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dünn のものづくりの底流にあるのは「旅」に対する思いです。
自分の人生を振り返ってみると、
様々なタイミングで旅がターニングポイントになっていることに
改めて気付かさせられます。
日常にアクセントとして挟まれる非日常がもたらす記憶。
時として鮮やかに、時としてセピアな時間から、
人が生きるための大切な深みを得ることができます。
旅をするように暮らす、暮らすように旅をする。
そんな日常に近づけられるよう思いを込めて。
dünn 代表
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荒川 翔太
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dünn wing wallet series
dünn 3wings wallet
7,800 円＋税

デュン 3 ウィングスウォレット
JAN

品番

色

4580321452512

DTW01 ブルーブラック

4580321452529

DTW02 レッド

4580321452536

DTW03 マリンブルー

4580321452543

DTW04 ライラック

dünn 3wings wallet"Altern"
3 ウィングスウォレット アルテルン 11,000 円＋税
JAN

品番

色

4580321452338

DTA01

-

dünn 6wings wallet
デュン 6 ウィングスウォレット 11,800 円＋税
JAN
品番
色
4580321452550

DSW01 ブルーブラック

4580321452567

DSW02 レッド

4580321452574

DSW03 マリンブルー

4580321452581

DSW04 ライラック

dünn 6wings wallet"Altern"
6 ウィングスウォレット アルテルン 18,000 円＋税
JAN

品番

色

4580321452345

DSA01

-

かろやかに、暮らしに翼を。
dünn wing wallet series
シンプルで美しく、薄くて小さくて軽い、そして構造がわかりやすく誰でもすぐに
使える財布を作りたいという思いから生まれました。カードとお札に特化していま
す。クロソイド曲線のカードポケットを「翼」に見立て、かろやかな暮らしのパー

4 トナーとなるよう、カラフルなバイカラーのバリエーションを揃えています。

dünn wing wallet series は
クラウドファンディングで
先行発売しております。
一般発売開始
▶2018 年 11 月ごろ予定
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dünn coin & cardcase

dünn coin & cardcase
4,800 円＋税

デュン コイン＆カードケース
JAN

品番

色

4580321453588

DCC01 ブルーブラック

4580321453595

DCC02 レッド

4580321453601

DCC03 コバルトブルー

4580321453618

DCC04 ライラック

coin & cardcase"Altern"
コイン & カードケース アルテルン

JAN

車に飛び乗れるコインケース。
dünn coin & cardcase

6,000 円＋税

品番

色

4580321454301

DCA01 アイボリーホワイト

4580321454318

DCA02 ブラックオリーブ

4580321454325

DCA03 クランベリー

中に仕切りが入った小銭入れは、コインとカードを一緒に収納することができます。車に乗
る際に必要となる免許と小銭を一緒にまとめておきたいという思いから生まれました。IC
カードやクレジットカードなども収納できます。

dünn world wallet

dünn world wallet
デュン ワールドウォレット
JAN

5,800 円＋税

品番

色

4580321453311

DWW01 ブルーブラック

4580321453328

DWW02 レッド

4580321453335

DWW03 コバルトブルー

4580321453342

DWW04 ライラック

world wallet "Altern"
ワールドウォレット アルテルン

世界中のお札をひとまとめに。
dünn world wallet

8,000 円＋税

JAN

品番

色

4580321454264

DWA01

-

CARDRIDGE を大きくしたデザインから生まれたお札入れです。世界中のいろいろな主要通
貨を全て収めることができるサイズで、レシートや領収証などさまざまな大きさの紙ものを
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保管することができます。
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dünn solo passcase

dünn solo passcase
デュン ソロパスケース 2,500 円＋税
JAN

品番

色

4580321450013

DSP01

ブルーブラック

4580321450020

DSP02

レッド

4580321450037

DSP03

ベージュ

4580321450044

DSP04

ライラック

4580321450051

DSP05

コバルトブルー

4580321450075

DSP07

グリーン

4580321450082

DSP08

オレンジ

4580321450099

DSP09

イエロー

4580321450105

DSP10

マゼンタ

4580321450112

DSP11

スカイブルー

dünn reel strap
デュン リールストラップ 1,600 円＋税

JAN

品番

色

4580321450310

DRS01

ブルーブラック

4580321450327

DRS02

レッド

4580321450334

DRS03

ベージュ

4580321450341

DRS04

ライラック

4580321450358

DRS05

コバルトブルー

4580321450372

DRS07

グリーン

4580321450389

DRS08

オレンジ

4580321450396

DRS09

イエロー

4580321450402

DRS10

マゼンタ

4580321450419

DRS11

スカイブルー

passcase & strap SET
パスケース＆ストラップセット 3,900 円＋税

JAN

品番

色

4580321450617

DSS01

ブルーブラック

4580321450624

DSS02

レッド

4580321450631

DSS03

ベージュ

4580321450648

DSS04

ライラック

4580321450655

DSS05

コバルトブルー

4580321450679

DSS07

グリーン

4580321450686

DSS08

オレンジ

4580321450693

DSS09

イエロー

4580321450709

DSS10

マゼンタ

4580321450716

DSS11

スカイブルー

大切なものは、ひとつだけ。
dünn solo passcase
交通系 IC カードが全国で使えるようになり、1 枚だけを持って身軽に出掛けられるシンプル
な 1 ポケットのパスケースが欲しいという思いから生まれました。dünn レザーは薄いのでそ
のまま改札を通ったり、決済などを行うことができます。パスケースとしてだけでなく、組

