。素肌はもちろん、心まで豊かさを感じることができる毎日でありたい。
そうした想いから化粧品に留まらず、様々なアイテムへと波及し続け、時代をしなやかに生きる女性を応援しています。

報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社アテニア
広告企画グループ PR担当
池田 絵理子（eriko_0804@fancl.co.jp）
西川 八重子(yaeko1506@fancl.co.jp）
TEL : 045-226-1452

一般のお客様からの商品に関するお問合せ先
アテニア美容相談室
TEL : 0120-165-333
受付時間：9：00‐21：00（平日・土）、9：00‐17：00（日・祝日）
HP : www.attenir.co.jp
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カード収納の多さと仕分け機能で人気No.1
商品名：イタリアンレザー 長財布
価格：13,800円(税込) / 12,546円(税抜)
サイズ：Ｗ20×Ｈ9.5×Ｄ4(約/㎝・最大)

一般的な長財布よりもたっぷり入り、考えられたポケットの仕切
りで整理しながら収納できます。
小銭やお礼はもちろん、20枚のカードからチ
ケット類まですっきり収納可能。スマートな見
た目以上にたっぷり入る大容量の収納力は
一度使うとやみつきに。

2層の小銭入れの仕切りにはクーポンなど
が入るポケット付き。2層の札入れに20枚の
カード入れなど、綺麗に整理できるのも魅力。

☑ カードは20枚収納可能
☑ 2層の小銭入れと札入れ
☑背面ポケット付き
留め具は2つのスナップボタンで留め位置を
調節できるから、たっぷり収納しても安心。
小銭入れの引手の持ちやすさにもこだわりま
した。
背面には便利な
オープンポケット付き

女性の手になじむ
スマートなサイズ

複数ポケットの高い収納力とスリムなデザインで人気
商品名：イタリアンレザー ファスナー長財布
価格：13,800円(税込) / 12,546円(税抜)
サイズ：Ｗ19.5×Ｈ10×Ｄ2.5(約/㎝・最大)

たっぷりの収納力とバッグの中でかさばらないスリム兼ね備えた、
実力派のラウンドファスナータイプ。

札入れは3層あるので家計と分けたりオー
プンポケットとしてレシートを仕分けて入れ
ることもできて便利。札入れの中仕切りに
はチケット類が入るポケット付き。

小銭入れは片マチ付きのファスナー式。
大きく開くから小銭を取り出しやすく、会
計もスムーズ。カードは12枚収納可能。

☑ 3層の札入れ
☑ カードは12枚収納可能
☑フロントポケット付き

正面には便利な
オープンポケット付き
女性の手になじむ
スリムなサイズ感
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スマホも財布もこれひとつのマルチさでファン急増
商品名：イタリアンレザー スマホ財布
価格：15,800円(税込) / 14,364円(税抜)
サイズ：Ｗ20×Ｈ11×Ｄ3.5(約/㎝・最大)

ちょっとしたお出かけの必需品が入るミニバッグと、財布機能を兼ね
備えたマルチなバッグ。

現金の他、リップや通帳、鍵など、
お出かけに必要なアイテムを収納
可能。ショルダーベルトは取り外し
できるのでシーンに合わせて活用
できます。
小銭入れは片マチ付きで出し入れ
スムーズ。札入れは小物も入るマチ
付きで、両側にはオープンポケット
も。カードは10枚収納可能で財布と
しての機能も妥協なし。

☑ スマホ専用ポケット付き
☑ 通帳や鍵も収納可能
☑ カードは10枚収納可能
☑ショルダーベルト付き

背面にスマホ専用のポケットが。
スナップボタン2個付きなので、
スマホのサイズに合わせて留め
位置を調節可能。

画期的な小銭入れにファン多数のロングセラー

商品名：イタリアンレザー ボックス財布
価格： 9,500円(税込) / 8,637円(税抜)
サイズ：Ｗ11×Ｈ10.5×Ｄ3(約/㎝・最大)

大きく開いて取り出しやすい画期的な小銭入れで、23年のロン
グセラーを誇るボックス財布。

がばっと開き、手のひらからつまむように取
り出せる小銭入れで会計もスマートに。か
ぶせフタの裏にお守りや鍵などの小物が入
る隠しポケット付き。

札入れは整理しやすい2層式。8枚収納でき
るカードポケットは、どのカードがどこに入っ
ているかがひと目でわかる設計です。

☑ 取り出しやすい小銭入れ
☑ カードは8枚収納可能

女性の手におさまる
コンパクトなサイズ
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ミニ財布の常識を覆す大容量の三つ折りタイプ
商品名：イタリアンレザー ミニ財布
価格： 9,500円(税込) / 8,637円(税抜)
サイズ：Ｗ9.5×Ｈ7.5×Ｄ4(約/㎝・最大)

“ミニ財布はカードや小銭が入らない”という常識を覆す独自の
設計で、驚きの収納力を実現。

中央のポケットにカードが1枚、札入れの中
には3枚のカードが入るポケット付き。紙幣を
折らずに収納できるのもうれしいポイント。

☑ カードは6枚収納可能
☑ 取り出しやすい小銭入れ
小銭入れは大きく開く両マチ設計だから、出し
入れもスムーズ。ワンアクションで開くから、
会計もスマート。

小銭入れの後ろにもカードポケット付き。

背面にもカードポケット付き。

女性の手におさまる
コンパクトなサイズ

コンパクトでかわいらしい
見た目ながら、小銭や紙
幣はもちろん、合計6枚も
カード収納が可能。

