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真剣勝負真剣勝負

前向きに
トンボは前へ前へと進んで、決して後ろに下
がらない虫。戦国時代には、そのいさぎよさ
から「勝ち虫」と呼ばれ、武将はカブトなど
の武具にトンボを飾ったとされる。
2020 年、新型コロナウイルスの影響で、世の
中は自粛ムードが漂っている。並行するように
景気は下降線をたどり、昨年までと同じよう
には物が動かない。思い通りに旅行すら行け
ない。「我慢」という言葉を、誰もが日常で
発せられている。
……いや、ぼやいてばかりはいられまい。こ
んな時こそトンボ精神。過去の教訓を生かし
つつも、前向きに生きたいもの。
そんな思いを込めて、もの作りに突き進んで
いる夫

ペアスロープ

婦坂。さ～て、きつい登り坂なのか、
楽な下り坂なのか。
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4. 5.

「革」を着ると身が引き締まる思いをする人が少
なからずおられよう。戦国時代の鎧

よろい

には遠く及ば
ないものの、これから前進するぞ！、といった気
合いが入るものである。
さて、鎧は敵と戦うための武具ではあるが、革ジャ
ンの相手は誰であろうか……。「風」や「負傷」？
いやいや自分自身かもしれない。カッコよさを追
及する戦いの道具は、夫婦坂工房にてひと針ひと
針を前に進めて、真剣に作ってます。

革
牛馬鹿

LEATHER JACKETS



6.

G-310D

DML-82

ハイスピードライディング

ライディングショートコート

肩・ヒジに、表革 2 枚重ねとなるアウトパッドを縫い付け、さらに裏地
側にソフトフェルト。その正確な縫製が自慢の高速ライディング最高峰
モデル。やや硬派な着心地ながら、走行時は抜群の安定性。
QUALITY：表地 - ステア牛革、裏地 - ポリエステル。着脱式フェルトセ
キツイパッド。COLOR：ブラック。SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥110,000 
LL- ￥112,000 3L- ￥116,000（税別）

旅先でもカジュアルに着こなせるスタイリッシュなモデル。肩には美し
い曲線を描くアウトパッド、ヒジは内装革パッド補強、背後には動きや
すいアクションプリーツを備える。
QUALITY：表地 - ステア牛革。裏地 - ポリエステル。COLOR：ブラック。
SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥110,000 LL- ￥112,000 3L- ￥116,000 （税別）

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税別）：G-310D
全面型 ￥14,000（税別）：DML-82/82La

DML-82La [ レディース ]

美しいシルエットで評価の高い DML-82 を
女性用パターンにシェイプ。受注生産品。
QUALITY：表地 - ステア牛革。裏地 - ポリ
エステル。COLOR：ステア牛革各色選択可
能（写真はキャメルブラウン）。SIZE：レディー
ス M、L、LL。PRICE：￥110,000（税別）
※軽い馬革での製作やサイズ変更も可。

7.

牛
革

正面のデザインばかりを重要視していませ
んか？ 後ろ姿も大事です。通り過ぎたあと
に振り向かれ、「カッコいい奴だっ！」と思
われる革ジャンがあります。　



8.

C-55 アーバンジャケット

ライディングに限らず着こなしやすいシンプルな革ジャン。街着としても
日常的に愛用したいライダーにお薦め。すっきりとしたシルエットで飽
きることのないスタイルゆえに、末永いお付き合いを。
QUALITY：表地 -ステア牛革。裏地 -コットン＆ポリエステル。COLOR：ダー
クブラウン、ブラック。 SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥85,000 LL- ￥87,000 
3L- ￥91,000（税別）

G-68 ライディングジャック

ステンカラーのエリを備える、美しいシルエットが最大の特徴。タウン
カジュアルにも愛用できうる着心地良く軽快なライディングモデル。肩
内側に補強革、腕・背後にベンチレーションと、必要最小限の装備。
QUALITY：表地 - ステア牛革。裏地 - ポリエステル。COLOR：キャメル
ブラウン、ブラック。SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥88,000 LL- ￥90,000 
3L- ￥94,000 （税別）

STP-90 スウィングジャック

耐久力のあるステア牛革製のブリティッシュスタンダードは、1988 年
以来作り続けている定番品。その完成されたスタイルは流行に左右さ
れることなく、生涯のつもりで愛用できる。
QUALITY：表革 - ステア牛革。裏地 - コットン＆ポリエステル。COLOR：
ブラック。SIZE＆PRICE：S、M、L-￥90,000 LL-￥92,000 3L-￥96,000 （税別）

R-50 ステアショートコート

バイク用と意識させないショートコート。着用時のシルエットの美しさ
は随一。ハードに攻める走り屋向きではない。お洒落に着こなしひとっ
走り、街を歩いてカフェや食事に…そんなアイテム。
QUALITY：表地 -ステア牛革。裏地 -コットン＆ポリエステル。COLOR：ダー
クブラウン、ブラック。 SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥95,000 LL- ￥97,000 
3L- ￥101,000（税別）

ステアハンチング
QUALITY：ステア牛革、裏地 - コットン
COLOR：約 10 色からセレクトの受注生産
品。PRICE：￥18,000（税別）

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税別）：C-55/G-68
全面型 ￥14,000（税別）：STP-90/R-50

革ジャンの基本は牛革と言えよう。長年作り続け
てきたその品質の信頼度は高く、しっかりとした
存在感ある素材にまちがいはない。

[ カラーセレクトオーダー ]
約 10 色の牛革から、自分好みの 1 着が作れます。また、
その革の色に合わせて、縫製糸の色も選択。もちろんサイ
ズオーダーも。詳しくは 18 ページをご覧ください。

9.



馬

11.10.

STP-90sh スウィングジャック

ペアスロープの最長定番スタイルがスウィングジャックである。かれこ
れ 30 年以上作り続けている。その理由は・・・やはり飽きないデザイン。
QUALITY：表革 -1.1mm 厚ソフトホース、裏地 - コットン＆ポリエステル。
COLOR：ブラック、ダークブルー、その他 3 色より選択。SIZE ＆ PRICE：S、
M、L- ￥105,000 LL- ￥107,000 3L- ￥111,000 （税別）※受注生産品

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
全面型 ￥14,000（税別）：STP-90sh

馬革は硬い、重い…？　
い～えいえ、ぜひ“ソフトホース”に触れて
いただきたい。きっとその軽快さに一目惚れ
してしまうでしょう。

V-05sh ホースベスト

シンプル＆スタンダードなレザーベスト。復活以来好評の革ベストは、
軽く着心地のよい馬革製。背後 2 段階ウエスト調整ベルト有。
QUALITY： 表 革 -1.1mm 厚 ソ フト ホ ース、 裏 地 - ポ リ エ ス テ ル。
COLOR：ワインレッド、ダークブルー。SIZE ＆ PRICE：S、M、L、LL、
3L- ￥52,000 （税別）　※ワインレッド・その他 3 色は受注生産品

SOFT HORSE
ソフトホース

馬



13.12.

馬

C-55sh ホ－スジャケット

シンプルなスタイリングで軽快な着心地。街着としてもおおいに愛用し
てほしい都会派ライダースジャケット。
QUALITY：表革 -1.1mm 厚ソフトホース、裏地 - コットン＆ポリエステル
COLOR：ワインレッド（写真）、その他 4 色より選択。SIZE ＆ PRICE：S、
M、L- ￥100,000 LL- ￥102,000 3L- ￥106,000 （税別）　※受注生産品

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税別）：C-55sh/DML-72sh/318Wsh
全面型 ￥14,000（税別）：F-88AH

DML-72sh ホースジャケット

アクセントおよび防御の為の肩・ヒジの二枚革。しかしソフトな馬革に
より、重圧感は無いに等しい。 
QUALITY：表地 -1.1mm 厚ソフトホース。裏地 - コットン＆ポリエステル
COLOR：ダークブルー（写真）、その他 4 色より選択。SIZE ＆ PRICE：S、
M、L- ￥105,000 LL- ￥107,000 3L- ￥111,000 （税別）　※受注生産品

SOFT HORSE
ソフトホース

ホースハンチング sh

QUALITY： ソ フト ホ ース、 裏 地 - コ ットン
COLOR：ワインレッド、ダークブルー、ダーク
ブ ラ ウ ン。SIZE:58 ～ 60cm(55 ～ 57、61 ～
63cm は受注生産）。PRICE：￥18,000 （税別）

318W-sh ホースジャケット

柔軟な馬革を得たダブルブレストをシンプルかつシルエットに気を配っ
た着やすい 1 着に。ご希望のソフトホースカラーセレクトで。 
QUALITY：表革 -1.1mm 厚 ソフトホース、裏地 - コットン＆ポリエステル。
COLOR：ワインレッド（写真）、その他 4 色より選択。SIZE ＆ PRICE：S、
M、L- ￥115,000  LL- ￥117,000  3L- ￥121,000 （税別）※受注生産品

F-88AH アンティークホースジャケット

ペアスロープ革ジャン群のなかで唯一の植物性フルタンニンなめし加工
である野性的な一着。「男の馬ジャン」とは、まさしくこれ。 
QUALITY：表地 -1.2mm 厚フルタンニン馬革、裏地 - コットン＆ポリエ
ステル。COLOR：ディープブラウン。SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥125,000 
LL- ￥129,000 3L- ￥133,000 （税別）　※受注生産品

馬ANTIQUE HORSE
アンティークホース

これぞ馬革、と言える野性的なフルタンニンの
アンティークホースは、同じものが作れないほ
ど一着一着の革質が異なる個性派……ワイルド。



15.14.