8 紐調のストラップと合わせて、カードキーと鍵をスマートにまとめておくこともできます。
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CARDRIDGE dünn

CARDRIDGE dünn
カードリッジ デュン
JAN

2,300 円＋税

品番

色

4580321453014

CD301 ブルーブラック

4580321453021

CD302 レッド

4580321453038

CD303 ベージュ

4580321453045

CD304 ライラック

4580321453052

CD305 コバルトブルー

4580321453076

CD307 グリーン

4580321453083

CD308 オレンジ

4580321453090

CD309 イエロー

4580321453106

CD310 マゼンタ

4580321453113

CD311 スカイブルー

出会いはいつも、突然だから。
CARDRIDGE dünn
薄型名刺入れの代名詞、カードリッジの dünn モデル。取り出し口は緩和曲線である「クロ
ソイド曲線」を採用。ストレス無く名刺の出し入れを行うことができます、財布や手帳の中
で小物の仕分けにも使うことができます。

dünn one pencover

dünn one pencover
デュン ワンペンカバー 2,000 円＋税
JAN

品番

色

4580321453670

DOP01 ブルーブラック

4580321453687

DOP02 レッド

4580321453694

DOP03 コバルトブルー

4580321453700

DOP04 ライラック

dünn one pencover BOLD
デュン ワンペンカバー 2,200 円＋税
JAN

いつも一緒に、美しく。
dünn one pencover

品番

色

4580321453762

DOB11 ブルーブラック

4580321453779

DOB12 レッド

4580321453786

DOB13 コバルトブルー

4580321453793

DOB14 ライラック

「いつも持ち歩く高級筆記具を傷から守りたい、でも厚いケースは持ちたくない。
」という思
いから生まれた一本刺しペンシースです。上下のスリットの深さが異なるので、様々なペン

10 を収めることができます。バリエーションは普通軸用と太軸用の 2 サイズ。
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dünn ID holder

dünn ID holder
4,900 円＋税

デュン ID ホルダー
品番

JAN

色

4580321453496

DID01 ブルーブラック

4580321453502

DID02 レッド

4580321453519

DID03 コバルトブルー

4580321453526

DID04 ライラック

dünn passport & pencase

かろやかを、身にまとう。
dünn ID holder
縦にも横にも使える極薄の ID ホルダーです。本体とストラップをあわせてわずか約 30g と
いう軽さ。首や肩への負担を軽減します。ストラップは組紐調に加工された合成素材で、非

パスポート＆ペンケース 6,800 円＋税
品番

JAN

色

4580321453403

DPP01 ブルーブラック

4580321453410

DPP02 レッド

4580321453427

DPP03 コバルトブルー

4580321453434

DPP04 ライラック

常に軽量かつ耐久性にも優れています。

dünn passport & pencase
passport & pencase"Altern"
パスポート & ペンケース アルテルン 9,000 円＋税

JAN

品番

色

4580321454271

DPA01 アイボリーホワイト

4580321454288

DPA02 ブラックオリーブ

4580321454295

DPA03 クランベリー

旅の全てを、ここに収める。
dünn passport & pencase
横幅はほぼパスポートサイズとなる 92mm。握りやすく、海外旅行の際は常に手の中で携帯
しやすい大きさです。本体自体の重さは約 30g と非常に軽く、ポケットの分かれていないシ

12 ンプルな構造で、大切なものをひとまとめにしておくことができます。
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Wert Leather

しなやかでカラ フ ル
彩り豊かな " Wert "
クロム鞣しの「Wert( ヴェールト )」シリー
ズ、ドイツ語で「価値」という意味です。
その名の通り、しなやかで丈夫、手触りが
良く発色も美しい、バランスが良い非常に
優秀な革です。
原皮には北米産のステアレザー（成牛）、
なかでも上質のデイリーステアを採用しま
した。鞣加工を行うタンナーがあるのは姫
路です。鞣し工程の際に、天然と合成の染
料を絶妙に配合しながら薄く何度も塗り重
ねることで、割れたり剥がれたりしにくい
しなやかで丈夫な革が誕生します。また、
加工工程で鉛を使用しない「鉛フリー」の
仕上げを行っており、安心してお使いいた
だくことができます。

Altern Leather

絹のような革と
共に時を刻む " Alt ern"
タンニン鞣しの「Altern（アルテルン）
」シリー
ズ、
ドイツ語で
「エイジング」
という意味です。
貴重なキップレザーを採用し、まるで絹のよ
うな手触りと美しさを表現しています。天然
染料による鞣加工は、素材を感じ、使い込ん
でいくことによるエイジングを楽しんでい
くことができます。
Altern では、オランダ産の原皮を使い、姫
路で丁寧にタンニン（植物）鞣しをされた極
上のキップレザー（仔牛）を採用しています。
顔料を使わないアニリン仕上げ。透明感のあ
る塗膜で仕上げており、革本来の銀面の特長
が生かされた美しい仕上げとなっています。
dunn ではこの革を贅沢に約 0.5mm まで漉き
割を行っており、その薄さ、しなやかさがよ
り際立つものづくりを行なっています。

Company Information
会社概要

商
号 ： 株式会社ロンド工房
所 在 地 ： 〒 555-0023
大阪府大阪市西淀川区花川 2 丁目 15 番 6 号
代
表 ： 代表取締役 荒川 祐一
設
立 ： 1957 年 5 月
U R L ： http://rondowerkstatt.com/dunnleather
電
話 ： 06-6471-9663
F A X ： 050-3383-2980
M A I L ： info@rondowerkstatt.com

#dunnleather
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