ペアスロープもの作りマップ
日本の各地から巧みな職人の協力があってこそ…… これぞ、メイド イン ジャパン！
「ペアスロープ製品は作りがいいんだけれど、高いんだよなあ～」
よく耳にします。ならば材料や作りをちょっと落として価格を下げてしまおうか。
いや、そもそも日本で作るのをやめてしまおうか……しかしこれで製品がたく
さん売れるのだろうか。お客様に喜んでもらえるのだろうか。
日本各地の材料加工や製作の職人さん達のおかげで丈夫な素晴らしい製品が
できあがります。そしてお客様には末永くご愛用いただけます。
まだまだ捨てたもんじゃあございません。日本の職人のもの作り、続けます。

●ペアスロープ京都伏見店：築 130 年を超える明治
時代の木造建築。店内は、小さな東京の本店よりお
よそ 3 倍広く、さらには畳敷きの珈琲室も備わる。
風情ある中庭と蔵の前で小休止を。2022 年の 3 月で
10 周年のまだ若き支店ではあるが、この建物の風格
は老舗。現在、月に 2 ～ 4 日間だけの不定期営業。
営業日はサイトにてご案内。

●繊維ウェア製作：岩手県奥州市。薄手の生地および
防水加工を得意とする縫製協力工場。かつては高機能
レインスーツを製作。お客様より復活生産のご要望も
多いが、専用生地等の高騰により、現在中断。3 万円
を超えてしまうレインスーツなら、
きっと売れないでしょ
うから。
●ブーツ：新潟県三条市。リーガルコーポレーションさ
んの製造部門工場。当カタログの R-01DB・R-08 ブー
ツはここから出荷される。靴作りの最高峰とも言われ
る練りコルク式グッドイヤーウエルト製法は履き心地と
耐久性が自慢。

●ペアスロープあさま工房：空気の澄んだ長野
県佐久市にある職人二人だけの工房。サイフな
どのレザーグッズを得意とし、その分野では本
店夫婦坂工房職人の技術に勝る。

●

●丹後橋立織り：京都府与謝野町。丹後半島
の付け根、日本三景である ” 天橋立 ” を望む
地。昔ながらの技法で織り上げ、ペアスロー
プの春物ウェアとなる。その風合い、そして着
心地にうっとり。

●刺しゅう・ワッペン：埼玉県草加市。PAIR SLOPE 刺
しゅうのある繊維ジャケットは、裁断パーツをここに送
り、刺しゅう作業を終えてから縫製に入る。ペアスロー
プ仕様は針孔数
（糸の本数）が多く、
丈夫なことが特長。

●漆塗り：石川県山中温泉。曲げればひび
割れてしまう漆。不可能と思われていたコー
ドバン革に漆塗りを成功させた喜八工房。

●牛革加工所：兵庫県姫路市。革ジャンやバッ
グやブーツに使う牛革はペアスロープ創業当
初からおよそ 38 年間ずっと同じ工場、そして
同じ主人。発注は電話と FAX や郵便と極めて
アナログだが、その革の仕上りはゼッピン。

●

●ジーンズ：デニムとえいば岡山県の児島が
産地。履き心地の良い 14.5 オンスのストレッ
チジーンズの製作はここで。

●ブーツ：東京都台東区東浅草。ペアスロープのブーツ
を 30 年以上作り続けている。その主人” 帯刀
（たてわき）”
氏は歴代の弊社カタログにたまに登場している。なんと
いっても名がいい。最近の力作、ワークブーツジップが
すこぶるいい。

●
●

●屋島工房：ペアスロープのグローブは全て
ここから出荷。香川県がグローブ産地と言わ
れたのはひと昔前のこと。現在この地で生
産されるグローブはほんのわずかで、その中
の一軒。工房には店舗を併設し、オープン
当初はペアスロープの支店を主人が希望する
も、店内があまりにも小さく却下。主人がっ
くり。しかしグローブ作り、頑張っている。

あさま工房 ●

●
●

●
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●

●京都伏見店

●繊維ウェア製作：群馬県利根郡。ペアスロープ繊維
ウェア製品のほとんどが 4 名の小さな縫製工房で作ら
れる。時には夫婦坂工房とのハイレベルな合作ウェア
（RT-24HL）もあり。革の部分縫製も器用にこなす。