318WD ディアダブルジャック

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税別）：318 ＷＤ
全面型 ￥14,000（税別）：F-88D

F-88D ディアフライトジャック

複雑に絡み合った繊維質で、抜群の強度はもとより、
柔軟性、伸縮性にも優れた特性を持っている鹿革。
なおかつ、優しい肌触りは唯一無二。鹿

20 年以上着続けた頃、そのアンティークな姿にきっとほれぼれするこ
とだろう。しかしこの鹿革の寿命は、まだまだ先。あなたと共に。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 + 馬革部分使い、裏地 - コットン＆
ポリエステル。COLOR：ブラウン、ブラック。SIZE ＆ PRICE：S、M、L-
￥155,000 LL- ￥159,000 3L- ￥163,000（税別）　※受注生産品

ダブルブレストジャケットを鹿革で具現化。柔軟な着心地ながらも、極
めて男性的な素材感、そしてスタイリング。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 + 馬革部分使い、裏地 - コットン＆
ポリエステル。COLOR：ブラウン、ブラック。SIZE ＆ PRICE：S、M、L-
￥160,000 LL- ￥164,000 3L- ￥168,000（税別）　※受注生産品

R-50D ディアショートコート

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
全面型 ￥14,000（税別）：R-50D

街着を中心とした愛用をお薦めするシンプルなショートコート。とはい
え鹿革の強度・耐久性は他の革に勝る。優しさに強さも秘める一生もの。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 + 馬革部分使い、裏地 - コットン＆
ポリエステル。COLOR：ブラック、ブラウン。SIZE ＆ PRICE：S、M、L-
￥155,000 LL- ￥159,000 3L- ￥163,000（税別）　※受注生産品



17.16.

G-02sh ソフトホースパンツ

穿き心地のソフト感が自慢の馬パン。デニムのようにウェアやブーツに合
わせやすい濃紺が人気色。
QUALITY：表 革 -1.1mm 厚 ソフトホース。 裏 地 - ポリエ ステル、 腰
に 3mm ウレタンパッド。COLOR：ダークブルー。（他 4 色受注生産）
SIZE：ウエスト73、76、79、82、85、88、91cm。 PRICE：￥70,000 （税別）

ジャケットをスタイリッシュに着こなすには、
シルエットの整ったパンツが不可欠。軽快な
馬革や、成熟の牛革・・・今や脇役ではない。

[ スソ上げ ] 店頭ではその場でスソ上げいたします。通販の場合は長さ
をご指定の上ご返送いただければ、弊社でスソ上げいたします。（工賃
は無料ですが、送料はご負担ください）
※革パンツの通販はご自宅でのスソ上げキットを同送いたします。上記
のように、ご返送いただいてのスソ上げもいたします。
[オーダー革パンツ ] 既製品を基本としたサイズ変更、牛革のカラーオー
ダーも可能です。費用は￥9,000 増より ( 税別 )

[ カラーセレクトオーダー ] 
G-02sh はソフトホース革の
ダークブルー（写真）・ダー
クブラウン・ブラック・ワイ
ンレッド・アイボリーの 5 色
より選択可。※ダークブルー
以外は受注生産

G-02 カウレザーパンツ

贅沢な前面一枚革作りは面積の大きい牛革ならでは。スソ上げしてもシ
ルエットが崩れないヒザ下ストレート。
QUALITY：表革 -1.2mm 厚ステア牛革。裏地 - ポリエステル、腰に 3mm
ウレタンパッド。COLOR：ブラック。SIZE：ウエスト73、76、79、82、85、
88、91cm。 PRICE：￥65,000 （税別）　※受注生産の場合あり　

ストレッチデニム

しっかりとした 14.5 オンスのデニムをストレッチ加工し、ライディングに最
適な伸縮性を付与。サンドとブラウンは製品後染めタイプ。
QUALITY：14.5oz ストレッチデニム。COLOR：インディゴブルー、サンド、
ダークサンド。SIZE：ウエスト 30、31、32、33、34、36 インチ（サンドは
28 インチあり）。 PRICE：￥15,000 （税別）

145s ストレッチジーンズ

[ スソ上げ ] 店頭ではその場でスソ上げいたします。通販の場
合は長さをご指定の上ご返送いただければ、弊社でスソ上げ
いたします。（工賃は無料ですが、送料はご負担ください）

10 オンス程度の薄手ストレッチデニムがハバを利かせる昨今、この 14.5
オンスは丈夫で動きやすいヘビー級、硬派のストレッチジーンズ。

レザーパンツ

サンド

ダークサンド



多少合わなくても、妥協して既製サイズを購入するお
客様は少なくない。しかし弊社の革ジャンの耐用年数
は 20 年いや 30 年、そんな長期間（体型を維持して）
愛用するわけだから、やはりカラダに合った革ジャン
を着ていただきたい、と思うのです。
オーダーメイドでいちばん多いのが「ソデ丈調整」。
人の腕の長さは一人一人異なる。ちょっと短い？長い
かな？意外に気になるんですね、手首の辺りは。それ
に見た目もなんだか微妙。仕様変更の一品作りは既
製品の 15,000 円増し（税別）から承ります。それほ
ど高額ではないと考えていますが、いかがでしょう。

次に多いのが「ウエスト調整」。ハラが出てしまった
のは仕方がない。でも我慢して着たくはない…そん
な方にたとえば、Ｍサイズ丈に腹部を LLサイズ、逆
に LLサイズ丈でＭサイズの細さ、これも可能です。

体型は多様、カラダに合わせた革ジャン・革パンも作ります。

[ 細い体型 ]　       [ 標準体型 ]　　     [ 太い体型 ]

[ オーダー製品のあれこれ ] [エリ]首が太いのでエリ廻りを大きくしたい、
又はその逆も。ついでにエリ先の角をもう少
し丸くしたい。

[ 肩幅 ] 広くすることも狭くすることも可能。
その場合、胸囲と背幅も影響を受け、同時
に広く、又は狭くなる。

[ 着丈 ] 身長によってバランス良く寸法を変
更する。フロントファスナー寸法を基準とし、
10mm単位で指定可。

[胸囲]背幅と胸幅を別々に寸法変更できる。
ライディング専用とするなら、胸幅を必要以
上に広くしないほうが無難。

[ 腕 ] 長さ調整はオーダーメイドの基本。ま
た同時に太さの変更や手首にも気を使いた
い。袖の付け根（アームホール）の調整も。

[ポケット]ファスナー式からフラップ式、そ
の長さや形状も変更できる。また、内ポケッ
トを含めた追加装着または削減も可能。

[ウエスト] 体型に合わせて細くするか太くす
るか。人は歳とともに太くなる傾向があるの
で、やや余裕をもった寸法で。

[ 裏地 ] 標準の生地がベストと考えるが、そ
の他の柄、又はメッシュ素材も選択可能。
また、ライナー用ファスナーの有無も。

[ 革素材変更 ] 牛革・馬革・鹿革の選択。そ
れぞれに特徴があるので、その性質をよく
理解した上でベストチョイスを。

[カラー変更 ] 最も変化が感じられるワンオ
フ製作。糸の色まで指定すれば個性的な一
着が楽しめる。

※オーダー品は変更箇所によっては通販も可能ですが、極力
ご来店をお薦めします（特にサイズオーダー）。価格は各製
品の 15,000 円増より（税別）。納期は 30 日以上。お気軽
にお問い合わせください。

オーダーメイド
　＆
工房ガイド

19.18.

あなただけの一着を
「カラーや素材の変更」……革ジャンはブラックが主
流。しかしそれでは個性がないと思う方にはカラー
セレクトオーダー。また、牛革だけでなく、馬革や鹿
革への素材変更も魅力的な一着となるでしょう。

革は食用の副産物で、「皮」を加工して「革」
となり、初めて製品化される。主な素材は
牛革。いや、馬革も鹿革もある。
その違いや特徴は、実際に見て触れてい
ただくのが一番だが、それがむずかしい方
の為に、せめて写真で簡単なご説明を。

革
牛 革 の 種 別 は 多 く、 弊
社で は 厳 選 され た 生 後
約 2 年の北米産牛革を加
工して染色、さまざまな
革製品の主流となってい
る。滑らかで自然な表面
の 1.2mm 厚フラットステ
アの質感は高い。

ステア牛革と馬革（ソフト
ホース）には、5cm 四方
で約 100 個の 1mm 穴を
開けたサマー用素材を用
意。そしてグローブ（牛革
と鹿革）やブーツのパン
チング仕様も好評。夏に
はなくてはならぬ存在。

ステア牛革よりもやや軽
量でソフトな質感。表面
は馬革独特のムラがわず
かにあるが、いたってな
だらか。革ジャンなら 1 着
の製作に 1.5 頭を必要と
する。ヨーロッパ産の 1.1
ｍｍを使用。

ペアスロープが取り扱う
革ジャン用素材で唯一の
植物性なめし加工のフル
タンニン馬革。その表情
は少々野性的でワイルド
感 あり。1.2 ｍ ｍ 厚 の 丈
夫な素材は強度・耐久性
ともに優秀。

ペアスロープの全ての革
の中で、最もソフトなの
が鹿革。しかも同厚比較
なら引き裂き強度も最高
レベル。奈良県で染色加
工した 上 質 な 1.4mm 厚
ニュージーランド産で、革
ジャン 1 着に４頭が必要。

ステア牛革

パンチング加工革

馬革

馬革

鹿革

ソフトホース

アンティークホース

[ 革縫い付け文字・オリジナルマーク製作 ]……工房
自慢の職人ワザのひとつに繊細な革細工がある。レ
ザージャケットにご自身オリジナルの革文字を入れた
り、革のワッペンを作ることも可能（要ご来店）。お
客様のアイディアをできる限り実現します。

ステア牛革：多数のカラーバリエーションからあなたの個性を。

オリジナル革マークの製作：一針一針の繊細な軌跡。

夫婦坂工房
工房は店舗上階。縫製歴 25 年以上の職人が、革ジャ
ンやバッグ類を作り続けている。難しそうなオー
ダー製品なら、職人が店舗に来て直接お客様と打ち
合わせすることも。工房併設ならではの作業です。

めおとざかこうぼう

プロテクション加工も。 本店上階 夫婦坂工房 一同



21.20.

