
JOGGO （ジョッゴ）  【財布】  種類一覧

種類 スリム長財布 （カード収納13段） フラップバイカラー 長財布（シングルホック ） Lファスナー 長財布 シンプルラウンド 長財布

デザイン

財布タイプ 長財布 長財布 長財布 長財布

メンズ / レディース メンズ メンズ メンズ メンズ

カラーセレクト ：内側 6ヵ所 4ヵ所 3ヵ所 3ヵ所

カラーセレクト ：外側 1ヵ所 1ヵ所 1ヵ所 ＋ 手引き 1ヵ所 ＋ 手引き

名入れ / ロゴ刻印 内側 / 内側 内側 / 外側 内側 / 外側 内側 / 外側

カード収納 13ポケット 14ポケット 12ポケット 14ポケット

サイズ 高さ190×幅87×厚み20mm 高さ90×幅190×厚み20mm　見開き部分186mm 高さ97×幅195×厚み19mm 高さ100×幅195×厚み20mm

重さ 130g 145g 175g 205g

価格（税抜） 14,800円 14,800円 14,800円 14,800円

種類 Lファスナー 長財布 （バイカラー ） フラップバイカラー 長財布 （ダブルホック ） シンプルラウンド 長財布 （バイカラー ） 2つ折り財布 （小銭入れ付き）

デザイン

財布タイプ 長財布 長財布 長財布 折り財布

メンズ / レディース レディース レディース レディース メンズ

カラーセレクト ：内側 3ヵ所 4ヵ所 3ヵ所 7ヵ所

カラーセレクト ：外側 2ヵ所 1ヵ所 2ヵ所 1ヵ所

名入れ / ロゴ刻印 内側 / 外側 内側 / 外側 内側 / 外側 内側 / 内側

収納 （カード） 8ポケット 14ポケット 14ポケット 4ポケット

サイズ 高さ約96×幅約195×厚み約17mm 高さ95×幅190×厚み20mm　見開き部分 幅184mm 高さ100×幅195×厚み20mm 高さ98×幅115×厚み25mm

重さ 156g 175g 215g 85g

価格（税抜） 14,800円 14,800円 14,800円 13,800円

種類 2つ折り財布 （小銭入れなし） 2つ折りミニ財布 2つ折りエッジカラー 財布 （アシンメトリー ） ラウンド2つ折り財布 （バイカラー ）

デザイン

財布タイプ 折り財布 折り財布 折り財布 折り財布

メンズ / レディース メンズ メンズ / レディース メンズ / レディース レディース

カラーセレクト ：内側 4ヵ所 4ヵ所 3ヵ所 6ヵ所

カラーセレクト ：外側 1ヵ所 2ヵ所 2ヵ所 ＋ コバ 2ヵ所

名入れ / ロゴ刻印 内側 / 内側 内側 / 外側 内側 / 外側 内側 / 内側

収納 （カード） 10ポケット 6ポケット 4ポケット 6ポケット

サイズ 高さ96×幅113×厚み21㎜ 高さ90×幅100×厚み15㎜　見開き部分 幅176mm 高さ90×幅95×厚み15㎜　見開き部分 幅175mm 高さ102×幅115×厚み21mm　見開き部分 幅225mm

重さ 73g 66g 58g 118g

価格（税抜） 13,800円 12,800円 11,800円 13,800円

種類 3つ折りミニ財布 四角いコインケース コンパクトウォレット トラベルウォレット

デザイン

財布タイプ 折り財布 小銭入れ コンパクト財布 多機能財布

メンズ / レディース レディース メンズ / レディース メンズ / レディース メンズ / レディース

カラーセレクト ：内側 3ヵ所 3ヵ所 3ヵ所 4ヵ所

カラーセレクト ：外側 2ヵ所 1ヵ所 1ヵ所 ＋ 手引き 1ヵ所

名入れ / ロゴ刻印 内側 / 外側 内側 / 内側 内側 / 外側 内側 / 外側

収納 （カード） 6ポケット 3ポケット 1ポケット 6ポケット ＋ 4ヶ所

サイズ 高さ80×幅100×厚み25㎜　見開き部分 幅225㎜ 高さ72×幅77×厚み20㎜ 高さ89×幅100×厚み15㎜
閉じた状態：高さ120 × 幅192 ×  厚み25㎜

開いた状態：高さ192 x 見開き幅245 ×  厚み18㎜

重さ 85g 35g 60g 180g

価格（税抜） 13,800円 5,900円 6,900円 12,800円
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