
許可番号 G100001 許可番号 G100002

契約日 2010.2.19 契約日 2010.2.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー090010～090015、090017、100028． 使用エコレザー090010～090015、090017、100028．

変更契約 　 変更契約 　

商品名 リカーフ　ショルダーバッグ 商品名 リカーフ　手提げバッグ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社けいしん平野屋 申込会社 株式会社けいしん平野屋

所在地 大阪府大阪市中央区南船場１－８－３１ 所在地 大阪府大阪市中央区南船場１－８－３１

電話、Fax 06-6261-9391/06-6262-4254 電話、Fax 06-6261-9391/06-6262-4254

許可番号 G100003 許可番号 G100004

契約日 2010.3.17 契約日 2010.3.17

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100013、100014 使用エコレザー100013、100014

変更契約 　 変更契約 　

商品名 ECOCrocodileバッグ(大形トート) 商品名 ECOCrocodileバッグ(ショルダー)

製品 　 製品 　

申込会社 有限会社　鈴仙 申込会社 有限会社　鈴仙

所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２ 所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２

電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205 電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205

　



許可番号 G100005 許可番号 G100006

契約日 2010.3.17 契約日 2010.3.17

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100013、100014 使用エコレザー100013、100014

変更契約 　 変更契約 　

商品名 ECOCrocodileバッグ(二本手トート) 商品名 ECOCrocodileバッグ(カブセポシェット)

製品 　 製品 　

申込会社 有限会社　鈴仙 申込会社 有限会社　鈴仙

所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２ 所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２

電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205 電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205

許可番号 G100007 許可番号 G100008

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 オッジ 商品名 オッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100009 許可番号 G100010

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 オッジ 商品名 オッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

許可番号 G100011 許可番号 G100012

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 オッジ 商品名 オッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100013 許可番号 G100014

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 オッジ 商品名 オッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

許可番号 G100015 許可番号 G100016

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 オッジ 商品名 ローズオッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100017 許可番号 G100018

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 ローズオッジ 商品名 ローズオッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

許可番号 G100019 許可番号 G100020

契約日 2010.3.19 契約日 2010.3.19

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー100051

変更契約  変更契約  

商品名 ローズオッジ 商品名 ローズオッジ

製品 　 製品 　

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 株式会社　美嚢

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都江東区三好４－９－８

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100021 許可番号 G100022

契約日 2010.3.19 契約日 2010.4.30

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 バッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100051 使用エコレザー90,001,100,034,100,000

変更契約  変更契約

商品名 ローズオッジ 商品名 KSショルダーバッグ

製品 　 製品

申込会社 株式会社　美嚢 申込会社 コージロー株式会社

所在地 東京都江東区三好４－９－８ 所在地 東京都墨田区立花３－６－７－４０１

電話、Fax 03-5809-8955/03-5809-8968 電話、Fax 03-6657-2522/03-6657-2522

許可番号 G100023 許可番号 G100024

契約日 2010.6.10 契約日 2010.6.21

製品区分 バッテリーケース 製品区分 財布

製造国 日本(革＝中華人民共和国) 製造国 日本

使用エコレザー100055～100060 使用エコレザー100052

変更契約 変更契約

商品名 ecobee 商品名 札入

製品 製品

申込会社 株式会社カレッジティアンドケイ 申込会社 山本洋品雑貨株式会社

所在地 神奈川県横浜市中区富士見町２ー１ 所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０

電話、Fax 045-262-4461/045-262-4462 電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100025 許可番号 G100026

契約日 2010.6.21 契約日 2010.6.21

製品区分 財布 製品区分 財布等

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100052 使用エコレザー100052

変更契約 変更契約

商品名 三ツ折札入 商品名 名刺入

製品 　 製品

申込会社 山本洋品雑貨株式会社 申込会社 山本洋品雑貨株式会社

所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０ 所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０

電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610 電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610

許可番号 G100027 許可番号 G100028

契約日 2010.6.21 契約日 2010.6.21

製品区分 財布等 製品区分 ベルト

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100052 使用エコレザー100052

変更契約 変更契約

商品名 定期入 商品名 ベルト

製品 製品

申込会社 山本洋品雑貨株式会社 申込会社 山本洋品雑貨株式会社

所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０ 所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０

電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610 電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100029 許可番号 G100030

契約日 2010.6.21 契約日 2010.6.21

製品区分 ベルト 製品区分 ベルト

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100052 使用エコレザー100052

変更契約  変更契約

商品名 ベルト 商品名 ベルト

製品 　 製品

申込会社 山本洋品雑貨株式会社 申込会社 山本洋品雑貨株式会社

所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０ 所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０

電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610 電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610

許可番号 G100031 許可番号 G100032

契約日 2010.6.21 契約日 2010.6.21

製品区分 ベルト 製品区分 ベルト

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100063 使用エコレザー100063

変更契約 変更契約

商品名 ベルト 商品名 ベルト

製品 製品

申込会社 山本洋品雑貨株式会社 申込会社 山本洋品雑貨株式会社

所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０ 所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０

電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610 電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100033 許可番号 G100034

契約日 2010.6.21 契約日 2010.7.2

製品区分 ベルト 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100063 使用エコレザー090011,090014,090017,100028

変更契約  変更契約

商品名 ベルト 商品名 リカーフ　ショルダーバッグ

製品 　 製品

申込会社 山本洋品雑貨株式会社 申込会社 株式会社けいしん平野屋

所在地 愛知県名古屋市中区錦２－１０－３０ 所在地 大阪府大阪市中央区南船場１－８－３１

電話、Fax 052-204-1113/052-221-6610 電話、Fax 06-6261-9391/06-6262-4254

許可番号 G100035 許可番号 G100036

契約日 2010.7.2 契約日 2010.7.6

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 ハンドバッグ

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー090011,090014,090017,100028 使用エコレザー100013、100014

変更契約 変更契約

商品名 リカーフ　手提げバッグ 商品名 クロコダイル三方ファスナー二本手（Eco対応）

製品 製品

申込会社 株式会社けいしん平野屋 申込会社 有限会社　鈴仙

所在地 大阪府大阪市中央区南船場１－８－３１ 所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２

電話、Fax 06-6261-9391/06-6262-4254 電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。



許可番号 G100037 許可番号 G100038

契約日 2010.7.6 契約日 2010.7.6

製品区分 ハンドバッグ 製品区分 システム手帳

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100013、100014 使用エコレザー100013、100014

変更契約  変更契約

商品名 クロコダイル冠二本手ポケット付き（Eco対応） 商品名 クロコダイルシステム手帳　ミニサイズ（Eco対応）

製品 　 製品

申込会社 有限会社　鈴仙 申込会社 有限会社　鈴仙

所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２ 所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２

電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205 電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205

許可番号 G100039 許可番号 G100040

契約日 2010.7.6 契約日 2010.7.12

製品区分 名刺入 製品区分 時計ベルト

製造国 日本 製造国 日本

使用エコレザー100013、100014 使用エコレザー100084～100090

変更契約 変更契約

商品名 クロコダイル名刺入れ（Eco対応） 商品名 Bear Watch Band

製品 製品

申込会社 有限会社　鈴仙 申込会社 株式会社　ビーケイシー

所在地 埼玉県草加市原町３－９－１２ 所在地 東京都荒川区南千住５－３３－６

電話、Fax 048-942-3158/048-942-2205 電話、Fax 03-6806-5355/03-6806-5344

*規定された化学物質及び基準値等は「日本エコレザー基準書」に記載されています。