TEXTILE JACKETS

2020 年、本来ならオリンピックが開催され、今ごろは我がニッポンの
メダル数が話題になっていたであろう。しかし無念の延期。
2021年の夏はどうか開催してもらいたいものだ。そんな願いを込めて、
メダルの色をイメージしたジャケットを作ってみた。これは前向きな、
真面目な遊び心。

やはり1 番上の金だろうか。いや、「２番じゃダメ
なんでしょうか」と誰かが言ったように、一歩引い
た銀が愛おしい。いやいや、いずれ上を狙わんと
する銅のたくましさが必要だ。さて、あなたらしさ
はどんな色だろうか……。

F-22SE コーデュラ フライトジャック

２０数年来作り続けているフライトジャケットを、高機能コーデュラナ
イロンで製作。その背には久しぶりに、大胆ながらも同系色でさりげ
なくペアスロープ刺しゅうを施す。さらには革ジャン用の丈夫なニット
も着心地に貢献……と、特別な一着。
QUALITY：表地 - 耐水コーデュラナイロン、裏地 - ポリエステル + 中綿。
COLOR：アースブラウン、シルバー、ワインレッド。SIZE:M、L、LL、
3L。PRICE：￥38,000（税別）

「 金・銀・銅 」

一般的なナイロンの数倍の強度と耐久性を持
ち、撥水・耐水性にも優れたアメリカのイン
ビスタ社の登録素材。この生地特性を、末長
く愛用するウェアに活かす。



23.22.

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税別）：DMF-25SA/318W-SC
全面型 ￥14,000（税別）：RT-30SC

DMF-25SA ライディングショートコート

ご覧の化学繊維も天然繊維も、凝りに凝ったペア
スロープオリジナル素材である。それぞれの魅
力の違いを、お分かりいただければ幸いである。

整ったスタイルと豊かな機能性で守備範囲の広いモデル。ベンチレー
ション装備と防寒ライナーオプションで 3 シーズン対応。
QUALITY：表地 - ハイブリッド耐水 PC、裏地 - ポリエステル、肩・ヒジ・
セキツイ 3 ～ 8mm 厚フエルトパッド。COLOR：ダークグレー＆ブラック、
ダークブルー＆ブラック。SIZE:M、L、LL、3L。PRICE：￥36,000（税別）

318W-SC コットンダブルジャック

RT-30SC コットンフィールドコート

好評のレザージャケット「318W」をベースに、革に勝るとも劣らない質
感高いコットンで仕立てたダブルブレスト。気を配られたネオクラシッ
クスタイルは、シンプルだからこそ合わせる車種を選ばない。
QUALITY：表地 - 高密度耐水コットン、裏地 - ポリエステル、肩・ヒ
ジ・セキツイ 3 ～ 8mm 厚フエルトパッド。COLOR：グレー、ブラック。
SIZE:M、L、LL、3L。PRICE：￥33,000（税別）

アウトドアスタイルのツーリングコート。熟成された落ち着きあるスタ
イルに、なめらかな高機能コットンを組み合わせ、ひときわ高まった完
成度。内側腰部に冷気の巻き込みを防ぐストームガードを装備。
QUALITY：表地 - 高密度耐水コットン、裏地 - ポリエステル、肩・ヒ
ジ・セキツイ 3 ～ 8mm 厚フエルトパッド。COLOR：グレー、ブラック。
SIZE：M、L、LL、3L。PRICE：￥36,000（税別）

V-05VT タンゴベスト

素晴らしい質感の丹後橋立織りで仕立てるとびきりのベスト。ライディ
ングジャケットのインナーとしても、大人の品格漂う男前アイテム。
QUALITY: 表地 - コットン、裏地 - ポリエステル。COLOR: 麴塵（きくじん）、
青藍（せいらん）。SIZE:M、L、LL、3L。PRICE：￥18,500（税別） 麴塵

青藍



25.24.

化学繊維サンステート vs 天然素材のダウン、さてどち
らの防寒性能が優れるのか。結論を述べれば甲乙つ
けがたい。性質の違いや好みを照らし合わせて選択を。

サンステートコートは、かさ張らないのにあたたかい
化学のチカラが頼もしい。対してダウンコートは、厚
い羽毛にふっくらと優しく包まれる着心地が嬉しい。

化学のチカラを得たこの素材
は、その薄さからは不思議なく
らいに優れた保温効果がある。

これほどまでに暖かく優しく身
体を包む天然素材はないだろ
う。高品質『羽毛』はひと味違う。

着ぶくれ感の少ないスタイリッシュな防寒ツアラーコート。サンステー
トは薄く暖かくインナーの重ね着にも自由度が高い。腰に冷気の巻き
込みを防ぐウエストストームガード装備。肩・ヒジにフエルトパッド内装。
QUALITY：表地 - ハイブリッド 耐 水 PC、裏 地 - 防 寒サンステート。
COLOR：ブラック、ダークグレー。SIZE：M、L、LL、3L。PRICE：￥39,000

（税別）　[2020 年 9 月下旬発売予定 ]

ダウンを 90% 以上使用する上質な羽毛をたっぷりと詰めた防寒コート。
冬季のこわばる緊張を安心感に変える、ふわりと包み込まれるような
暖かさ。バイクに限らず街着にも。ウエストストームガード装備。
QUALITY：表地 - ハイブリッド耐水 PC、裏地 - ポリエステル＆ダウン
+ スモールフェザー。COLOR：オリーブ、ダークブルー。SIZE：M、L、
LL、3L。PRICE：￥43,000（税別）　[2020 年 9 月下旬発売予定 ]

DMF-38W サンステートコート RT-32DW ダウンコート

WINTER

RT-24HL / RT-70HL フィールドコート

革と高機能繊維を組み合わせ、双方の利点を引き立て合う最高の品質
を目指したウェア。各部に用いる皮革素材の質感と、布地ならではの軽
い着心地と耐候性、防寒ライナーも装着可能な隙の無い 1 着。
QUALITY：表地 - ハイブリッド耐水 PC ＆ステア牛革、裏地 - ポリエス
テルメッシュ（RT-24HL）、コットン & ポリエステル（RT-70HL）。肩・セ
キツイ 3 ～ 8mm 厚フエルトパッド。
COLOR：オリーブ（RT-24HL・RT-70HL）、ダークブルー（RT-24HL）、ブラッ
ク（RT-70HL）。
SIZE：M、L、LL、3L。PRICE：￥48,000（税別）
※ウォッシャブル牛革使用。ドライクリーニング可。
※ RT-24HL には腕・背後にベンチレーション装備。

［ オプション ］
防寒サンステートライナー
全面型 ￥14,000（税別）

RT-24HL

大変凝った作りの襟のストラッ
プは、折りたたむと襟をすっき
り見せられる。
製作時に最も苦労した夫婦坂工
房製パーツが、袖口までカバー
する洒落たアウトパッド。
フロントのフラップとポケット周
辺を彩るレザーパイピングが極
上の高級感を演出。

革を贅沢に使ったプレミアムモデル

夫婦坂工房で裁断・縫製
した牛革の各部パーツを月
夜野工房に送り、ジャケッ
ト本 体 に 縫 い 合 わ せる。
最終仕上げは本店上階の
夫 婦 坂 工 房 でおこなう。

〔月夜野工房と夫婦坂工房の合作〕

月夜野工房 夫婦坂工房 ［防 寒］

RT-70HL



27.26.