●

●革裁断用抜き型：東京都台東区。サイフなどの
小物は抜き型で裁断。その刃型のデキで製品の仕
上りの良し悪しが決まる重要な道具。腕のいい職
人さんがこの下町にいるのです。
●カタログ：東京都台東区：高精細印刷を得意と
する当カタログの印刷所。現在はネットに押されて
紙離れの傾向にあるが、やはりインクの香りを感
じながら誌面を見て楽しんでいただきたい。

ペアスロープ 本店＆夫婦坂工房

●
●

●パターン（型紙）：ジャケット
の基 本となる型 紙は奈良県在
住のパタンナーに依頼。かれこ
れ 38 年の古いお付き合い。

●

●馬革加工所：長野県。大
きな工場で、革ジャン用馬
革やコードバンを加工およ
び染色。
●鹿革加工所：奈良県。革ジャンや
グローブ用の鹿革を加工。奈良とい
えば奈良公園の鹿を連想されがち
だが、それを使えば手が後ろにまわ
る。ここではニュージーランド産。

●ペアスロープ本店＆夫婦坂工房：東京都大田区。1983 年創
業。環状 7 号線（通称 - 環七）沿いの１階は店舗で、その上階
は革ジャンおよび革バッグ等の製作工房。なおペアスロープと
は、近隣の
「夫婦坂
（めおとざか）」を強引に欧文にした和製英語。
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MADE IN JAPAN

コーディネート……繊維ウェア編

ライフスタイルに合わせて、春から夏を軽快に着こなす。足元も気を使いましょう。

DMF-25SA

STP-05CD

SG-088D
RA-3

BB-3

鹿メッシュ

馬鹿メッシュ

鹿屋島ロング
鹿屋島ショート

G-02shf

145s ジーンズ

ワークブーツジップ
ショート A8 メッシュ

ショート A8
R-08

［カジュアルユース］

4.

街乗り、およびライトツーリングに適した軽快な組み合わ
せ。そのまま歩き回れるスタイルで、買い物やカフェ巡り、
博物館や寺社史跡への訪問、さらにはキャンプなどのアウ
トドア活動も得意。
STP シリーズの中でも「CD」は高強度コーデュラナイロンが
体を守るウェア、動きやすい 14.5 オンスストレッチジーンズ、
両手がフリーになるボディバッグ、丈夫な鹿革ショートグロー
ブ、スニーカー並みに歩けるショートブーツをチョイス。

［ライディングユース］
高速・長距離が得意な、鉄板のツーリングスタイル。風に
も雨にも強い万能ジャケットにはレザーパンツの選択もあ
り。袖口をカバーするロング丈グローブは、弓道剣道など
の武道に起源を持つ、操作感の良い鹿革製。日本を代表
する紳士靴メーカー、リーガルコーポレーションの技術が
詰まった、ソール剛性に優れペダルタッチの良いブーツ。
目的地まで一気にワープしてワインディングを楽しむよう
な、いつまでもどこまでも走って行けそうな組み合わせ。

［サマーカジュアルユース］
初夏からの風を感じるセレクト。丈夫で風通しの良い麻は
ジャケットとハンチングを同素材コンビで着用も洒落てま
す。ストレッチジーンズは「いかにもバイク」とならない装
いに。旅先での写真映えも良く、後々見返す度に楽しい思
い出がよみがえることでしょう。…服装って大事なんです。
ブーツは着脱が簡単で、未舗装路にも強い浅草製ワーク
ブーツ。足元の荒れた山岳路の秘湯や、その周辺に良くあ
るちょっとしたハイキングコースも軽くこなします。

［サマーライディングユース］
夏の長距離長時間の走行は、気温や天候の変化が付きも
の。身体の冷やし過ぎを防ぐハーフメッシュジャケットと、
ストレッチジーンズとの組み合わせは軽快。
ジャケット同様に風を通し過ぎず、馬革補強入りの鹿メッ
シュグローブ。足元のメッシュブーツは爽快な通気性のみ
ならず、吸汗速乾内装を備え、汗と熱による不快感を可能
な限り排除。走り続ける限り、全身に風が通るセットアッ
プで夏季特有のストレスなく、高原を目指す旅に。

5.

