真剣勝負真剣勝負

歩かないことも、走らないことも。

そう、今まで我慢した分を取り戻さないと
きっと人生、損をするようで。

しばらくの間、自由に行動できなかったことで、
あらためて旅の楽しさを思い出すことに。
あそこに行ってもう一度雄大な景色を眺めて
みたい。あの風情ある温泉に浸かってみたい。
その地の美味そうな名産品をもっと食べたい。
そんな抑え続けていた旅心。
しかしこれからは楽しい旅の計画を立てよう
ではありませんか。 気 持ち良く、 美 味しく、
癒やされる旅。日本の職人が一生懸命に作っ
た製品たちがお供いたします。

MADE IN JAPAN

全て日本製品の目次
革ジャン
夫婦坂工房ガイド
グローブ
手袋ガイド
繊維ジャケット
繊維素材ガイド
ブーツ
足元ガイド
伝統工芸もの作り
レザーグッズ
デニムパンツ
革小物製作ガイド
夫婦坂通信
編集後記

4.
15.
16.
21.
22.
29.
30.
35.
36.
38.
48.
49.
50.
51.

LEATHER JACKETS

革

スタジアムジャケット、略して「スタジャン」は
1985 年から作り続けているペアスロープ定番モ
デル。これからの人生は少々カラフルに。色選び
が楽しみなスポーツジャケットです。

牛
上から順にアーム / ボディ色
アイボリー / ブルー
ガンメタリック / ブラック
キャメルブラウン / ブラック
ブラック / ワイン
オレンジ / ブラック

S-30

スタジアムジャケット

カラーセレクトオーダー：10 色からお好みの色で製作
10 色の牛革から選ぶのはお客様、作るのは弊社工房。共
同作業とも言える、仕上りが楽しみなスタジャン。着心地
良く、動きやすいのが特長。丈夫なニットですが、擦り切
れても交換可能です。
QUALITY：表 - ステア牛革、裏地 - コットン＆ポリエステ
ル、 混 紡 ニット。COLOR：10 色。SIZE ＆ PRICE：S、M、
L- ￥98,000
（税込￥107,800）LL- ￥100,000
（税込￥110,000）
3L- ￥104,000（税込￥114,400）

4.

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ベスト型 ￥9,000（税込￥9,900）

［ペアスロープ職人は革文字も得意］
胸 や 背 後 にお 客 様オリジナル の革
カッティング文字やマークも縫製可
能。1 文字 1,500 円より。※スタジャ
ン製作時に限ります。
5.

牛革

G-310D

G-68

ハイスピードライディング

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（税込
￥121,000）LL- ￥112,000（税込￥123,200）3L- ￥116,000（税込￥127,600）

DML-82

ライディングショートコート

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（税込￥121,000）LL- ￥112,000（税
込￥123,200）3L- ￥116,000（税込￥127,600）

DML-82La

F-88

フライトジャケット

そのスタイル、そして着心地は極めてナチュラル。ゆえにタウンカジュア
ルとしても着こなしのきく飽きのこないスタンダードモデル。20 年、30
年とご愛用いただきたい。
QUALITY：表地 -ステア牛革。裏地 - 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（税込￥104,500）LL- ￥97,000
（税込￥106,700）3L- ￥101,000（税込￥111,100）

［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（税込￥121,000）
※軽い馬革での製作やサイズ変更も可。
6.

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（税込￥96,800）
LL- ￥90,000（税込￥99,000）3L- ￥94,000（税込￥103,400）

[ カラーセレクトオーダー ]
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 15 ページをご覧ください。

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税込￥12,650）：G-310D/G-68
全面型 ￥14,000（税込￥15,400）：DML-82/82La/F-88

7.

後ろ姿の贅沢
正面ばかりに気をとられてはいけません。ペアス
ロープの革ジャンは可能な限り大きな面積の革を
使う贅沢な作り方。後ろ姿も大事です。

牛革

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（税込￥19,800）

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（税込￥99,000）LL- ￥92,000
（税込￥101,200）3L- ￥96,000（税込￥105,600）

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- ￥88,000（税込￥96,800）
LL- ￥90,000（税込￥99,000）3L- ￥94,000（税込￥103,400）

R-50

8.

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税込￥12,650）：C-55
全面型 ￥14,000（税込￥15,400）：STP-90/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- ￥98,000（税込￥107,800）
LL- ￥100,000（税込￥110,000）3L- ￥104,000（税込￥114,400）
9.

馬

SOFT HORSE

ソフトホース shf

着心地良く軽快なソフトホース sh は近年大人気でしたが、
残 念ながら終了。そして 2021 年秋、染 色 加工方法を変
えて入手したソフトホースは shf と名付け、革在庫に限り
があるため受注生産で馬ジャン製作を開始します。

DML-72shf

DML-82shf

R-50shf

STP-90shf

ソフトホース shf
QUALITY：表革‐1.15mm 厚馬革 裏地‐ポリエステル、コットン、
ポリエステルメッシュより選択。
COLOR：ブラック、ダークブルー
PRICE：牛革モデルの￥20,000（税別）増し
受注生産納期：30 日より（季節によって異なります）※受注生産品

より軽く、より動きやすい革ジャンですか？
それならば馬革、ソフトホースとお答えします。
その着心地に、ほっと笑顔。

馬

ホースハンチング shf
QUALITY：ソフトホース shf、裏 地 - コット
ン COLOR：ダークブルー、ブラック、ワイ
ンレッド。SIZE:58 ～ 60cm(55 ～ 57、61 ～
63cm は受注生産）
。PRICE：￥18,000（税込
￥19,800）

10.

