
2022年　　　　　　　　月　　　　　　　日

店舗様名のご記入お願いいたします→

URL 商品№ 商品概要 旧上代 新品番
新上代

2022/09/01から 色　・各色枚数

http://winds-baggage.com/items/0332.html JB-0332 ２ＷＡＹ本革シワ加工ショルダー↑ ¥14,800 JB-0332-22 ¥15,800 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/0401.html JB-0401-2 FESバムフラップショルダー（HIPBAG)↑ ¥9,500 JB-0401-22 ¥10,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｵﾚﾝｼﾞ

http://winds-baggage.com/items/0637.html JA-0637-2 パラフィン×本革ショルダー↑ ¥6,900 JA-0637-22 ¥7,500 ﾌﾞﾗｯｸ ｷｬﾒﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾚｯﾄﾞ

反応染めロールショルダー★ ¥5,900 ｷｬﾒﾙ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｯﾄﾞ

反応染めロールショルダー★ ¥5,900 ｸﾞﾘｰﾝ ﾈｲﾋﾞｰ

http://winds-baggage.com/items/0890.html JA-0890-2 コーデュラナイロン２デイバックパック↑ ¥18,500 JA-0890-22 ¥19,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/0918.html JA-0918-3 本ヌメ革ショルダー↑ ¥16,800 JA-0918-22 ¥18,000 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ

http://winds-baggage.com/items/0997.html JA-0997-2 口金ワークボストン↑ ¥21,000 JA-0997-22 ¥22,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ

馬革ロールショルダー↑ ¥14,800 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

馬革ロールショルダー↑ ¥14,800 ﾈｲﾋﾞｰ

ホースレザーティッシュピルケース↑ ¥2,900 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

ホースレザーティッシュピルケース↑ ¥2,900 ﾈｲﾋﾞｰ

ポニープルアップワンショルダー↑ ¥11,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾚｯﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾝ

ポニープルアップワンショルダー↑ ¥11,500 ﾈｲﾋﾞｰ

http://winds-baggage.com/items/1199.html JA-1199-2 コーデュラナイロンフラップバックパック↑ ¥17,800 JA-1199-22 ¥18,800 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/1225.html JA-1225 コーデュラナイロン本革付属ヒップバッグ↑ ¥5,900 JA-1225-22 ¥6,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ

http://winds-baggage.com/items/1269.html JA-1269 コーデュラナイロンウエスト＆BODYショルダー↑ ¥12,800 JA-1269-22 ¥13,500 ﾌﾞﾗｯｸ*ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ*ﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/1278.html JA-1278-2 ポニープルアップ2WAYクラッチバッグ↑ ¥16,800 JA-1278-22 ¥18,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾈｲﾋﾞｰ

http://winds-baggage.com/items/1385.html JA-1385-2 ポニーミニメッセンジャーショルダー↑ ¥15,800 JA-1385-22 ¥16,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/1473.html JA-1473-3 反応染2WAYショルダー↑ ¥8,500 JA-1473-22 ¥8,900 ｷｬﾒﾙ ﾈｲﾋﾞｰ ﾚｯﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ

http://winds-baggage.com/items/1610.html JA-1610 コーデュラロールトップリュック↑ ¥18,500 JA-1610-22 ¥19,500 ﾌﾞﾗｯｸ*ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ*ﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/1979.html JA-1979 キャンバス巾着ショルダー↑ ¥3,500 JA-1979-22 ¥3,900 ｷﾅﾘ×ﾈｲﾋﾞｰ ｷﾅﾘ×ﾚｯﾄﾞ ｷﾅﾘ×ｸﾞﾘｰﾝ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾗｯｸ
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必要枚数ご記入ください↓