下半身が冷えれば身体の動きは鈍る。大事なブ
レーキング、シフトチェンジのために、動きやすく
雨に強く保温効果抜群の防寒パンツがあります。

SF-01 サンステートフリース

この優しく暖か～い 一着は
多くの方が実証済み。

保温性の高い化学合成ワタに、透湿
性のある極薄のアルミ素材を重ね合
わす。軽く動きやすくかさばらず、そ
してなにより温かい断熱素材。
※ご家庭でも手洗いで洗濯可能。

サンステート

バイクにまたがるとパンツのスソは
思いのほか上がります。ご自身の股
下実寸法よりおよそ 5cm ほど長い
タイプがお薦め。パンツ股下はノー
マルタイプ（79cm）、ロングタイプ

（86cm）の 2 種。

[ また下サイズ ]

高性能ポリエステルも高熱は苦手。高
温のマフラー等に触れても瞬時には
溶けないよう、裾内側を耐熱アラミド
繊維で補強（長時間の接触は不可）。
※ポリエステルの熱分解温度は約 260℃
耐熱アラミド繊 維は 400 ～ 430℃。

[ 耐熱素材 ]

足首からの冷たい風の侵入に対して
防水性も兼ね備えるストームガード
を装備。極寒のライディングにはあ
りがたい機能。裾部分もボタンで絞
れるので、ブーツとの組み合わせで
鉄壁の防風性を実現。

[ ストームガード ]

[ 表地 ] ストレッチ性（タテ方向に伸び）を備え、動きやすい耐水ハイブ
リッド PC を使用。防水シームテープ加工により小雨程度なら走行可能。

[ 防寒裏地 ] 軽く動きやすく保温力の高いサンステート仕様。個人差はあ
るものの、下着のみでも極めて高い防寒性を発揮。裏地固定式（着脱不可）。

[ サンステート装着 固定式裏地 ]
冷たい風で冷えるヒザ部分はサンステート二重構造。

[311AWS/SF-01/W-03 は 9 月下旬より順次発売。ご予約受付いたします。]

丈夫で着心地の良い国産フリースと、保温力の高いサンステートを合
体縫製。優しく強力な保温性能を発揮。
QUALITY：表地 -フリース。裏地 - サンステートキルティング加工、エリ・
脇・手首 - ポリエステルニット。COLOR：ダークブルー、グレー。SIZE：
S、M、L、LL、3L。PRICE: ￥23,000 税別）。 ※大きめのサイズ選びは
防寒効果を低下させます。

薄手でかさばらない高性能防寒インナー。首周りの干渉が少なく、ポケッ
トや裏地を持たないボリュームを抑えた作りとし、インナーに特化した
使い勝手に優れる。細身のアウターとも好相性。
QUALITY：サンステートキルティング加工、エリ・脇・袖 - コットンニット。
COLOR：グレー（マイクロ千鳥柄）。SIZE：S、M、L、LL、3L。PRICE：
￥18,500（税別）※大きめのサイズ選びは防寒効果を低下させます。

オーバーパンツではありません。下着のみでも十分な防寒効果を得ら
れる、軽く動きやすい防水性のあるライディングパンツ。
COLOR：ブラック。SIZE：ウエスト -S（70 ～ 75cm）、M（76 ～ 80cm）、L（81
～ 85cm）、LL（86 ～ 90cm）、３L（91 ～ 96cm）。また下サイズ - 各サ
イズ共通でノーマル 79cm、ロング 86cm の２種類からお選びください。
PRICE：￥29,500（税別）

SW-1 サンステートインナー

W-03 サンステートウインターパンツ

防寒快走

快適防寒

311AWS サンステートジャック

近場をゆったりと走るなら、このくらいがちょうど良い。旅先の散策に
も街着にも、使い勝手の良いウインドブレーカー。肩・ヒジにフエルト
パッド内装、裏地にはサンステートを採用した防寒モデル。
QUALITY：表地 - ハイブリッド耐水 PC、裏地 - 防寒サンステート、エ
リ - コーディロイ。COLOR：オリーブ、ダークブルー。SIZE:M、L、LL、
3L。PRICE：￥29,500（税別）　[2020 年 9 月下旬発売予定 ]

シンプルで軽快な
防寒ウインドブレーカー。



29.28.

内側にフィルムをラミネー
ト加工したウェア素材の防
水性能は高い。ならばレイ
ンスーツは不要か……？ 
いや、構造の違いで雨天の
プロには及ばない。もし性
能を同等にするなら、ポ
ケットや機能パーツを極力
減らして密閉性を優先し

なければならず、結局はレインスーツのデザインと
そっくりになってしまう。一石二鳥とはゆかない。
ライディングウェアの防水性はあくまでも緊急用と
ペアスロープは考える。内部にはそれほど雨が入っ
てこなくとも、ずぶ濡れのウェアで旅を続けるのか、
それともレインスーツでウェアごと雨から守るの
か、、、どちらが快適かは明白と思われる。

防水性能を知る

ダウン（羽毛）もサンステートも空気の層で保温し、
防寒効果を得るのは同じ。異なるのは、前者が天然、
そして後者が化学技術によるもの、ということ。

化学繊維は近代に工業生産化されたポリエステルや
ナイロンが主流。そして天然繊維は遠い昔から利用
されてきたカイコなどの動物由来と綿などの植物由
来とがある。これらの素材はそれぞれ独自の特性を
持ち、弊社製品でも適材適所で使用。
さて、機能性重視の“化学”か、環境に優しい“天然”
か。あなたのライフスタイルに合わせると……？

ペアスロープの特殊素材、化学あり天然あり、街着にツーリングに。

スキーウエアからヒ
ントを得て装備した
のが弊社のストーム
ガード。下からの冷
たい風の巻き込みに
対し、これがあると
ないとでは腹部の保
温が大きく違う。
RT-30SC・DMF-38W・
RT-32DW に装備。

ダウン 90％、スモー
ルフェザー 10％から
なる、ふんわりと飛
んでしまうような軽
～い羽毛の天然防寒
素材。温かくて優し
い着心地。
※ RT-32DW に使用。

どれほど高い防寒性能を持つ化学繊維を使っても、
冷たい風が入り込んできたら保温効果は期待できな
い。寒い時期に着用されるツーリングコート系ウェ
アは外気を入れず内側の熱を逃がさない密閉性が求
められ、その役を果たすのがストームガード。

防寒ストームガード

繊維素材と
機能性ガイド
少々の知識で確かな選択を。

ポリエステル 80％ & コッ
トン 20％の混紡糸撥水素
材。しっかりとした質感
ながら、しなやかな伸縮
性あり。生地裏側に防水・
透湿フィルムをラミネート
した弊社オリジナル高性
能繊維。

有機農法のオーガニック
綿花を使って高密度に織
り上げた天然素材。基準
の厳しいヨーロッパ某国
軍服にも採用されている
ほど信頼度は高い。さら
に撥水・防水・透湿機能
を加えた弊社オリジナル。

アメリカのインビスタ社
の登録商標。世界で最も
知名度のあるナイロン素
材と言えよう。その理由
は、一般的なナイロンの
数倍の強度と耐久性を持
ち、加えて撥水・耐水性
にも優れるから。

コットン糸に 5％のポリエ
ステル糸を混入させて伸
縮性を持たせたデニム生
地。14.5 オンスという厚
手ながらも（一般的なデ
ニムは 13 オンス前 後 ）、
柔軟性があり快適。2020
年秋は 3 色を用意。

ハイブリッド耐水 PC

高密度耐水コットン

コーデュラナイロン

ストレッチデニム

羊毛を主素材とした
天然繊維のフェルト
は、割れない・ちぎ
れにくい・蒸れにくい・
劣化しにくい。製品
および部位により 3
～ 8mm 仕様。※非
装備モデルもあり。

フェルトパッド

まずは首。はっきり申し上げれば、ここは防寒の大
事なキモなのだ。そして極寒時のつま先。寒さでつ
ま先がマヒしたら、ブレーキもシフトチェンジもぎ
こちない。だから小さな投資で、大きな防寒効果を。

防寒の裏ワザ

つま先ウォーマー：サンステー
ト製。一組￥1,000（税別）

フリースネックウォーマー：ブ
ラック etc。￥1,000（税別）

…少ない投資でポッカポカ

防寒素材 ダウン＆サンステート

アクシデントで身体を護るパッド、それは強固であ
るほど、面積が大きいほど保護能力は高い。しかし
その効果と引き換えに身体の負担は増し、動きにく
く疲れやすくなる。ウェアのシルエットがくずれた
り、長時間着用での疲労から集中力を欠いたり……
そうはならないほどほどの防御がペアスロープ流。

プロテクションパッド
たとえば京都府丹後地方で織られた天然繊維の“丹
後橋立織り”。それに化学技術を加えた防水加工を
使う必要はないだろう。コットンならではの着心地
と、絶妙な色合いを楽しめればそれで良いと思う。
全てが化学のチカラに頼るものではない。

軽く、薄く、動きや
すい防寒素材。化学
合成の中ワタに超極
薄の特殊アルミを重
ねた加工。
※ SW-1 は表地、SF-
01・311AWS・DMF-
38W・W-03 は裏地に
使用。

ふぅんわりとしたダウン…天然のチカラ

うす～いサンステート…化学のチカラ

ヒョウドウプロダクツ製の胸部
パッドを、ラインナップ製品だ
けでなく、現在ご愛用のウェア
にも装着加工が可能。詳しくは
は P50 をご覧下さい。

胸部プロテクション加工



31.30.

GLOVES SPRING & AUTUMN

PG-12 ショート

軽快でソフトな操作性を誇るショートタイプ。
どんなシーンでも使いやすいプレーンなモデル。
QUALITY：ステア牛革。COLOR：キャメル、ブラッ
ク。SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥9,500（税別）

SG-7 セミロング

使い込むほど馴染む牛革の操作性はそのまま
に要所へ 2 枚革のプロテクション機能を追加。
QUALITY：ステア牛革。COLOR：キャメル、ブラッ
ク。SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥11,500（税別）

PG-12S ショート

PG-12 グローブの親指と人差し指をスマホ操作
対応の牛革に変更したモデル。
QUALITY：ステア牛革。COLOR：ブラック。SIZE
：S、M、L、LL。 PRICE：￥10,500（税別）

PGL-01 レディース

ソフトな牛革を使用し、女性専用のパターンで
仕上げた使いやすいハーフ丈グローブ。
QUALITY：ス テ ア 牛 革。COLOR：ブ ラ ック、
キャメル、ブラウン。SIZE：レディース M、L。
PRICE：￥11,000（税別）

スマホ操作対応
PG-12S

ナビやスマートフォン、それをグロー
ブをしたまま操作できれば便利なこ
とでしょう。それにお応えするのが、
親指と人差し指に画面反応する特殊
な牛革を備えたグローブ。※端末に
よって反応の相性があります。

[ スマホ対応 ]

牛

操作性の良いグローブ作りは、パターンや
縫製はもちろんのことですが、革素材の影
響力が大きいものです。原寸大でご覧下さ
い、手を入れなくても想像できましょう。
……丈夫でしなやか～な感触が。



33.32.