V-05 shf

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 -1.15mm 厚ソフトホース shf、裏地
- ポリエステル。COLOR：ワインレッド、ダークブルー、
ブラック。SIZE ＆ PRICE：S、M、L、LL、3L- ￥52,000
（税込￥57,200）
11.

鹿

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。

F-88D

ディアフライトジャック

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
（税込￥170,500）LL- ￥159,000
（税込￥174,900）3L- ￥163,000
（税込￥179,300） ※受注生産品

R-50D

ディアショートコート

318WD

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￥158,000
（税込￥173,800）LL- ￥162,000 税込￥178,200）3L- ￥166,000
（税込￥182,600） ※受注生産品

ディアダブルジャック

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：ブラック、ブラウン。SIZE ＆ PRICE：S、M、L￥175,000
（税込￥192,500）LL- ￥179,000
（税込￥196,900）3L- ￥183,000
（税込￥201,300） ※受注生産品

※他の製品も鹿革で製作が可能です。

12.

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
ハーフ型 ￥11,500（税込￥12,650）：318 ＷＤ
全面型 ￥14,000（税込￥15,400）：R-50D/F-88D

13.

レザーパンツ
G-02shf

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。

G-02

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 -1.15mm 厚ソフトホース shf。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、ブラック。SIZE：ウエスト
73、76、79、82、85、88、91cm。 PRICE：￥75,000（税込￥82,500）

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。10 色のステア牛
革から好みの色で製作のカラーセレクト受注生産品。
QUALITY：表革 -1.15mm 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：10 色。SIZE：ウエスト73、76、79、82、
85、88、91cm。 PRICE：￥75,000（税込￥82,500）

牛革、馬革、鹿革、それぞれに特徴がある。
ツーリングにタウンユースに、そしてどちらに
も愛用したい？……さてどの素材を選択する
かは、あなたのライフスタイルでご判断を。
いずれにしても 15 年、20 年、いやそれ以上
の長いお付き合いになりましょう。

革
ステア牛革
牛革の種別は多く、弊社では
厳選された生後約 2 年の若い
北米産牛革を染色、さまざま
な革製品の主流となっている。
滑らかで丈夫、そして自然な
表面の約 1.15mm 厚フラット
ステアの質感は高い。

オーダーメイド
＆
工房ガイド
カラダに合わせた革ジャン

パンチング加工革
馬 革（ ソフトホース）とステ
ア牛革には、2mm 弱の穴を
5cm 四方で約 50 個開けた通
気性のよい素材を用意。グロー
ブ
（牛革と鹿革）やブーツ
（牛革）
のメッシュ仕様も好評。暖か
な季節に。

[ 細い体型 ]

鹿革
弊社の全ての革の中で最もソ
フトで優しい感触。加えて他
の革との同厚の比較なら、引
き裂き強度は最高レベル。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頭必要。

[ 太い体型 ]

我慢して長年着たくはない…ソデ丈、着丈、そしてウ
エスト寸法等々と、あなたのサイズに合わせて作りま
す。価格は既製品の 15,000 円（税別）増しより。
［ 胸部プロテクター装着加工］
ヒョウドウ社製 D3O エアチェ
ストプロテクターを装着可能に
する加工。税別￥3,000。D3O
プロテクター（セパレート・ワ
ンピース）税 別￥9,900。※後
付け加工は税別￥5,100。

馬革

ソフトホース shf
ステア牛革よりもやや軽量で
ソフトな質感。革ジャンなら 1
着の製作に 1.5 頭を必要とす
る。ヨーロッパ産の約 1.15 ｍ
ｍ 厚を 使 用。2021 年 秋、 従
来の sh から染 色加工を変え
た shf タイプに移行。

[ 標準体型 ]

夫婦坂工房

めおとざかこうぼう

工房は本店上階。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。

あなただけのオリジナルを
「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。

14.

[ 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も可能です。費用は税別￥9,000 増より。

ブラック
ガンメタ
オレンジ
ブルー
レッド
ダークブルー
キャメルブラウン
アイボリー
ワイン
ブラウン

ステア牛革：10 色のカラーバリエーションからあなたの個性を。

15.

GLOVES

SPRING & AUTUMN

SG-7

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（税込￥10,450）

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。

PG-12S

ショート

[ スマホ対応 ]

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（税込￥11,550）

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
（税込￥12,100）

16.

牛

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（税込￥12,650）

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。

17.

手を守るグローブ。とても大事な道具
だから最高峰の革素材、そして腕の良
い職人の巧みなワザも大奮発。

鹿に

鹿
SPRING & AUTUMN

PGL-03D

レディース（鹿革）

しっとりとした優しい感触に加えて丈夫な鹿革を女
性の手に。女性専用パターン。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革。COLOR：キャ
メル / ブラウン、グレー。SIZE：M、L（女性サイズ）
。
PRICE：￥14,500（税込￥15,950）

馬

うましか

馬鹿 SP

ショート

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：￥16,000（税込￥17,600）

しかやしま

鹿屋島

うましか

馬鹿 SP

ロング

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：ワイン / ブラック、ブラウン、ブラック。
SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥17,000（税込￥18,700）

ショート

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：ブラッ
ク、ブラウン、キャメル / ブラウン。SIZE：S、M、L、
LL。PRICE：￥14,500（税込￥15,950）

しかやしま

鹿屋島

ロング

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。不動の人気ナンバーワン。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革。COLOR：キャ
メル / ブラウン、ワイン / ブラック、ブラウン、ブラック。
SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥15,500（税込￥17,050）
18.

