i5Wear COLORS について
海外版 i5Wear は『COLORS』のブランドとして販売しております。
COLORSとは…世界中のカルチャーを多彩な 色：COLORS として捉え、カルチャーを伝える事をコンセプトに、
より多くの人に長く愛着を持っ
て使って頂けるモノ作りを目指すブランドです。カルチャーの要素である、
モノづくりの背景、伝 統 技 法、素材、
ライフスタイルなどを製品に取り入れ 、
そのカルチャーに精通している職人やデザイナーとコラボレーションを行い、
コレクションとして発 表、グローバル展開を行います。
ブランドのシンボル
マークには、
日本で古来から用いられてきた森 羅万象を表す記号と、無限を表すインフィニティ記号を組み合わせることで、世界中の自然の素材と
人間の営みを繋げるブランドを象徴させています。

i5 Wear COLORS
Leather case for iPhone 5
Étui en cuir pour iPhone 5
Specifications:
-Material: Oiled Leather (made in Italy)
-Size: W62 x D18 x H124 mm
-Includes: Home Button Sticker

Just like wearing a tailor-made cloth .

Tel un habit taillé sur mesure

est le concept qui a été imaginé

One single piece of high quality leather is transformed into the

pour obtenir un étui épousant à la perfection les formes de

perfect ﬁt for your iPhone 5.

l iPhone 5.

This smooth leather piece was tailored to ﬁt the shape of your

Celui-ci est fabriqué à l aide d un seul morceau de cuir coupé et

phone perfectly and such craftsmanship cannot be found

taillé pour s adapter aux courbes de l iPhone.

「服のようにジャストサイズで着る」をコンセプトに、
1 枚革をスリットの切込みで3D フォルムに成型した
i Phone 5 用レザーケースです。
他にはないフィット感を体 感してください。

anywhere else.

Il est possible d y ranger une carte de crédit ou un passe navigo

背面にIC カードが収 納でき、

IC card can be ﬁtted into the rear part to change your phone

rendant vos déplacements plus léger et plus sûr.

お財布携 帯として使 用できます。

About Vintage Revival Productions

La société fut établi en 2008 par deux frères, l aîné s occupant

ヴィンテージ リバイバル プロダクションズとは、

The Vintage Revival Productions was created in 2008 by two

du design/création des produits tandis que le cadet s occupe de

brothers, the elder one in charge of design and creation and the

la production. Depuis 1950 la matière des patches qui n étaient

19 5 0 年代よりジーンズのブランド表記のみに使 用されていた

younger one in charge of the production part.

utilisés que pour réparer les jeans s est trouvée une nouvelle

into a mobile wallet.

パッチ素材を小物に作り変えることを名前の由来とし、
デザイン、
プロデュースを担当する兄と、

Their products include the fabric used for patches to ﬁx Jeans;

utilité

a material out of circulation since the 1950s, hence the name of

en étant utilisé pour fabriquer divers accessoires. Cela constitue

製 造を担う弟を中心に2 0 0 8 年に設 立。

the company, Vintage Revival Productions.

l origine du nom de marque Vintage Revival Productions.

船 舶設計士でもある兄が3次元CADで生み出すプロダクツは
新たな機能と独特のフォルムを成形しています。

Orange
product number: MS-VRP005OR
UPC Code: 816400016677
EAN/JAN: 4571380490201

Yellow
product number: MS-VRP005YE
UPC Code: 816400016684
EAN/JAN: 4571380490218

Blue
product number: MS-VRP005BL
UPC Code: 816400016691
EAN/JAN: 4571380490225

Red
product number: MS-VRP005RD
UPC Code: 816400016707
EAN/JAN: 4571380490232

Natural
product number: MS-VRP005NA
UPC Code: 816400016714
EAN/JAN: 4571380490249

Dark Gray
product number: MS-VRP005DGY
UPC Code: 816400016721
EAN/JAN: 4571380490256