PG-29DW 鹿ウインター
グローブに優れた操作性を問うなら、鹿革の右に出るものはない。冬の
長距離ではなく、比較的短時間の使用ならこの防寒性能で十分。
QUALITY：表革 - ニュージーランド産鹿革。COLOR：ブラウン。
SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥18,500 （税別）　

［インナー］ 甲・掌側ともにウレタンスポンジ + インナー全体を防水・透
湿サイトスフィルムで包む。

［走行適応気温］…5 ～ 15℃ ※個人差あり。

PG-30DW 鹿サンステートウインター
バランスのとれた牛革製モデル PG-30W を、ソフトながらも耐久性を兼
ね備える鹿革をアウターにした防寒グローブ。
QUALITY：表革 - ニュージーランド産鹿革。COLOR：ブラック。
SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥20,500（税別）　

［インナー］ 甲側は保温力の高いサンステート、掌側は操作性を考慮した
ウレタンスポンジ + インナー全体を防水・透湿サイトスフィルムで包む。

［走行適応気温］…3 ～ 12℃ ※個人差あり。

PG-30W サンステートウインター PG-33W サンステートウインター
保温素材サンステートで指先両面を包むことにより、操作性はやや劣る
ものの、防寒性能は他のどのタイプより勝る。冬の中・長距離走行向け。
QUALITY：表革 - 国内産ソフト牛革。COLOR：ブラック。
SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥15,500 ( 税別 )

［インナー］ 甲・掌上部、全ての指に保温力の高いサンステートを装着
+ インナー全体を防水・透湿サイトスフィルムで包む。

［走行適応気温］…0 ～ 10℃ ※個人差あり。

WINTER GLOVES

防寒性能と操作性とのバランスがとれたモデル。防寒グローブの中でど
のモデルかを迷う方には、柔らかで使いやすい PG-30W がお薦め。
QUALITY：表革 - 国内産ソフト牛革。COLOR：ブラック。
SIZE：SS、S、M、L、LL。（SS は女性サイズ） PRICE：￥14,500 （税別）　

［インナー］ 甲側は保温力の高いサンステート、掌側は操作性を考慮した
ウレタンスポンジ + インナー全体を防水・透湿サイトスフィルムで包む。

［走行適応気温］…3 ～ 12℃ ※個人差あり。

グリップヒーターとの相性は？・・・グリップヒーター単体の効果
は手の平のみだが、防寒グローブと併用すれば手全体に強力な防
寒効果が得られる。なおサンステートは熱を通しにくい断熱保温
素材。従ってグリップヒーター付きのバイクには両面サンステート
の PG-33W は適さず、PG-29DW または PG-30W/30DW がお薦め。

保温素材を多く取り入れるほど防寒性
能は増すが、逆に操作性は劣る。残念
ながら両者は比例しない。使用環境や
体感温度の個人差を考慮して、適切な
グローブの選択を。

アイテム別の防寒性能 ※［走行適応気温］には個人差があります。温度はあくまで比較参考数字です。

PG-29
PG-30

PG-33

防寒性

操
作
性

鹿

鹿屋島

ショート

鹿革ならではの疲れ知らずの柔軟性を持ちなが
ら、粘り強く丈夫で長持ち。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革。COLOR：
ブラック、ワイン / ブラック、ブラウン。
SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥15,000 （税別）

鹿

SPRING & AUTUMN

鹿屋島

ロング

理想のタッチが得られる柔軟性だけではなく、
粘り強く引き裂き強度にも優れる鹿革グローブ。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革。COLOR：
ワイン / ブラック、ブラック、ブラウン。
SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥14,000（税別）

しなやかな鹿革が本体、プロテクションの役目
も果たすアテ革は、薄手で丈夫な馬革。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 /EU 産馬革
パッド。COLOR：ブラウン、ブラック、グレー。
SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥15,500（税別）

うましか

馬
うましか

ショート馬鹿 SP

袖口からの風の浸入を防ぐロングタイプ。馬革
と鹿革の上質なコンビネーショングローブ。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 /EU 産馬革
パッド。COLOR：ブラウン、ブラック。
SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥16,500（税別） 

うましか

ロング馬鹿 SP

しかやしま

しかやしま



35.34.

BOOTS 変わらぬスタイル、
進化する履き心地。

[ ショート A8/A8D のソール ]
軽く動きやすい履き心地を重
要視した圧縮ウレタンソール。
A8D のソールはベージュ。

一度ご自分の足に合わせて靴ひもを調整したら、その後
はサイドジップで脱ぎ履きを。粘り強く踏ん張りのきくラ
バーソールが頼もしい。
QUALITY：2.0mm 厚ステア牛革、ソール・ビブラム。ダ
ブルマッケイ製 法。COLOR：ブラック。SIZE：24.5 ～
27.5cm。 PRICE：￥38,000（税別）　※生産数限定品

ワークブーツジップ

厚さはあるが履くほどになじんでゆく丈夫な牛革に、歩
く場所を選ばないビブラムソールのコンビネーション。
QUALITY：2.0mm 厚ステア牛革、ソール・ビブラム。ダ
ブルマッケイ製法。COLOR：ブラウン、ブラック。SIZE：
24.5 ～ 27.5cm。 PRICE：￥35,000（税別）

ワークブーツ

[ ワークブーツのソール ]　
進む道を選ばない、頼もしさ
を感じさせるビブラムソール。

軽快な履き心地が自慢のブーツ。A8D は鹿革メインに牛
革パーツ使いのコンビネーション、A8 は牛革。
QUALITY：A8D- ニュージーランド産鹿革 / ステア牛革。
A8-1.8mm 厚ステア牛革。ソール・圧縮ウレタン。セメン
テッド製法。COLOR：ブラック。SIZE：24.5 ～ 27.5cm。
PRICE：A8D- ￥28,000、A8- ￥22,000（税別）

ショート A8D/A8

A8 …牛革

A8D …鹿革メイン

ペアスロープはフルモデルチェンジをあまりおこないま
せん。ひとつの製品を末長く大事に育てます。
たとえばこの 2 足のブーツ、少し変更した部分があり
ますが、お分かりでしょうか？ これだけ大きな写真で
も、正面から見つけるのはかなり難しいでしょう。しか
しご愛用頂ければ納得……そんな“もの作り”です。

［サイドジップのワークブーツ］
内側のジップアップにより、す
早く履いてサッと脱ぐ。従来の
スタイルはそのままに新登場。



靴作り 1 世紀を超えるリーガルコーポレー
ションの巧みな技術で、2008 年に誕生した
アーバンツーリストブーツ。2020 年、マイ

ナーチェンジした 2 種がそろう。デザインはそのままに、革素
材とパーツパターンを変更して、より履き心地の良さを追求。

37.36.

足もとのドレスアップ、ここに。

とてもライディングスタイルには見えないブリティッシュ系ド
レスブーツ。 [ リーガルコーポレーション製 ]
QUALITY：1.6mm 厚スムースステア牛革。ソール・合成ゴ
ム + 圧縮革。グッドイヤーウエルト製法。COLOR：ブラウン。
SIZE：24.5 ～27.5cm。 PRICE：￥49,000（税別）

R-02A
［R-01A/02A/08 のソール ]

アスファルト上での摩擦力の高
さは、弊社ブーツ全アイテムの
中でナンバーワンを誇る。

アーバンツーリスト

歩きやすく、操作性が良く、なによりしっかりした作り。これ
が誠のジップアップブーツ。 [ リーガルコーポレーション製 ]
QUALITY：1.8mm 厚オイル調ステア牛革。ソール・合成ゴム
+ 圧縮革。グッドイヤーウエルト製法。COLOR：ブラウンツー
トン、ブラック。SIZE：24.5 ～27.5cm(R-08)。23.0 ～24.5cm

（R-08La レディース：ブラックのみ）。PRICE：￥47,000（税別）

R-08 アーバンジョッキー

旅に、街に、信頼ある卓越の作り。

脱ぎ履きしやすくパターン変更。
さらに、動きやすくも丈夫な牛革にチェンジ。

厚手の牛革ボディーに内装も牛革、と頑強な作りながらも、
履き心地の良いツーリングブーツ。
QUALITY：2.2mm厚弱オイルド系ステア牛革。強力マジックテー
プ着脱式。ソール・ビブラム。ダブルマッケイ製法。COLOR：
ブラック。SIZE：24.5 ～27.5cm。PRICE：￥34,500（税別）

ショートグフ

[ ショートグフのソール ]　
進む道を選ばない、頼もしさ
を感じさせるビブラムソール。

グッドイヤーウエルト製法の断面：ソール上部
に練りコルクを敷き詰めており、やがて体重
によって足型が形成。その履き心地は極上。

（R-01A/R-02A/R-08/08La）

美しいライディングブーツをコンセプトに製作した、内側ジッ
プアップタイプ。[ リーガルコーポレーション製 ]
QUALITY：1.6mm 厚スムースステア牛革。ソール・合成ゴ
ム + 圧縮革。グッドイヤーウエルト製法。COLOR：ブラウン。
SIZE：24.5 ～27.5cm。 PRICE：￥49,000（税別）

R-01A アーバンツーリスト



39.38.