19.

グローブガイド

WINTER GLOVES

革製品の中で、革素材の質感をもっとも敏感に感
じ取れるのがグローブ。なぜなら、ほかの製品と
はちがい、グローブは肌に直接触れるから。では
四国の職人が丁寧に縫い上げる、それぞれの革の
感触はどうだろうか。
[ 牛革 ] グローブに限らず、牛革
は革製品の中心的な存在。その
理由は供給量が安定しており、生
産性に優れ、強度や柔軟性も備え
ているから。

牛革

[ 鹿革 ] 柔軟性といえば、やはり
鹿の革が飛び抜けている。その

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（税込￥20,350）
［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

操作感は絶品。しかも強 度と耐

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 のアウターを、ソフトながらも
耐久性を兼ね備える鹿革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、ワイン /
ブラック。SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥20,500（税込￥22,550）
［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。

久性が同厚の牛革を上回る。少し
高価ではあるが、寿命が長い分、
充分に元は取れる。
鹿革

[ 鹿と馬のコンビ ] 柔軟で丈夫な
鹿革なれど、なおかつ強 度がほ
しい、というご要望に応えたのが
馬革プロテクション。牛革でも問
題ないのだが、鹿と「馬が合う」
うましか

から。馬鹿と読んでいただきたい。
鹿＆馬革

[ ウインターグローブ ] 3 シーズ
ングローブにはない防寒素材を装
着し、さらに表の革との間に防水
透湿サイトスフィルムで包み込む。
防寒性能と操作性は反比例する
ので、性能が異なる 3 タイプから

ウインターグローブ

あなたに適した選択を。

外縫いガンカット縫製

PG-30W

サンステートウインター

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（女性サイズ）、S、M、L、LL。PRICE：￥15,500（税込￥17,050）
［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。

アイテム別の防寒性能
操作性

20.

PG-29
PG-30
PG-33

防寒性

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
作性は劣ってしまう。残念な
がら両者は比例しません。使
用環境や体感温度の個人差を
考慮して、適切な防寒グロー
ブの選択を。

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：￥16,500( 税込￥18,150)
［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。

※［走行適応気温］には個人差があります。

内側に縫いしろがないため、肌に当たる部分はフラットで抜
群の操作性が得られる。素材が丈夫で柔軟な鹿革の場合は、
さらに優しく軽快。ペアスロープのグローブは全てこの製法。

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。

[ サイズ選び ]…新品時に親指・人差し指の先端の
空間が 5 ～ 10mm あるものが適正。徐々に縮ん
で手に合う。※逆に甲側は柔軟に伸びが発生する。

21.

TEXTILE JACKETS

春と秋をメインに、初夏はベンチレーション機能
で涼しい風を身体に送り込む。さらにはオプショ
ン防寒ライナーで冬をも愛用しようという欲張り
なモデル……DMF-25SA。

DMF-25SA / RT-70HL
防水・透湿フィルムラミネート繊維

DMF-25SA

ライディングショートコート
［胸部プロテクター用マジックテープ付］ヒョウドウ社製
衝撃吸収材 D3O エアチェストプロテクターがオプション
可能。セパレート・ワンピース ￥9,900（税込￥10,890）
※プロテクター装着用マジックテープは、他の製品も加工
可能。改良費は￥3,000 ～

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、
オリーブ＆ダークグレー。SIZE：M、
L、
LL、
3L。PRICE：￥36,000
（税込￥39,600）

※フェルト製プロテクションの詳細は 29 ページにご案内。

秋から春のカジュアル防寒

近年の繊維素材の開発技術には目覚ましいものがある。
そのすべてが良いというものではなく、ウェアの目的
に合った素材を選び抜かなければなりません。
適材適所、という言葉があるように……。
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USAインビスタ社登録素材。

F-22SE

22.

コーデュラ フライトジャック

定番型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：ワインレッド、シルバー、アースブラウン。SIZE:M、L、LL、
3L。PRICE：￥38,000（税込 41,800）
23.

革の縫製職人と繊維の縫製職人が、それぞれ得
意とする分野を担当して作り上げる。これほど
までに手間の掛かるウェアは他にないが、その
出来栄え、質感は労力の甲斐、おおいにあり。

RT-70HL

フィールドショートコート

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
い着心地と優れた耐候性、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 - コットン &
ポリエステル。肩・セキツイ 3 ～ 8mm 厚フエルトパッド。
COLOR：オリーブ、ダークブルー。
SIZE：M、L、LL、3L。PRICE：￥48,000（税込￥52,800）
※ウォッシャブル牛革使用。ドライクリーニング可。
※フェルト製プロテクションの詳細は 29 ページにご案内。
［オプション：HYOD 社製胸部プロテクション装着可能］

24.

[ オプション：防寒サンステートライナー ]
前面型 ￥14,000（税込￥15,400）

〔月夜野工房と夫婦坂工房の合作〕

月夜野工房

夫婦坂工房

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。
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。
25.

