




deekay.s　ディーケイ.エス

国内で鞣した質の高いレザーを使い、熟練バッグ職人がひとつひとつ

丁寧に仕上げた特別なメガネケース。

日本の伝統的デザインコンセプトを踏襲したミニマルな外観と

妥協ないディテール。

大切な方へ贈るギフトにも喜ばれています。

Stylish and elegant leather spectacle cases,

for yourself and for your loved ones.

Made by the hand of experienced craftsman,

with selected fine materials from Japan.

Minimal look and delicate detail represents

the traditional design concept of Japan.



Curving line of the bottom shows elegant

look, also helps easiness to hold.

The inner pig suede leather, made in Tokyo,

is perfect material for lining classy hand

bags or gloves.

MCL 1-5

colors ( outer color / inner color )

D.brown

表地　国産牛革 クロコ型押し / 裏地 東京産 豚革スエード 　 outer cowhide leather / inner pig suede

180 x 75 x 40 mm

gray blue pink

crocodile emboss case

ケース底のゆるやかにカーブを描く形状がエレガント

さを演出するとともに、持ちやすさにつながっています。

表地は華やかなクロコダイル型押しの牛革、裏地は

東京産のピッグスエードを使用。ピッグスエードは薄く

て耐久性があるためバッグや手袋のライニングに最適

とされている素材です。

caramel



Envelope shape of the front flap is

distinctive. Made with beautiful cowhide

leather, looks like shell cordovan.

The inner material is shiny, smooth rayon

fabric. You would enjoy contrasted

coloring of the outer and the inner.

MCL 4-1

colors ( outer color / inner color )

表地　国産牛革 クロム鞣し、染料+オイル仕上げ / 裏地 レーヨン布地 　 outer cowhide leather / inner rayon fabric

170 x 75 x 45 mm

brown red

envelope flap case

black green

MCL 1 シリーズと比べコンパクトな印象ですが、ケー

ス内部に奥行があり、厚みのあるフレームも入ります。

表地は染料染めで革本来の風合いが残る牛革。

コードバンのような重厚で気品ある質感が魅力です。

裏地は光沢があり滑らかなシャンタン織りのレーヨン

生地。表地との色のコントラストが楽しめます。



製品外箱には伝統ある日本の紙素材、うるし紙の

貼り箱を使用。漆塗りのようなしっとりとした光沢が

特徴で、貼り箱単体でも販売されているものです。

小物入れや整理箱にどうぞご利用ください。
　　

また製品はマイクロファイバー製クロスで包装。メガ

ネだけでなく、スマホ、アクセサリー、時計などのク

リーニングクロスとしてお使いいただけます。
　　

deekay.s では地球環境への負荷を少なくする取

り組みとして、再利用できる外箱や包装の採用、プ

ラスチック素材の不使用など、エコフレンドリーなパッ

ケージングを心掛けています。

For outer packaging, we adopt Urushi

Paper box. Urushi Paper is Japanese

traditional paper material, distinctive of

its noble gloss. You would re-use this

box for organizing your small stuff.
　　

deekay.s case is wrapped with micro-

fiber cloth, which is perfect for cleaning

glasses, mobile phone, accessories,

wristwatch, etc.
　　

We choose re-usable, plastic free

package, to care for our precious earth

and environment.

Packaging



カタログに掲載されている商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。
また印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。予めご了承ください。
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