コーディネート……革ジャン編

20 年、30 年とご愛用いただける年数が、ものすごく長い革ジャンです。

318WD

GM-32

S-30
C-55

BB-1

馬鹿メッシュ

馬鹿ショート
鹿屋島ショート

鹿屋島ショート

BY-2L Ref

G-02shf

145s ジーンズ

ショートグフ

R-01DB

ワークブーツジップ

GM-02

145s ジーンズ

［カジュアル＆ライディングユース］
革ジャン + ジーンズのお手本のような組み合わせは街着に
もツーリングにも。また、使い込んでからの雰囲気も抜群。
そこで足元はリーガルコーポレーションによるドレッシーな
ブーツを選択。ラフなスタイルにピカピカに磨いたブーツが
お洒落。ジャケットと同素材のハンチングなどを合わせたら、
一枚上手のまとまり感を演出できます。写真うつりが良いこ
とはもちろん、ゴツゴツした服装だと場違いになりがちな
旅先の綺麗な宿や飲食店にも堂々と入れるはず。

6.

［カジュアル＆ライディングユース］
アメカジの王道、スタジャンとジーンズは、アクティブに動
けるスポーティなスタイル。革素材を共用する製品は色を
合わせて製作可能で、今回はジャケットとボディバッグの
ペアリング。これこそが自社製作、夫婦坂工房ならでは。
こんなこと、有名ブランドでも難しいはず。自分に似合う
お気に入りの色を持ち物に取り入れ、様々な製品に同色の
アクセントを入れることも可能。ご相談を。足元のワ－ク
ブーツジップでさらに一体感アップはまちがいなし。

［ライディングユース］
ハードな印象になりやすいダブル襟のジャケットは、装飾
を控えたシンプルな形と見るからに柔らかい鹿革の組み合
わせで、
「優しいワル」な雰囲気に。パンツとの異素材組
み合わせも異なる質感が楽しめるはず。
どんなバイクでも OK ながら、ネオクラシックイメージの
車種など特に抜群の相性。鹿革ならではのソフトな着心地
が、快適なツーリングをサポート。合わせるグローブやブー
ツも、がっしりしたタイプが似合うでしょう。

ショートグフ
メッシュ

［サマーライディングユース］
本 気の夏ツーリングコーデ。 最高の 強 度、 最高の 通 気
性、最高の高速性能。これなら、ハイパワーマシンでの
1000km 弾丸ツーリングも余裕でしょう
（気合いがあれば）。
バッグは BY-2L の反射素材を備える Ref タイプで、夜間走
行中の被視認性をサポート。全身暗い色になりがちなので、
グローブは夏らしい明るい色を選択。足元もパンチングタ
イプで快適。ご希望のジャケットをパンチング仕様で製作
なども可能。製作期間が掛かるのでお早めにご相談を。

7.

繊維ウェアの機能はさまざま。防水効果を求めれば
通気は劣り、夏に快適な通気性を求めれば雨に弱い。
残念ながら万能なウェアは思うように作れません。
ならば、あなた好みのデザイン、そしてライフスタ
イルに合わせた選び方で良いのでは……。

伝統

TEXTILE JACKETS

スタイルは英国風、
作りは日本流。

STP-05CD

スウィングジャック

ペアスロープ製品は耐久性が持ち味。それを高機能コーデュラナイロン
によってさらに増す。背のロゴマーク刺しゅうはそのプライドを表現。
QUALITY：表地 - コーデュラナイロン、
裏地 - ポリエステルメッシュ + コッ
トン。COLOR：ワインレッド、ベージュ、オリーブグリーン。SIZE：Ｍ、L、
LL、3L。PRICE：￥27,000（税込￥29,700）
一般的なナイロンの数倍の強度を持つアメ
リカ発の素材。弊社ではさらに撥水加工も
施す。末長く愛用するウェアのために。

8.

9.