WINTER

天然素材のダウン vs 化学繊維サンステート、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。素材感のちがいを照らし合わせて選択を。

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。

RT-30W

サンステートコート

アウトドアスタイルの防寒コート。熟成された落ち着きのあるスタイル
に高機能コットンの組み合わせ。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 - 高 密 度 耐 水 コットン、 裏 地 - 防 寒 サンステ ート。
COLOR：ブラック。SIZE：M、L、LL、3L。PRICE：￥39,000（税込￥42,900）

RT-32DW

防寒

サンステートコートは、かさ張らずにあたたかい化学
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。

DMF-38W

サンステートコート

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
（税込￥42,900）

ダウンコート

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、ブラック。SIZE：M、L、LL、
3L。PRICE：￥43,000（税込￥47,300）

26.

RT-30W

RT-32DW・DMF-38W

27.

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。

快適防寒

優しく暖か～い 一着。

繊維素材ガイド
秋と冬、そして早春まで有効な繊維素材の特長
は防風性と耐水性と強度。低気温から、雨から、
アクシデントから、身体を守ることが大切。
ハイブリッド耐水 PC
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。生地裏側に防水・透
湿フィルムをラミネート。

コーデュラナイロン

SW-1

アメリカのインビスタ社の
登録商標。世界で最も知
名度あるナイロン素材と
言え、一般ナイロンの数
倍の強度と耐久性を持つ。
さらに撥水加工を施す。

サンステートインナー

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、インナーに特化して
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
（税込￥20,350）※大きめのサイズ選びは防寒効果を低下させます。

防寒快走

W-03

サンステートウインターパンツ

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。
QUALITY：表地 - ハイブリッド耐水 PC、裏地 - 防寒サンステート、ス
ソ - 耐熱アラミド繊維。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（税込￥32,450）

[ また下サイズ ]
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。

[ 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

高密度耐水コットン

SF-01

サンステートフリース

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：グレー、ダークブルー。SIZE：S、
M、L、LL、3L。PRICE: ￥23,000（税込￥25,300）。 ※大きめのサイズ
選びは防寒効果を低下させます。

「サンステートライナー」はペアスロープ製品専用の防寒
オプション。寒い季節、着ぶくれせずに優れた保温効果が
得られる、便利なファスナー着脱式。モデルによって装着
可能タイプが異なります。各製品ページをご覧ください。
ベスト型サンステートライナー
街着としての使いやすさを考慮し
た動きやすいベスト型。特に極
寒でない限り、タウンユースでは
十分な保温力があります。
オプション価 格：￥9,000（ 税 込
￥9,900）

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。

サンステート
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。
28.

[ ストームガード ]

ハーフ型サンステートライナー

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。

腕を動かしやすい半 袖型のライ
ディング専用タイプ。ジャケット
のフロントファスナーからのわず
かな冷気からも、サンステートが
腹部を守ります。
オプション価格：￥11,500（税込
￥12,650）

[ 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）
。

[ 耐熱素材 ]
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℃。

全面型サンステートライナー
着ぶくれせずに保温効果を得られ
る、防寒性能の最も高いフルカ
バータイプのライナー。袖口は冷
気が入りづらいニット加工。
オプション価格：￥14,000（税込
￥15,400）

高密度に綿糸を織り上げ
た天然素材。基準の厳し
いヨーロッパ某国軍服に
も採用されているように
撥 水・防水・透湿機能の
信頼度は高い。

サンステート
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。

防寒ストームガード
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-30W・DMF38W・RT-32DW に装備。

プロテクションパッド
フェルトパッド
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 ～
10mm 仕様。※非装備モ
デルあり
［胸部プロテクター用マジッ
クテープ付］ヒョウドウ社製
衝撃吸収材 D3O エアチェス
トプロテクターがオプション
可能。セパレート・ワンピー
ス ￥9,900（税込￥10,890）
※マジックテープは、他の製
品にも加工可能。

29.

BOOTS

丈夫で履き心地が良いことは当然ながら、加えてキレイ
なデザインである事。それがペアスロープ靴作りの条件。
……足元は見られているものです。

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。
履き心地の良さを極めたグッドイヤーウエルト製法。

ディープブラウン アンティーク仕上げ

R-01DB

アーバンツーリスト

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：ディープブラ
ウン。SIZE：24.5 ～ 27.5cm。 PRICE：￥49,000（税込￥53,900）

足もとのドレスアップ、ここに。
R-02A

アーバンツーリスト

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（税込￥53,900）

R-08

アーバンジョッキー

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（税込￥51,700）

［R-01DB/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。
30.

31.

守る。

ワークブーツジップ

ショートグフ

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：2.2mm 厚弱オイルド系ステア牛革、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（税込￥41,800）

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：￥36,000（税込￥39,600）

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

信頼ある卓越の作り。

変わらぬスタイル、
進化する履き心地。

グフ - 7
ハードな使用に応える頑強な牛革、ガッシリとした質実剛健
な少し長めの作り、このブーツは走る道を選ばない。
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：￥37,500
（税込￥41,250）

ワークブーツ
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。SIZE：24.5 ～
27.5cm。 PRICE：￥35,000（税込￥38,500）

32.

[ ワークブーツ / ジップ / ショー
トグフ / グフ -7 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。
33.

