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「オーダーメイドの既成概念を覆す」大人女性のための上質財布 

アテニア 『イタリアンレザー オーダーメイド財布』が 
2019年11月13日(水)より予約販売スタート 
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＜全6型＞右、写真上から順に 

 

イタリアンレザー ミニ財布             

価格：8,400円(税込) / 7,637円(税抜) 

 

イタリアンレザー ファスナー長財布        

価格：11,800円(税込) / 10,728円(税抜) 

 

イタリアンレザー ボックス財布               

価格：8,900円(税込) / 8,091円(税抜) 

 

イタリアンレザー 長財布             

価格：11,800円(税込) / 10,728(税抜) 

 

イタリアンレザー 薄型長財布        

価格： 9,800円(税込) / 8,910円(税抜) 

 

イタリアンレザー スマホ財布               

価格：14,800円(税込) / 13,455円(税抜) 

2019年11月13日（水）～2019年11月28日(木)迄  → 2020年2月中旬より順次お届け 

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。 

 「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。」を企業理念に、化粧品に留まらず  
様々なアイテムへと波及させている株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長： 
斎藤智子）は、大人女性向けオーダーメイドの『イタリアンレザー 財布』に、キャッシュレス時代にフィットした
薄型長財布、スマホ財布、ミニ財布の3型を新たに加え＜全6型×各10色 全60種類＞のバリエーションで、
2019年11月13日(水)より予約をスタートします。 
 
【アテニア 大人女性向けオーダーメイド 第3弾】 
 オーダーメイドは既製品よりも高価なのが一般常識。こだわればこだわるほど高価になり、手の届かない
物に。しかもオーダーメイドは、男性向けが多く、女性、さらには大人女性向けとなると世の中でほとんど見
かけないと言っても過言ではありません。そんな常識を根本から覆す「大人女性向けオーダーメイド」を 
アテニアは実現させました。型と色を選ぶだけで簡単にオーダーが出来ることが大きな反響を呼び、好評を
得た第1弾、第2弾に続き、「世界屈指の上質素材」と「大人女性にこそ似合う色」「女性が日常使いしやすい
機能性」を追求したオーダーメイド財布＜全6型×各10色 全60種類＞が第3弾としてスタートします。 
人気のベーシックな財布3型とカラーバリエーションはそのままに、今を生きる女性のライフスタイルに寄り添
い、現金、カードは最低限でコンパクトに仕上げた新型財布3型を加え、圧倒的に購入しやすい価格で届け
ます。 

NEW 

NEW 

NEW 

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) 

2019年12月  2日（月）～2019年12月19日(木)迄  → 2020年3月中旬より順次お届け  

2019年12月24日（火）～2020年  1月31日(金)迄  → 2020年4月中旬より順次お届け  

予約受付： 

http://www.attenir.co.jp/


 既製品に比べて高額なイメージのあるオーダーメイドをもっと女性の身近な歓びとしてほしい…。 
そんな想いから生まれたアテニアの“オーダーメイド”。 
 お届けまでに約3か月程時間を要しますが、確かな品質を約束されたオーダーメイドだからこそ、手もと
に届くまでの時間も楽しみのひとつに。 

大人女性を魅了する上質な手触り  
1．世界のトップメゾンが指名するイタリアンレザーを使用 

名だたるハイブランドの信頼も厚い 
2．イタリア「ランポーニ社」のパーツを採用 

一点一点ハンドメイドで 
3．細部まで美しい熟練職人の技 

大人に映える奥行きのある 
4．絶妙なカラー開発 
 
他にはない絶妙な色合いはイタリアンレザーならでは。おしゃれで美しい
色合いと評判高いカラーの中から、女性の手肌までも美しく魅せる選りす
ぐりの10色をセレクト。さらに毎日使うものだからこそ、持っているだけで 
“幸せ”を呼び込む開運カラーで揃えました。  
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世界屈指の品質と生産量を誇る、イタリアのレザーメーカー「マストロット 
社」。世界トップメゾンが指名する、しっとりとやわらかな手触りの上質レ
ザーを厳選。化粧品ブランドのアテニアならではの視点で“もっちり感”と 
“しっとり感”のある仕上がりにこだわったレザーは最高の手触りを約束し
ます。 