お気に入りに愛情を……

保革油が革に染み込むよう
に暖かい部屋で、スポンジ
や布を用いて軽～く塗る。お
薦めはブーツ兼用のシュプ
リームクリームデラックス。
※鹿 革 は 下 段 にご 案 内 の
シュプリームワックススプ
レーを。
表面のカドのすれた部分は
ミンクオイルを指先ですり込
む。ある程度なら色落ちや
キズを目立たなくする、お手
軽補修メンテナンス。ファス
ナーに塗ればスベリも良い。
※全面保革にはシュプリーム
クリーム DX、または馬油を。

左から、シュプリームクリームＤＸ￥2,800、シュプリームワックススプレー
（鹿革に効果的）￥2,000、レザーソープ￥1,500 （税別）

右上：ミンクオイル￥600、
右下：マスタングペースト（馬
油）￥2,800 （共に税別）

メンテナンス
ペアスロープ製品は、何もせずとも長持ちす
るように作ってあります……が、メンテナン
スによって、より寿命は延ばせます。
ほんの少しでよいのです。あなたの時間を、
愛着ある道具たちに使ってください。

メンテナンスが面倒だからと、革ジャン・革パンを避
ける方が少なからずおられる。しかしそれは誤解で、
ツーリング後は、絞った濡れタオルで虫の死骸の付着
などその日の汚れを落とす程度で十分。元々は「手
間いらず、丈夫で長持ち」が革の特徴なのです。
本格的な保革メンテナンスは 1～ 2 年に 1度が目安。
暖かい部屋でほんの 10 数分程度の時間を割いて、
保革油を愛情込めて丁寧に塗る。ただそれだけです。

唯一、梅雨から夏場に気をつけたいのがカビ対策。
密閉されたクローゼットには入れず、ビニールカバー
も革には適さない。汚れを落として、通気のある場所
に保管を。またはエアコンの効いた室内にハンガー
掛け、といった簡単な保管もカビ対策には効果的。

革ジャンと革パンツ グローブ ブーツ クリーニング
ライディングギアの中で、唯一革が直接素肌に触れて
いるのがグローブ。さらに手は関節の多さも、その仕
事量もダントツで、一日に数えきれないほどの伸縮を
繰り返し、革の大敵とも言える汗を多量に染み込ませ
ている。そのため、グローブはジャケットやブーツよ
りも消耗が早いのだが、少しのメンテナンスによって
寿命を延ばすことができる。
基本的な手入れは、たまに行う水洗い。革は水に弱
いという認識を持つ方は多いが、弊社の革は雨に濡
れることを前提に加工しているので大丈夫。

グローブは最も操作に影響するライディングギア。上
記の手入れは寿命を延ばすが、安全上は 3 ～ 4 年程
度での交換がお薦め。大事な手を守るために。

[ 充実編 ]　靴は身だしなみの第一歩、その靴をより
末永く、綺麗に保とう。リーガル Co 社製Ｒシリーズ
のような美しい仕上げのブーツには特にお薦め。

[ 簡易編 ]　時間がなくても、年に最低 2 ～ 3 回くら
いはお手入れを。もっとも簡単なのがオイルスプレー
ではあるが、やはり革の中まで成分が染み込むシュプ
リームクリーム DX での数分の手入れがお薦め。

ご家庭での洗濯にも限界はある。そんなときはクリー
ニング屋さんに頼るのだが、素材によっては注意が
必要。依頼時にひと言添えればトラブルを防げるだろ
う。（たいていのことは承知のクリーニング屋さんで
はあるが、念のために）
なお、革ジャン以外はご自宅の洗濯機でも可能。た
だしこれも以下をよく読んでからということで。

あらかじめウエス等で汚れを
落とし、乳化性クリームを薄
く伸ばしながらムラなく塗る。
ブーツサイドのコバ（ 細 革）
やベロも忘れずに。※塗りす
ぎ注意。お薦めは、シュプリー
ムクリームＤＸ：￥2,800 （革
ジャンとの兼用可・税別）
新品時のような美しい光沢を
保ち続けたい場 合 は、ワッ
クスポリッシュをウエスにつ
けて軽く磨く。さらに水を数
滴ブーツに落とし、水滴を広
げるように丹念に磨き込む。
ワックスポリッシュ：￥1,600

（税別）

シューキーパーは型崩れを防
いでくれる。湿気を吸収し、
抗菌効果も得られる西洋杉で
作られたアロマシダーシュー
キーパー￥4,200（税別）。
竹炭はブーツの中に入れて湿
気吸収と防臭効果を。1 足分
￥500（税別）。

メンテナンスでご不明な点がありましたら、
どうぞ遠慮なくご相談ください。ご来店の場
合、必要とあれば実演いたします。
破損修理はその状態により判断させていただ
きますが、可能であればリペアいたします。

[ 化学繊維・天然繊維 ] クリー
ニング屋さんは洗濯表示に
従って作業される。自宅洗濯
機の場合は必ずネットに入れ
て手洗いモードで（ある程度
シワが出るのは仕方がない）。
※着脱式セキツイパッドはあ
らかじめ取り外す。

レザージャケットのハンガーは肩部分が肉厚なものを。上記ハンガーは
革ジャンをお買い上げの方へのノベルティー（非売品）。

左は新品、右は年に数回の手入れを怠らず 10 年間愛用されている同じ
ブーツ。丹念にメンテナンスされたブーツは、新品よりずっと魅力的。

アメダス防水スプレーは防水だけでなく汚れ防止にも効果的。撥水＆防
水効果が衰えたレインスーツにも便利な 1 本。 ￥1,500（税別）

水またはぬるま湯に 30 分ほ
ど浸け置き、水気はタオルで
軽く“押し拭き”。汚れがひ
どい場合はハンドソープや石
鹸でやさしく“揉み洗い”。
※洗濯機や台所洗剤の使用
は厳禁。

乾燥は太陽光には直接当て
ず、陰干しが鉄則（ドライヤー
厳禁）。干す前に手を入れて
カタチを整える。
乾いた後に革の油分が抜け
てパサパサ感があるような
ら、保革油を少量塗っておく。

[ 革と繊維素材のコンビネー
ションウエア ] 牛革素材を部
分使いしているウエアはドラ
イクリーニングを。また、シ
ワの問題は多少あるが、自宅
での洗濯も可能。ただし上記
繊維同様に手洗いモードで中
性洗剤の使用を厳守。

[ レザージャケット ] 革可能な
クリーニング屋さんに依頼。
なお、アルカリ性洗剤は色落
ちの原因となるので中性洗剤
での指定を。
※不安な場合は弊社まで。
※頻繁なクリーニングは革を
傷める場合があり。



41.40.

GEARS
　　　　 GOODS&

ニッポンの職人もの作り

日常で手に触れる小物たちこそ、職人の腕比べのもの
作り。牛革、馬革、鹿革と異なる素材の性質を熟知し
て、こつこつと丁寧に仕上げました。

ペアスロープのサイフは内装も
「すべて革」……極めて少数派。

ステア牛革のなかでも、特に表面がきめ細かい素材を厳選し
て製作。お札を折り曲げたくない紳士にお薦め。
QUALITY：表革 / 内装 - 牛革。COLOR：ブラック、ブラウン。
SIZE：95x190mm。PRICE：￥32,000（税別）

30WL 長財布

表 革 ブ ラ ッ ク の 内 装 は ベ ー
ジュ。表革ブラウンの内装は
上記二つ折り財布のブラウン。

30W2/30W2C

30W2C-AH( 馬 )

30W230W2C/30W2C-AH

30W2/30W2C/30W2C-AH 二つ折り財布
30W2 はカード入れ 10 箇所。30W2C はカード入れ 7 箇所＆
コインケースのコンビ。どちらも札入れスペースは 2 箇所。か
さばらない厚さが機能的。
30W2/30W2C　QUALITY：表革 / 内装 - 牛革。COLOR：ブ
ラウン、ダークブルー。SIZE：98x120mm。PRICE：￥27,000（税別）

30W2C-AH　QUALITY：表革 -フルタンニン馬革 / 内装 - 牛革。
COLOR：アンティークブラウン。SIZE：98x120mm。PRICE：
￥29,000（税別）

30WLD 鹿長財布 / 30W2D 鹿二つ折り財布
優しい肌触りに定評のある鹿革は、丈夫な事も特長。利点は
あるものの世に出回らないのは、革素材の極小流通と製作が
容易ではないため。職人泣かせの喜びの逸品。
QUALITY：表革 - ニュージーランド産鹿革 / 内装 - 牛革（全カー
ド入れ仕様）。COLOR：ブラウン、ブラック。SIZE：30WLD-
95x190mm / 30W2D-98x120mm。PRICE：30WLD- ￥36,000、
30W2D- ￥32,000（各税別）

鹿
30W2D

30WLD

牛＆馬

鹿長財布の内装は 30WL 長財布
と同仕様。内装色はブラック。
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シンプルなコードバン財布の作りは、まったく手を抜けない、気を抜
けない。そんな極上の財布、使い込めばさらに輝きを増す。
QUALITY：表 -コードバン（馬革）、内側 - 牛革（表革ロイヤルブルーはベー
ジュ、表革ブラックはブラウン）。SIZE：35WL-95x190mm、35W2-
95x115mm。COLOR：ロイヤルブルー、ブラック。 PRICE：35WL-￥39,000、
35W2- ￥36,000 （各税別） 