かつても今も履き心地良好、
ネオクラシックスタイル
近年、バイクのスタイルが過去の時代へと戻ってい
るようだ。丸目ヘッドライトにアナログデザインのス
ピード・タコメーター、そして鉄のガソリンタンク。
ならばと 1980 年代後半にラインナップしていた “ ツ
アラーブーツ ” を復活。クオリティーをさらに高めて。

ツアラー 2
面積の大きい一枚革は材料コストがかさむ贅沢な作り。
しかしそれが履き心地の良さを生む。ブーツインでも
ブーツアウトでもお好みでツーリングを。
QUALITY：1.8mm 厚ステア牛革。ソールを含めた高さ
285mm 前後。COLOR：ブラック。SIZE：24.5 ～ 27.5cm。
PRICE：￥33,500（税込￥36,850）

足もとガイド
ブーツにはさまざまなスタイルや作り方があ
るのです。それらを知っておけば、より適切
な選び方ができるのではないかと… …。

作り方のいろいろ

メンテナンス

ペアスロープのブーツには３つの製造方法がある。そ
してそれぞれに目的があり、特徴がある。さて、あな
たのライフスタイルに合ったブーツは、いったいどれ
だろうか。

[ 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。

[ セメンテッド製法 ]
アッパー（本体）とソールを
接着により合体。製造工程が
少なく、結果的にコスト有利。
なにより軽快なブーツ作りに
適した製法は “ ショート A8”
の履き心地で実証。

[ マッケイ製法 ]
アッパー（本体）の内部でソー
ルを 縫 い 付ける製 法。弊 社
のものはその改良版でダブル
マッケイと呼んでいる。また
頑丈なビブラムソールとの相
性も良好。

[グッドイヤーウエルト製法 ]
アッパー（本体）とソールを２
工程に分けて縫製。多くの作
業を必要とするが「高級な靴
の代名詞」といわれるだけの
耐久性とクオリティーを持つ。
リーガル Co. 製。
A8 …牛革

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）
新品と 10 年履き続けている
R-01 ブーツ。履き心地は当然
ながら、その形状も新品より
おおいに魅力あり。
しかし……これだけキレイに
愛用し続けられるのは、しっ
かりとし た メン テ ナンス が
あってこそ。足元を大事に。

[ 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。

ソール交換で末永く
ショート A8D/A8

A8D …鹿革メイン

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。COLOR：ブラウン（A8D）
、ブ
ラック
（A8）
。SIZE：24.5 ～ 27.5cm。PRICE：A8D- ￥28,000
（税込￥30,800）
、A8- ￥22,000（税込￥24,200）

[ ツアラー 2/ 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＆セメンテッド製法。
34.

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-01DB/02A/R-08/08La）

ご自身のブーツの用途はバイクに乗るだけなのか、ど
こかに行って歩き回るのか、そしてどんなウェアを着
ているのか、お洒落に決めるかワイルドに行くのか
……そんなことを考慮して足もとを選びたい。

ペアスロープのブーツはソール交換が可能。ご自身で
しっかりとメンテナンスをされたなら、新しいソール
でさらに長いお付き合いを。※本体の消耗やメンテ
ナンス不足により、不可能な場合もあります。

ソール交換費用は各ブーツで異なります。お問い合わせください。

35.

こはく

どうです、宝石“琥 珀”のような透明感と輝きを放
つそれはそれは美しい漆コードバン。そもそも琥珀
は数千万年前の樹液の化石で、同じく樹液である漆
の遠いご先祖みたいなものである。
「漆は硬いものに塗るもんです。えっ、コードバン革
に？ 生漆を？ そ～れは無茶なことですよっ！」
弊社の最初の依頼でこう話したのは、石川県で明治
時代から山中漆に携わる喜八工房、その 5 代目の

もうひとつのペアスロープ

伝統工芸もの作り
ご主人喜八さん。しかし何度も何度も失敗を繰り返
すうち、ついに完成した。
さて、漆塗りの現場と言えば想像以上に過酷なもの。
注意深く漆を塗り、力を込めてこすり、そして磨く。
それを 5 回ほど繰り返す塗り職人の美智子さん。や
はり先人からの伝統には感動を覚える。そんなニッ
ポンの技にペアスロープは魅かれるのである。

JAPAN
［漆塗り製品は 43 ページに掲載］

①

①樹液そのものの生漆（きうるし）。これを塗
る工程は、厳重注意が必要。
②コードバン革に手早く生漆を塗る。最初か
ら生漆を塗るのが、いちばんの贅沢品。
③塗った漆を力を込めて摺り込み、そして磨
く。2 ～ 3 日毎にこれを繰り返す。
④おばちゃん職人の日常の仕事は、ろくろを
回して漆を塗るお椀作り。
⑤おばちゃんが仕上げたお椀は、山中温泉の
喜八工房と金沢の直営店に並ぶ。
⑥喜八工房の酢谷喜八氏。何事も前向きで極
めて紳士。30 年来のペアスロープのお客様。

②

③

喜八工房 山中本店：TEL 0761-78-0048
喜八工房 金沢店：TEL 076-251-1151
［コードバン漆製品取り扱い計画中］

④

⑤

⑥

漆はかつて英語で「JAPAN」
、

そして現在は「URUSHI」で通用するように、
日本を代表する伝統工芸品。
36.

37.