JA-0812-22

JA-1059-22

JA-1074-22

JA-1111-22

http://winds-baggage.com/items/0812.html

http://winds-baggage.com/items/1059.html

http://winds-baggage.com/items/1074.html

http://winds-baggage.com/items/1111.html

JA-0812-2

JA-1059

JA-1074

JA-1111

¥15,800

¥3,300

¥12,500

¥6,300



http://winds-baggage.com/items/1986.html JA-1986 リップナイロンビッグエコショルダー↑ ¥7,900 JA-1986-22 ¥8,500 オリーブカーキ ネイビー ブラック

http://winds-baggage.com/items/2040.html JA-2040 ワンストラップビッグショルダー↑ ¥16,800 JA-2040-22 ¥18,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ

http://winds-baggage.com/items/2045.html JA-2045 ヌメ革シュリンクワンショルダー（K2トミー）↑ ¥23,800 JA-2045-22 ¥25,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

http://winds-baggage.com/items/2089.html JA-2089 パラフィンエディターズバッグ-2　↑ ¥15,800 JA-2089-22 ¥17,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾈｲﾋﾞｰ

http://winds-baggage.com/items/2128.html JA-2128 オイルレザーエディターズショルダー2ND　↑ ¥29,500 JA-2128-22 ¥31,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ

http://winds-baggage.com/items/2141.html JA-2141-2 モールドレザー巾着ショルダー↑ ¥8,000 JA-2141-22 ¥8,500 ｷﾅﾘ ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ

JA-2198 セミサークルトート2018　↑ ¥5,300 JA-2198-22 ﾌﾞﾗｯｸ ｶｰｷ ｷﾅﾘ×ｷｬﾒﾙ

JA-2198-2 セミサークルトート2019　↑ ¥5,300 JA-2198-22 ｷﾅﾘ×ﾍﾞｰｼﾞｭ ｷﾅﾘ×ﾈｲﾋﾞｰ

http://winds-baggage.com/items/2290.html JA-2290 馬革ヒップバッグ　↑ ¥14,800 JA-2290-22 ¥15,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

反応染ミニポーチ↑ ¥4,200 ブラック グリーン キャメル ｲｴﾛｰ

反応染ミニポーチ↑ ¥4,200 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

馬革縦型ショルダー↑ ¥13,800 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘﾝ

馬革縦型ショルダー↑ ¥13,800 ﾈｲﾋﾞｰ

馬革スクエアジップショルダー↑ ¥15,800 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ｸﾞﾘｰﾝ

馬革スクエアジップショルダー↑ ¥15,800 ﾈｲﾋﾞｰ

反応染刺子ネックポーチ　↑ ¥4,500 ｷｬﾒﾙ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ﾈｲﾋﾞｰ ｲｴﾛｰ

反応染刺子ネックポーチ　↑ ¥4,500 ｸﾞﾘｰﾝ

隠しマグネット馬革シンプルショルダー　↑ ¥12,000 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

隠しマグネット馬革シンプルショルダー　　↑ ¥12,000 ﾈｲﾋﾞｰ

フラップボックス馬革ショルダー　↑ ¥14,800 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

フラップボックス馬革ショルダー　↑ ¥14,800 ﾈｲﾋﾞｰ

ホースレザーシンプルミニトート　↑ ¥11,500 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙ ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ

ホースレザーシンプルミニトート　↑ ¥11,500 ﾈｲﾋﾞｰ

JA-2664

JA-2378-22

JA-2427-22

JI-2479

JA-2522

JA-2597

JA-2340-22

JA-2597

JA-2664

http://winds-baggage.com/items/2198.html

http://winds-baggage.com/items/2340.html

http://winds-baggage.com/items/2378.html

http://winds-baggage.com/items/2427.html

http://winds-baggage.com/items/2479.html

http://winds-baggage.com/items/2522.html

http://winds-baggage.com/items/2597.html

http://winds-baggage.com/items/2664.html ¥12,000

JA-2340

JA-2378

JA-2427

JI-2479

¥5,800

¥4,900

¥14,000

¥16,000

¥4,900

¥12,800JA-2522

¥15,000