35WLコードバン長財布/35W2コードバン二つ折り財布
馬の希少な部位、革の王様コードバン。入手困難であること、そして面
積が小さく、馬一頭分で数個しか作れないため、年間生産数に制限あり。
手にすれば、その艶やかで透明感のある表情に魅了される。
QUALITY：表 - コードバン（馬革）、内側 - 牛革。COLOR：ロイヤルブルー、
ブラック、ブラウン。SIZE：100x195mm。PRICE：￥39,000（税別） 

31CL コードバン長財布

「革の王様」と称される馬の希少部位、コードバン。
1 頭で長財布は 3 ～ 4 個しか取れないその仕上げは
入念。熟練染色職人の知恵と技で奥深い色彩を放つ。

コードバン……それは魔法の輝き

面積が小さいコードバン革。

2020 年モデル内装革はフチ返し仕様。

CORDOVAN

※表革ブラックの内装はブラウン

コードバン仕様は少々贅沢かもしれない。しかしこれでカードや名刺を
差し出せば、あなたの気品の高さが相手に伝わる貫禄の道具。カード
なら 15 枚程、名刺ならおよそ 30 枚は収納可能。
QUALITY：表 - コードバン（馬革）、内側 - 牛革。COLOR：ロイヤルブルー、
ブラウン、ブラック。SIZE：75x110mm PRICE：￥16,500（税別）

33CK コードバンカードケース

反対面のレーザー彫刻。
内装は 35WL 同仕様。
内装牛革色はキャメル。

野性味を残す荒馬革に、葛飾北斎 ” 神奈川沖浪裏 ” のレーザー彫刻を
施した長財布。繊細かつ大胆な構図が魅力的。
QUALITY：表 - 馬革、内側 - 牛革。SIZE：95x190mm。COLOR：ディー
プブラウン。 PRICE：35WL- ￥39,000（税別） 

35WLN 荒馬浪裏長財布 あらうまなみうら

カードや名刺、余裕ある収納力。
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大きすぎず小さすぎないカジュアルショルダーバッグ。洗練さ
れたシンプルなカタチは、さまざまなウェアスタイルにも、ど
んな景色にも、街並みにも溶け込む。
QUALITY：ステア牛革、ベルト - ナイロン＆ステア牛革。COLOR：
ブラウン、ブラック、ダークブルー / ダークグレーパイピング。
SIZE：24.5x18.5x6.5cm。PRICE：￥27,000 （税別）

MSB-1

大切な小物をどこにでも持ち運び、
手頃な大きさとシンプルな形で誰に
でも似合うバッグです。

弊社工房はレザーバッグも得意分野。ジャ
ケットや小さなレザーグッズ作りのノウハ
ウを取り入れ、選りすぐった丈夫な革でさ
らに巧みに縫製。

夫婦坂職人仕込み

ベルト調整でショルダーとウエストバッグの 2 通りの使い分け。
革素材やカラー選択はライフスタイルに合わせて。
QUALITY：牛 革 / 馬 革。COLOR：馬 革 - ア ン ティー クブ ラウ
ン。牛革 - ワイン、ブラウン、ダークブルー、ブラック。SIZE：
21x16x5cm。 PRICE：牛革 - ￥18,500、馬革 - ￥20,000（税別）

BY-2L

馬革

牛革

12cm のマチを持ち、A4 サイズがたっぷり収納できる。全て革
でも意外に軽量で使い込むほどに増す質感、愛着が湧く逸品。
QUALITY：BS-1AH-フルタンニン馬革、BS-1SC- シュリンクステ
ア牛革、BS-1 荒馬 - 馬革、内装 - 帆布 + ナイロン。COLOR：BS-
1AH アンティークブラウン、BS-1SC ブラック、BS-1 荒馬ディープ
ブ ラウン。SIZE：26x34x12cm。PRICE：BS-1AH ￥52,000、BS-
1SC ￥48,000、BS-1 荒馬 ￥52,000 、BS-1 荒馬とんぼ彫刻（レー
ザー） ￥55,000（共に税別）

BS-1AH/BS-1SC/BS-1 荒馬

BS-1AH

BS-1SC

革本来の野性的な表情が頼もしい。A4 サイズの書類や本が複数
入る収納力ゆえ、ビジネスユースにも活用を。
QUALITY：シュリンクステア牛革、フラップ裏 - ピッグスウェード、
内装 - ナイロン、ベルト - ポリエステル＆シュリンクステア牛革。
COLOR：ブラック、ダークブルー、ブラウン。SIZE：30x40x10cm。
PRICE：￥48,000 （税別）

ポストマンバッグ MP-1

BS-1 荒馬 / 荒馬とんぼ彫刻

野性的な表情を残す ” 荒馬 ” の馬革を使ったバッグ。2N タイプ
は葛飾北斎の ” 神奈川沖浪裏 ” を精密にレーザー彫刻した逸品。
QUALITY：馬革、内装 - 牛革 + コットン＆ナイロン、ベルト
- ナイロン＆馬革 + 牛革。COLOR：ディープブラウン。SIZE：
24x30x8cm。PRICE：MSB-2（ レ ー ザ ー 彫 刻 な し ） ￥45,000、
MSB-2N （彫刻あり）￥51,000 （税別）

MSB-2/MSB-2N あらうまなみうら荒馬浪裏

MSB-2N  荒馬浪裏タイプ
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大人の背中に似合う、シンプルで上質な構成。角型で収納力が高
く、中型タブレットも収納可能。ダブルファスナー、内側 2 ポケット。
QUALITY：ステア牛革、内装 - ナイロン。COLOR：ブラック（カラー
オーダー可）、SIZE：32x24x9cm。PRICE：￥28,000（税別）

BB-1 ボディバッグ

左右両側にファスナーを備える正面ポケットがユニーク。動きを妨
げない絶妙なサイズ。主室はダブルファスナー、内側 2 ポケット。
QUALITY：ステア牛革、内装 - ナイロン。COLOR：ブラック（カラー
オーダー可）、SIZE：30x20x6cm。PRICE：￥26,000（税別）

BB-3 ボディバッグ

ボディバッグで
身軽に軽快に。

[ 各タイプ左側はオーダー見本 ]

[ 各タイプの寸法は収納部分 ]

カラーオーダーメイド例

各種ボディバッグは素材の変更をはじめ、
全体もしくは部分的なカラー変更や糸の色
までもオーダー可能。金具の追加等、仕様
変更もご相談ください。

オーダーメイド価格：各ボディバッグ価格の
￥5,000 増し（税別）より、要お見積もり。

[ カラー・革素材オーダーメイド ]

[ BB-1/3 用オプション ] 横ぶれ防止ウエストベルト￥1,000（税別）

両手をフリーにできる活動的なバッグ。
そこそこの容量がありながらもコンパクトで都会派の形状は、昨今
人気を博している。さらにレザータイプとなれば抜群の存在感あり。

PHOTO：カラーオーダーメイド例

クラシックなウエストバッグ「WB-1」を、大容量の背負えるバッグ
にアレンジ。仕切り無しの箱型で、2L のボトルも余裕で収納。配
色を楽しむ特注もお勧め。内装および上部にポケットあり。
QUALITY：ステア牛革、内装 - ナイロン。COLOR：ダークブルー /
グレーパイピング、ブラック/ ガンメタパイピング（その他はカラー
オーダー）、SIZE：53x14x12cm。PRICE：￥24,000（税別

BB-WB ボディバッグ

ウエストバッグとしても愛用可能。WB-1
の約 1.8 倍の容積。

動き回ってもファスナーが開かぬよう、
スライダーにジョイントパーツを装着。

鹿革 / アンティークホースソフトホース牛 革

創業以来作り続けている定番モデル。上部は小銭入れポケット。
イマドキは肩から斜め掛けも。
QUALITY：ステア牛革。COLOR：ブラック、ブラウン、オリーブ
SIZE：フロントファスナー寸法約 32cm。PRICE：￥14,000（税別）

WB-1 ウエストバッグ
WB-1 より小ぶりながら、必要最低限の収納容量を確保。上部
は小銭入れポケット。
QUALITY：ステア牛革。COLOR：ブラック、ブラウン、オリーブ
SIZE：フロントファスナー寸法約 29cm。PRICE：￥10,500（税別）

WB-3 ウエストバッグ

ウエストバッグ

WB-1
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ラインナップ製品では満足できないあなたに、キー
ホルダーからバッグまで、ご自分だけのオリジナル
グッズのご提案。製作はペアスロープなれど、作る
楽しみが味わえます。世界にたった一つの逸品を。

何を作ろう自分オリジナル

フラットな表面の 1.2 ｍｍ
厚「ステア牛革」は 10 色
あり、革ジャンからグッズ
と広範囲に使用。
革本来のシワが現れてい
る「シュリンクステア牛革」
は、1.6mm 厚でバッグを
中心とした素材。

「革の王様」と称される
にふさわしく、大小さま
ざまなうろこ模様が美し
いナイルクロコ。高価な
だけでなく入手困難。よっ
て弊社では財布等のグッ
ズ専用に限定生産。バッ
グのワンポイントにも。