GEARS&
GOODS

ニッポンの職人もの作り

ハイビームを当てた状態。強く反射
するパイピングに加え、肩と腰の
「Ref」がチラリと光って存在を示す。
※反射効果は光源に依存します。

RVM-07Ref ライディングベスト
多数の機能的なポケットを備え、収納力が頼もしいベスト。
「肌身離さず」身の回り品を保持でき、ツーリングで大活躍。
メッシュ素材で通年使用可能、
「Ref」の採用で抜群の高級感。
前後に横一文字の超高輝度パイピングを配置。愛犬の散歩
やキャンプ等、アウトドアユースにも便利です。
QUALITY：Ref（人工皮革 + 反射材）/ ポリエステルメッシュ
/ コーデュラナイロン。COLOR：ブラック。SIZE：ウエストベ
ルト調整式フリーサイズ。PRICE：￥28,500（税込￥31,350）

Ref
先人から継がれてきた伝統的な工芸品を大事
にするペアスロープ。しかし時には新たなこ
とにも挑戦。輝ける将来の為に。

本革と一緒に縫製しても遜色ないほど
の質感と、船舶にも使用可能な耐候性
が特徴の人工皮革。これをパンチング加工し、内部に反
射材を備えることで他に無い機能と個性を併せ持つ期待
の新素材。適材適所で夜間の安全をサポート。
レフ

BB-3-Ref

BB-3-Ref
シンプルな薄型デザインのボディバッグ。
QUALITY：Ref（ 人工皮革 + 反射材）/ ステア牛革。COLOR：
ブラック。SIZE：30x20x6cm。PRICE：￥28,000
（税込￥30,800）

BB-WB-Ref

BB-WB-Ref

ウエストに巻いても、斜め掛けでも使える大容量。
QUALITY：Ref（人工皮革 + 反射材）/ ステア牛革。COLOR：
ブラック。SIZE：53x14x12cm。PRICE：￥26,000
（税込￥28,600）

BY-2L-Ref

BY-2L-Ref

38.

財布と携帯その他少々に。コンパクトでスタイリッシュ。
QUALITY：Ref（ 人工皮革 + 反射材）/ ステア牛革。COLOR：
ブラック。SIZE：21x16x5cm。PRICE：￥20,000（税込￥22,000）
39.

CORDOVAN
ペアスロープのサイフは内装も
「すべて革」……極めて少数派。

カード 4 枚に札 5 枚、コイ
ンは 15 枚、この程度では
財布が膨らむことはなし。

30W2/30W2C/30W2C-AH 二つ折り財布
30W2C-AH( 馬 )

30W2/30W2C

牛

馬

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
（税込￥29,700）
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（税込￥31,900）

コードバン コンパクトジップ財布
必要にして最小限のカードと札と小銭をコンパクトに収納する財布。バッ
グに入れてもかさばらず、ポケットにも楽に収納。なかなかの優れもの。
QUALITY：表 - コードバン（馬革）
、内側 - 牛革。COLOR：ブラック、ブ
ラウン、ロイヤルブルー、ボルドー。SIZE：90x115mm。PRICE：￥25,000
（税込￥27,500）
※牛革・鹿革およびその他の革製はホームページをご覧下さい。

30W2C/30W2C-AH

30W2

30WL 長財布
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（税込￥35,200）

カードや名刺、余裕ある収納力。

33CK コードバンカードケース
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。

鹿長財布の内装は 30WL 長財布
と同仕様。内装色はブラック。

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（税込￥18,150）

印伝
鹿革に漆模様

印伝コンパクトジップ財布
ちょうど良いサイズのコンパクトジップ財布の、鹿革に漆塗り模様印伝
仕様。トンボは前向き精神の、小桜の舞は美しさの象徴。
QUALITY：表 - 印伝（鹿革）
、内側 - 牛革。COLOR：黒地トンボ、紺地小桜。
SIZE：90x115mm。PRICE：￥25,000（税込￥27,500）

鹿
40.

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：30WLD95x190mm / 30W2D-98x120mm。PRICE：30WLD- ￥36,000
（税込￥39,600）、30W2D- ￥32,000（税込￥35,200）

印伝コインケース
表ふた部分を印伝革とした、使い勝手の良い小銭入れ。
QUALITY：表 - 印伝（鹿革）
、内側 - 牛革。COLOR：黒
地トンボ、紺地小桜。SIZE：98x68mm。PRICE：￥6,500
（税込￥7,150）
。
41.

CORDOVAN

漆
希少なコードバンに、日本の伝統工芸である漆塗り
を幾度も繰り返し、丹念に磨き上げて仕上げれば、
まるで琥珀。さらに信州あさま工房で裁断そして丁
寧に縫製。……見事な逸品。

コードバン……それは魔法の輝き
「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 個しか取れず、その仕上げは
入念。熟練染色職人の知恵と技で奥深い輝きを放つ。

琥珀漆コードバン長財布
琥珀漆コードバンキーホルダー
Ｂタイプ

Ａタイプ
※表革ブラックの内装はブラウン

35WL コードバン長財布 /35W2 コードバン二つ折り財布

面積が小さいコードバン革。

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（税込￥42,900）、35W2- ￥36,000（税込￥39,600）

Ｂタイプ
琥珀漆コードバンコンパクトジップ財布
こはくうるし

［琥珀漆コードバングッズ 共通仕様］
QUALITY：表 - コードバン（馬革）
、漆塗り。財布内側およびコインケー
ス・キーホルダー・コインホルダー裏側は牛革（カラー：サンド）
。

琥珀漆コードバン長財布
内装革は丁寧なフチ返し仕様。

31CL コードバンラウンドジップ
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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（税込￥42,900）