世界のトップメゾンがバッグや財布に採用している「ランポーニ社」から特
別調達したイタリアンメイドの鋲(びょう)を財布の正面にあしらい、ラグジュ
アリーで洗練された印象に仕上げました。 

100年以上続く老舗の財布専業メーカーに縫製を依頼。熟練の職人が
約30の工程を一点一点丁寧に仕立て、美しさと使い勝手のよさを両立
しました。 

  

エレガンスと機能美が宿る 
アテニア財布の魅力とは 

＜10色＞右、写真上より反時計回りに： 
ロイヤルネイビー / チョコブラウン / フォレストグリーン / パウダーブルー / 

モーヴパープル / ダークレッド / カフェオレ / トープグレー / シャンパンゴー
ルド / ピンクブロッサム 

 



  

自分らしさが必ず見つかる、全60種類のオーダーメイド財布 

 
ポシェットと財布が一体化した 
ニューフェイス 
 
商品名：イタリアンレザー スマホ財布 
価格：14,800円(税込） / 13,455円(税抜) 
サイズ：Ｗ20×Ｈ11×Ｄ3(約/㎝・最大)  

 
財布の機能性はそのままに、スマホが入る収
納力をプラス。ショルダーベルト付きだからお
しゃれなミニバッグ感覚で使え、手放せない毎
日のパートナーに。 
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スマホが財布に入っていれば 

スマホ決済も現金払いも両立 

スマホは中央のマチ付きポケットにすっ
ぽり。小銭入れは片マチ付きで、出し入
れスムーズ。カードは6枚収納でき、お
札やレシートが入るオープンポケットも。 

取り外しできるショルダーベルト付き 

長さ調整できるショルダーベルトは取り
外しOK。ショルダーをつければミニバッ
グのように、外せばクラッチバッグのよう
に使えます。 

スマホや通帳に加えてリップ、パスポー
ト等も入るので旅行にもオススメです。 

 

＊ショルダーベルトは約118.5～
136.5cm調節可能です。 

背面ポケット内部の隠しカードポケット 

背面ポケット内には、さらにカードポケ
ットが。ICカードを入れておけば、改札
の通過やちょっとした支払いもスマホ
財布ごとピットスマートに。 

 
薄型を極めたミニマムな長財布 
 
商品名：イタリアンレザー 薄型長財布 
価格：9,800円(税込) / 8,910円(税抜) 
サイズ：Ｗ20×Ｈ8.7×Ｄ2(約/㎝・最大)  

 
「バッグに入れやすいスマートな長財布が欲し
い」というリクエストを受けて用意。小銭入れの
ファスナーをあえてなくし、極限まで薄さとスマ
ートさを追求しました。 

まさに時短！お札、小銭、カードを 

ワンアクションで 

大きく開くL字型ファスナーと、オープン
式小銭入れで、出し入れの早さNo.1。
カードは8枚収納可能。オープンポケッ
ト2つ付き。 

手にした瞬間に感動する薄さ 

写真左がイタリアンレザー薄型長財布。
右側のイタリアンレザー長財布と比べる
と一目瞭然の薄さを実現。 

約2cm厚 約3.5cm厚 

NEW 

NEW 



 
キュートなルックスなのに抜群の機能性 
 
商品名：イタリアンレザー ミニ財布 
価格：8,400円(税込） / 7,637円(税抜) 
サイズ：Ｗ9.5×Ｈ7.5×Ｄ4(約/㎝・最大)  

 
アテニア史上最少の三つ折りタイプ。 
トレンドのミニバッグにも収納可能で、キャッシュレ
ス時代に先駆けたミニ財布。 
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究極の手のひらサイズに 

想像以上の収納力 

カードは全部で6枚収納可能。背面ポ
ケットにICカードを入れれば改札もスム
ーズ。お札も折らずに収納できます。 

取り出しやすい外付きの小銭入れ 

ワンタッチで大きく開く外付けの両マチ付
き小銭入れ。出し入れにストレスがなく支
払いもスムーズです。 

抜群の収納力を誇る人気No.1財布 
 
商品名：イタリアンレザー 長財布 
価格：11,800円(税込） / 10,728円(税抜) 
サイズ：Ｗ19.5×Ｈ9.5×Ｄ3.5(約/㎝・最大)  