印伝は鹿革に漆（うるし）
塗りで模様を表現した素
材 で、 黒トンボ（ 写 真 ）、
白トンボ、赤トンボ、小桜
も用意。主に財布や小銭
入れ等のグッズに使うが、
オーダーメイドバッグの
パーツ使いにも魅力あり。

荒々しく硬そうな革に見
える が、 実 はし な や か
なヨシキリザメの革。三
陸の気仙沼で水揚げされ、
ヒレは高級食材フカヒレと
して珍重されている。海
中での勇ましい姿のごと
く、革の強度・耐久性あり。

1.2 ｍｍアンティークホー
ス、1.1 ｍｍソフトホース
共に革ジャン用に用意し
た馬革ではあるが、バッ
グ類にも適用可能。他に
も野 性味 のある「荒 馬」
も用意。こちらはバッグ
等のグッズに使用。

ステア牛革

クロコダイル

鹿革

シャーク

馬革

（印伝）

飛び抜けて高額なのはクロコダイル。財布ひとつでも
革ジャンと同等の価格になるのだからとんでもない。
次にコードバン、シャーク、鹿革、馬革と続く。ワン
オフオーダー価格はそれぞれの 5,000 円増しから。

気になる価格は？

牛革や馬革がメイン素材だが、コードバンやクロコ
ダイルにサメ、伝統的な印伝・しぼり染めの鹿革な
ども部分使いすれば個性豊かなオリジナルグッズに
なる。右の革の特徴を考慮して、さて何を作ろうか。

革の素材を選ぼう

ペアスロープ製品は革と同色の糸を使っていない。
黒の革でもダークグレー糸といった具合に。それは
自慢の縫製を見ていただく意図もある。さらに糸の
色を大胆に変更も。糸選びは楽しいものです。

糸の色でアクセント

表面はラインナップ製品そのまま
でも、内側の革色を変更するだけ
で雰囲気はかなり異なるものにな
ろう。普段見えないところに手を
加えるのも粋な作り方である。

内側も大切なポイント

バッグや財布は、カラーや革素材を変更するだけでもオリジナルとなる。
クロコダイルやコードバンをワンポイントマークに使うのも面白い。

世界にひとつ
あなただけの
オーダー革小物

夫婦坂工房、そしてあさま工房の自社で
作る繊細な小物たち。その革素材も色や
表面や特徴がさまざまあるわけです。

馬の背後の面積の小さい
希少部位。そのなめらか
さと光沢は、他の革では
マネのできない質感。
繊維質の特性からバッグ
本体の製作はできず、部
分的なパーツや財布等の
小物作りに適する。

コードバン

ステア牛革

シュリンクステア牛革

アンティークホース

ソフトホース

革素材のいろいろ

ウェアに隠され、見られることが少ないベルト。だからといって
おろそかにしてはいけない。けっしてパンツの道具だけにあらず、
あなたのセンスを引き立てるための名脇役である。

牛革二枚重ねの 35mm 幅盛り上げボカシ加工ベルト。ビジネ
スにも。QUALITY：約 3mm+1.2mm 厚牛革。COLOR：ディー
プブルー、ディープブラウン、共に濃色ボカシ加工。SIZE：幅
35mm。PRICE：￥14,000（税別）

40mm 幅のカジュアルベルト。個性的な色彩のボカシ加工を施
す。QUALITY：約 3.8mm 厚牛革。COLOR：ブルー、ブラウン。
SIZE：幅 40mm。PRICE：￥14,000（税別）

表面には、使い込むほどに革の風合いが増すロウ引き（ハチ
の巣から採取する蜜ロウ）加工した栃木レザー牛革ベルト。
QUALITY：約 3.8mm 厚牛 革。COLOR：ブラック、 ブラウン。
SIZE：幅 40mm。PRICE：￥14,000（税別）

35CC ベルト

40CB ベルト

40CR ベルト

[ ベルトウエスト対応サイズ ] パンツ表示サイズで、ウエ
スト 91cm まで。※サイズカット：ご来店はその場で調整。
通販の場合は調整キットを同送。（作業時間：約 5 分）

身を引き締める道具

35CC ディープブルー

35CC ディープブラウン

40CB ブルー

40CB ブラウン

40CR ブラック

40CR ブラウン



51.50.

夫婦坂通信
カタログ情報はこれでおしまいです。
もっともっとペアスロープを知りたい方はウェブサイト
をご覧ください。でもその前にこのページも……カタ
ログ裏話です。

by H.Mitsuhashi

正直に申し上げれば、筆者はパッドだらけのウェアが大
嫌い。ロボットみたいで動きづらいし、バイクに乗っても
どうにも息苦しい。なので弊社のパッドは柔軟で丈夫な
天然素材のフェルト（羊毛）をメインにしてます。
ところが近年、お客さんから胸のプロテクション装備を
問われております。転倒アクシデントでの致命傷は、頭
や首と同じく、胸部も大きな原因となってますから。
しかし弊社には胸パッドがない。ならばとヒョウドウさん
に相談したところ、「ウチのを使ってください」となりまし
た。ヒョウドウプロダクツさんはレーシングスーツの部門
でも世界的に知名度のあるメーカー。そのプロテクショ
ン技術は言うまでもありません。
ということで、新品のウェアだけでなく、今お持ちの弊
社革ジャンや繊維ジャケットに HYOD 胸パッドを装着で

きる加工を開始しました。
あれまあ、いきなり同業
他社のパーツを使うの？ 
と思う方もおられましょう。
いやいや、ヒョウドウプロ
ダクツさんの創業当時か
ら、いっしょにいろんなこ

とをしてきたのですよ。ヒョウドウさんの製品を弊社で
販売したり、またはその逆もあったり。お互いの技術を
駆使したコラボジャケットを作ったこともありました。だ
から「いきなり」ではなく、ヒョウドウさんに胸部パッド
を相談したのは、ごく自然な事なのです。

D3O エアチェストプロテクターは、なんといってもカチ
カチではないパッドなので、弊社ウェアと相性がいいの
です。これならパッド嫌いな筆者も納得できるので、さっ
そく20 年前に作った愛用の革ジャンと数年前の繊維ジャ
ケットそれぞれ 2 着ずつを改良加工しました。
……さて、これからは安心して飛ばせるぞ！ ってそれは
ちがいますね。もういい歳ですから、違反的走行はしな
いように努力する所存です。

ヒョウドウさんからプロテクションパッドが届きまして……

　目に見えぬ微小な物体が世にはびこり、
2020 年の東京オリンピックは延期。高価
なチケットを申し込むほどの多大な関心は
なかったものの、やはり開催されなかった
ことには寂しさが残る。
　しかしその物体は、第 2 波、第 3 波と
無情にも次々と押し寄せて来る。そのたび
に我々は波を乗り越える努力をしなければ
生きてはゆけない。いずれ穏やかな日が来
るまで。
　……そんな思いがつづく日々に、江戸時
代に活躍した浮世絵師、北斎 “ 富

ふ が く

嶽三十六
景 神奈川沖浪

なみうら

裏” の復刻版革製品を手掛
けている。本職の浮世絵摺

す り し

師による版画を
使い、夫婦坂工房で仕上げた究極の逸品。
同じ浪（波）でも、こちらは美しい。
　とはいえ、この最後のページでお見せし
ているだけで、製品内容はまったくご案内
差し上げておりません。お伝えすることをし
いて上げれば、日本でも世界でも初めての
技法に取り組んだということくらいです。
　コストも考えずに、「こんなものができた
らいいなぁ」の発想からかれこれ 2 年が経
ちました。こんな高価な製品がはたして販
売できるのかどうか、これもいくつかの波
を乗り越えなければならないでしょう。

　　　　　   ペアスロープ代表　三橋 弘行

波を乗り越えなければ！
編集後記

め お と ざ か

● HYOD D3O エ
アチェストプロテク
ター：衝 撃 吸 収 素
材 D3O を使った柔
軟で通気性の優れ
た胸部パッド。科学
のチカラで防御。

［価格（税別）］プロテクター装着加工のみ：￥5,100　（革ジャン・繊維ウェ
ア共通）※新品お買い上げの加工は製品価格 + ￥3,000。
D3O エアチェストプロテクター：￥9,900　セパレート・ワンピースタ
イプ共通。納期は約 2 週間　※体型により、窮屈または入らない場
合があります。※繊維ウェアは 2010 年以降の販売品に限ります。

バレンを巧みに扱い、北斎木版画を作成する浮世絵摺師。
江戸時代から浮世絵は和紙に摺るものである。それを革に
摺れば、「飾るもの」から「手にするもの」へと革新。

葛
飾
北
斎

　

富
嶽
三
十
六
景　

神
奈
川
沖
浪
裏

●ペアスロープの
パッドは、引き裂
き強度に優れ、通
気性もある天然素
材のフェルト。ひ
と昔前のレーシン
グスーツ用である。

筆者が着ているのは、ヒョウド
ウさんと弊社ペアスロープのコラ
ボレザースーツ。しかしこの場合、
製作はヒョウドウさんで、弊社は
デザインのみとズルをした。逆
のパターンもありましたが。

［販売について］
近い将来、浮世絵好きな訪日旅行者向けおよび輸出を中
心に展開しますが、これを作っている弊社本店でも 2020
年秋より受注生産にて販売します。価格はけっこうな高額
ですからきっと売れませんが、ホンネは海外向けではなく、
日本の皆さまに愛用していただきたいのです。ご興味があ
りましたらお越しいただき、ぜひ実物をご覧下さい。