SIZE：95x190mm。PRICE：￥58,000（税込￥63,800）。※内装仕様は
前ページ 35WL 長財布と同様。
［受注生産］

琥珀漆コードバン コンパクトジップ財布
SIZE：90x115mm 。PRICE：￥38,000（税込￥41,800）。※内装仕様は
41 ページのコンパクトジップ財布と同様。

琥珀漆コードバン コインケース
SIZE：98x68mm 。PRICE：￥11,000
（税込￥12,100）。※内装仕様は 41 ペー
ジの印伝コインケースと同様。

琥珀漆コードバンコインケース

琥珀漆コードバンコインホルダー

琥珀漆コードバンキーホルダー
Ａタイプ（ナスカン + リング）PRICE：￥4,500（税込￥4,950）。
Ｂタイプ（リング）PRICE：￥4,000（税込￥4,400）。

琥珀漆コードバン コインホルダー
Ａタイプ（ナスカン + リング）PRICE：￥3,000 税込￥3,300）。
Ｂタイプ（リング）PRICE：￥2,500（税込￥2,750）。
■手作業の漆塗りです。濃淡の個体差があります。
■琥珀漆コードバン ラウンドジップタイプ（42 ページ）も受注生産可
能です。価格は琥珀漆コードバン長財布と同額。
■長財布以外も受注生産の場合があります。

石川県加賀市

山中漆
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鞄

夫婦坂職人仕込み
馬革

牛革

BY-2L
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（税込￥20,350）
、馬革￥20,000（税込￥22,000）

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。

BS-1AH

各バッグの内装はホームページでご覧下さい。

BS-1AH/BS-1SC
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- 馬革、BS-1SC- シュリンクステア牛革、内装
- 帆布 + ナイロン。COLOR：BS-1AH- アンティークブラウン、BS1SC-ブラック。SIZE：26x34x12cm。PRICE：BS-1AH ￥52,000（税
込￥57,200）BS-1SC ￥48,000（税込￥52,800）

MSB-2 荒馬 / MSB-2N 荒馬浪裏 なみうら
MSB-2N 荒馬浪裏

野性的な表情を残す ” 荒馬 ” 革を使ったバッグ。2N 浪裏タイプ
は葛飾北斎 ” 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：荒馬ブルー、荒馬ブラウン。
SIZE：24x30x8cm。PRICE：MSB-2 ￥48,000（ 税 込 ￥52,800）
、
MSB-2N（浪裏レーザー彫刻）￥53,000（税込￥58,300）

BS-1SC

MSB-2 荒馬

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。
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MSB-1

ポストマンバッグ MP-1

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（税込￥29,700）

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：ダークブルー、ブラウン、ブラック。SIZE：30x40x10cm
PRICE：￥48,000（税込￥52,800）
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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。
さらにレザータイプとなれば抜群の存在感あり。

カラーオーダーメイド例

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。
PHOTO：カラーオーダーメイド例

ボディバッグで
身軽に軽快に。

BB-WB ボディバッグ
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（税込 26,400）

BB-1 ボディバッグ
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（税込￥30,800）

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。

ウエストバッグ

[ 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 ]
WB-1

[ BB-1/3 用オプション ] 横ぶれ防止ウエストベルト￥1,000
（税込￥1,100）

BB-3 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（税込￥28,600）

46.

WB-1 ウエストバッグ

WB-3 ウエストバッグ

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（税込￥15,400）

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：￥11,500（税込￥12,650）

牛革

ソフトホース

鹿革 / アンティークホース

[ カラー・革素材オーダーメイド ]
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。
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世界にひとつ

ストレッチデニム & ベルト
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。

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。

革 素材のいろいろ

あなただけの

ウェアに隠され、見られることが少ないベルト、
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。

145s ストレッチジーンズ

オーダー革小物
何を作ろう自分オリジナル

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。サンドは後染めタイプ。
QUALITY：14.5oz ストレッチデニム。COLOR：インディゴブルー、サ
ンド。SIZE：ウエスト 30、31、32、33、34、36 インチ（サンドは 28、
29、35 インチあり）。 PRICE：￥15,000（税込￥16,500）
35CC ディープブルー

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。

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

40CB ブルー

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。

革の素材を選ぼう
40CB ブラウン

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。

内側も大切なポイント
40CR ブラック

40CR ブラウン

35CC ベルト
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。SIZE：
幅 35mm。PRICE：￥14,000（税込￥15,400）

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。

糸の色でアクセント
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。

40CB ベルト
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（税込￥15,400）

40CR ベルト
表面には、使い込むほどに革の風合いが増すロウ引き（ハチの巣採取
蜜ロウ）栃木レザー牛革。QUALITY：約 3.8mm 厚牛革。COLOR：ブラッ
ク、ブラウン。SIZE：幅 40mm。PRICE：￥14,000（税込￥15,400）
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[ 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）

[ 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）

ステア牛革
フラットな表面の 1.15 ｍ
ｍ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。

馬革
1.2 ｍｍアンティークホー
ス、1.15 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。

コードバン
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。

漆コードバン
革に日本を代表する伝統
工芸、漆塗り。琥珀の宝
石のような透明感と美し
い輝きを発するのはコー
ドバン素材ならでは。漆
を塗ることで水に強くなる
ことも特長。漆塗りは石
川県加賀市の山中漆。

鹿革 （印伝）
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。

クロコダイル

気になる価格は？
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。

「革の宝石」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。
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夫婦坂通信
めおとざか