 
2層の札入れ・小銭入れ、16枚収納のカードポ
ケットなど、たくさん入ってすっきり収納できる
長財布。女性の手になじむサイズとスマートな
ルックスも魅力。 
 

圧倒的な収納力を備えた 

機能性の高さが魅力 

大きく開く中仕切り付きの小銭入れは、
硬貨やレシート等の仕分けに便利。 

カードは16枚収納可能。 

すっきりシルエットに気の利いた仕掛け 

背面にはオープンポケット付き。ICカード
やチケット等、すぐに取り出したいアイテ
ムの収納に重宝。 

細部まで考えられた機能性 

収納量によって調整できるスナップボ
タンや持ちやすいファスナーの引き手
など細部まで機能を追求。 

NEW 
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高い収納力とスマートなフォルムを両立 
 
商品名：イタリアンレザー ファスナー長財布 
価格：11,800円(税込） / 10,728円(税抜) 
サイズ：Ｗ19.5×Ｈ10×Ｄ2.5(約/㎝・最大)  

 
長財布の収納力はそのままに、よりスマートなデザインが
魅力のラウンドファスナー式。ファスナーと引き手のゴール
ド使いもアクセントに。 
 

たっぷり収納&すっきりまとまる実力派 

3層の札入れに、12枚収納のカードポケ
ットで高い収納力とすっきりとしたデザイ
ンを実現。 

出し入れしやすいマチ付き小銭入れ 

小銭入れは収納力に優れた片マチ付
きのファスナー式。オープンポケットも3

つあり、レシートの収納にも便利。 

ロングセラーの二つ折り財布 
 
商品名：イタリアンレザー ボックス財布 
価格：8,900円(税込） / 8,091円(税抜) 
サイズ：Ｗ11×Ｈ10×Ｄ3(約/㎝・最大)  

 
コンパクトなルックスながら、必要なものがきちんと収納で
きる二つ折りタイプ。アテニアで21年のロングセラーとなっ
ている人気の型です。 
 

整理しやすいシンプルな内部仕様 

2層の札入れに8枚収納のカードポケット
など、コンパクトながら高い機能と収納
力を実現。カードは内向きで入り安心。 

リピーター続出！ 

ストレスフリーの画期的な小銭入れ 

一瞬で大きく開くボックス型の小銭入れ
はファンも多数。小銭を見つけやすく支
払い時の所作もスマート。 



 色彩が美しく幸せを呼び込む『開運カラー』！ 
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品格のあるネイビーは、仕事運
を引き寄せるカラー。堅実なお金
使いで金運も安定。 

仕事運・勉強運に効く爽やかなブ
ルーは、厄やストレスの浄化作用
でお守りにも。 

深みのあるレッドは人を魅了する
効果で対人運を高め、決断力と
勝負運も上げる。 

優しいまろやかな印象のベージ
ュは、お金を育てる金運と、品格
を授けてくれる。 

シャンパンゴールド 
トレンドの青みグリーンは再生パワー
の象徴。癒やし効果とともに、健康運
を高める。 

大地に根を張るように、安定した家庭
運と財運を高めるリッチな色合いのブ
ラウン。 

女性の可愛らしさを演出するピンク。
包容力を高め、愛情運とともに対人
運もアップ。 

優美なパープルは、仕事でいい関係
を築ける効果が。仕事運好調で金運
もアップ。 

浄化作用で状況を好転させる上品
なグレー。女性らしい柔軟性で成功
へ導く。 

株式会社アテニア 営業戦略本部 通販営業部  

広告企画グループ PR担当 

 間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp） 

TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459 

アテニア美容相談室 

フリーダイヤル      0120-165-333 

受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日） 

HP:   

＜一般のお客様からの商品に関するお問合せ先＞ 本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先 

毎年人気のプラチナのようにきら
めくシャンパンカラーは、金運アッ
プに効果大。 

フォレストグリーン 

カフェオレ チョコブラウン 

ダークレッド ピンクブロッサム 

パウダーブルー モーヴパープル 

ロイヤルネイビー トープグレー 

■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」という女性たちの本音を受けとめ、  

 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。    

 “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
に生きる女性達を応援しています。  

まと 

mimasaki@fancl.co.jp
http://www.attenir.co.jp