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

ご縁というものはあるものです。2020 年の秋、金沢
に遊びに行き、ひがし茶屋街という観光スポットを歩い
わん
ていたら、とある漆器店のお椀 が目につき、
「これでメ
シを食ったら、さぞ旨かろう」、と衝動買いしました。
そして数か月後、石川県の 30 年来のお客様から通販
でご注文をいただき、その方があの漆器店 “ 喜八工房 ”
の 5 代目、喜八さんであることを知りました。以前か
ら漆には興味を持っていたので、ここぞとばかりにご縁
を活かし、
「コードバン革に生漆塗り」という無理なお
願いをしました。しかしコロナ禍で訪問することができ
ず、電話と発送のやり取りだけで何度も失敗しましたが、
やっとのことで完成させた次第です。
こうなると漆塗りの現場に行きたくなるもので、ワク
チン接種後、石川県加賀市の職人さんの作業場に伺い
ました。4 畳半の狭い作業場、ここに無口で頑固な職
人のオヤジさん……いやいや、気の優しい職人おばちゃ
んがおられ、コードバン革に丁寧に生漆を塗っては細い
身体で力を込めて擦り、そして磨いてました。作業工程
はすでに喜八さんから教えていただいてはいたものの、
見ると聞くでは大違いで、想像以上に過酷な
仕事です。美しく仕上がった漆塗
り財布をあらためて見れば、その
輝きの奥に、職人おばちゃんと
熱心な喜八さんの顔が浮かんで
くるのは、きっと私だけでしょう。

2018 年、ペアスロープ本店のもの凄く近所に青年が

編集後記

京都伏見店、不定期営業ながらも復活しました！

引っ越してきました。時おり作務衣（和服）を着ていた

長く続 いたコロナ禍でお 客 様は 減 少し、 なお

のでどんな職業かを尋ねたら「浮世絵の摺師」と言う。

かつ店長不在となった京都伏見店。これではどう

日本に 10 数名しかいないそうで、これは奇遇と思いつ
つ、無茶な相談を持ち掛けました……
「革に浮世絵を摺っ
てもらえないだろうか！」
（革ジャンモデルの岩瀬コウキ
君も弊社本店の目の前に住んでまして……いろいろとご
縁が多いものです）。

にもならないと、前回春のカタログ 裏表 紙には、
「2021 年 4 月 30 日で閉店」と記載しました。そ
れを知った知人友人が猛反発。対して「まだコロ
ナ禍だし、運転資金に余裕ないし、それにスタッ

浮世絵摺師 山本 駿

ニッポンの伝統文化、さらに……

喜八工房さんから葛飾北斎 “ 神奈川沖浪裏 ” が出て
きたので、もうひとつのご縁をお伝えします。

フが不 在だ。他人事だから言えるんだよなあ、、、
無理なことは無理！」と返したものでした。

” 浪 裏 ” は 7 つ の木 版を 使う
版画。顔料を調合し、バレン
で革に摺る。和紙による浮世
絵実演、座敷のある京都伏見
店で計画してみようかと……。

どれだけ失 敗したか 数 知 れず、2 年 少々が 過ぎた
2020 年に完成、それをバッグに縫い付けました。浮世
絵は和紙に摺るもので、紙では縫えませんからねえ。
「飾
るものから手にするものへ」と変えてみたのです。
今回、当カタログに革浮世絵製品が未掲載なのは、
あまりにも膨大なページになるからで、2021 年秋以降
にはサイトでご案内いたします。……しかし最初は英訳
版。そもそも “ 漆製品 ” も “ 革浮世絵 ” も輸出やインバ
ウンド製品です。ホンネは日本国内のお客様に買ってい
ただきたいのですが、灯台下暗し、
とでもいうのでしょうかねえ、
興 味のある方が 少ないようで
す。でも気になる方は日本語版
サイトも作りますので、もしよ
ろしければどうぞご覧下さい。

しかし閉店は後ろ向きな口実を並べただけで、
ちょこっと考え方を前向きに変えれば、
「コロナは
いずれ収束。資金はお客様が増える企画をすれば
よい。店舗スタッフが不在なら、私が店長になれ
ばいいではないか」。すでに閉店の印刷をしたにも

おばちゃんの日常の主な
仕事、お椀の漆塗り作
業も見学。木目を引き
立たせたこの美しいお
椀が喜八さんとのご縁を
結んでくれたのです。

喜八工房本店にて喜八
さんが持つ漆塗り重箱
のフタの 絵 柄は、葛飾
北 斎 の 有名 な 浮 世 絵、
通称 ” 浪裏 ”。お椀だけ
でなく、いろいろと出て
来るお店です。
50.

かかわらず、そう考え直して急遽撤回しました。
……そういえばトンボが大好きなんです。後戻り
はせず、つねに前向きに飛ぶトンボ。戦国武将は
そのいさぎよさから
「勝ち虫」として重宝してました。
京都伏見店はしばらくの間、毎月
2 ～ 5 日間だけの不定期営業です。
公式サイトより営業日をご覧いただ
いた上でお越しください。

逃げ帰らない、と。
このどっしりと構えた明治期の木造日本建 築。
まだお越しいただいていない方はぜひ。そしてす
でにご愛顧いただいている方は、トンボ返りでまた
どうぞご来店ください。

伝統文化製品の英語サイトは、2021 年 10 月の送信予定です。オマケに温泉
紀行文も編集掲載。海外の方々は温泉にも興味があるようです。

ペアスロープ代表

三橋 弘行