色違いの綿糸で生地を織る。
その色は日本の伝統色。

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モデル。

DMF-25SA

淡墨

ライディングショートコート

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

麴塵
青藍

タンゴハンチング
QUALITY: 表地 - コットン、 裏 地 - ポリエステル、 サイドベ ルト - 牛革。
COLOR：淡墨（うすずみ）
、麴塵（きくじん）
、青藍（せいらん）
。SIZE：58
～ 60cm
（55 ～ 57・61 ～ 63cm は受注生産）
。PRICE：￥11,000
（税込￥12,100）

丹後橋立織り……玉虫
タテ糸とヨコ糸をまったく異なる糸色で織り込む。
すると光の当たり方で、生地の光沢が微妙に変化
する。その発色が変わる様を玉虫に例えた。
京都府北部、風光明媚な天橋立の近くで、伝統
的な製法で織られる反物である。

麴塵
青藍

［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。改良費は税込￥3,300 ～

椿（つばき）

霧でかすんだような渋めの赤

※フェルト製プロテクションの詳細は、15 ページにてご案内。

淡墨（うすずみ）

水墨画のような淡い墨色
青藍（せいらん）
やや鮮やかな藍（あい）色
麴塵（きくじん）
気品あるウグイス色

STP-05VT

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（税込￥20,350）

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。

DMF-25SA / RT-24HL
防水・透湿フィルムラミネート繊維

タンゴジャケット

コットンならではの、適度に通気性のある着心地よいスウィングジャッ
ク。スタンダードなデザインではあるが、繊細な光沢が存在感を表す。
QUALITY：表地 - コットン、裏 地 - ポリエステルメッシュ + コットン。
COLOR：椿（つばき）
、青藍（せいらん）。SIZE：S（ 椿 の み）、M、L、
LL、3L。PRICE：￥26,000（税込￥28,600）

〔月夜野工房と夫婦坂工房の合作〕

月夜野工房

椿

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。

RT-24HL
青藍

10.

フィールドショートコート

高機能繊維を母体に、革を贅沢に使ったプレミアムモデル。軽量で防
風耐水性に優れる布地と、革ならではの強度と耐久性・質感をあわせ
持つ最高品質のツーリングショートコートは、薄着の季節にスタイルを
良く見せるすっきりとしたシルエット。前後ベンチレーションに加え、防
寒ライナーにも対応し、長期間の着用が可能。隙の無い 1 着である。
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。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。
11.

通気性豊かなザックリとした織りに、シャリッ
とした素朴な肌触り、そして末永く愛用できる
耐久性は、天然繊維の麻なればこそ。

麻ハンチング
QUALITY：麻 100 ％、 裏 地 - ポ リエ ス テ ルメッ
シュ。COLOR：ライトグレ ー、 ベージュ。SIZE：
58 ～ 60cm（55 ～ 57・61 ～ 63cm は 受 注 生 産 ）
PRICE：￥11,000 ( 税込￥12,100)

RA-3
STP-05M

メッシュスウィングジャック

リネンジャケット

Spring & Summer

暖かい春の日から秋口まで愛用できる、麻の通気性を活かしたライディ
ングジャケット。麻 100％ + 牛革アクセントは、たいへん贅沢な仕様。
QUALITY：表地 - 麻 100%+ 牛革部分使い、裏地 - ポリエステルメッシュ
+ コットン部分使い。肩・ヒジ・セキツイ 3 ～ 5mm 厚フエルトパッド。
COLOR：ベージュ、ライトグレー。SIZE:M、L、LL、3L。PRICE：￥35,000
（税込￥38,500） [2022 年 3 月下旬発売 ]

for Summer

大定番「STP-05」の疲れ知らずの着心地に、爽快な通気速乾性を与え
たサマージャケット。街着兼用モデルのためプロテクションは無し。ゆっ
たりしたサイズ感のため、インナープロテクター等の重ね着もＯＫ。
QUALITY：表地 - ポリエステルメッシュ、裏地 - ポリエステルメッシュ。
COLOR：ライトグレ ー、 グレ ー、 ダー クブル ー。SIZE：M、L、LL、
3L。PRICE：￥23,500（税込￥25,850）

あさ

麻の利点は通気性だけではない。抜き
ん出た耐久性は植物繊維最強の座に君
臨、化学繊維を寄せつけない。

SG-088D

デニムハーフメッシュ Spring & Summer
腕の下部分とボディ両サイド、そして背のセンター部分に通気性の良い
メッシュ素材を。また、
伸縮性もあるストレッチデニム自体も優しく通気。
QUALITY：表地 -13 オンスストレッチデニム＆ポリエステルメッシュ、
裏地 - ポリエステルメッシュ。肩・ヒジ・着脱式セキツイ 3 ～ 5mm 厚フ
エルトパッド。COLOR：インディゴブルー、ライトグレー。SIZE：S、M、
L、LL、3L。PRICE：￥29,500（税込￥32,450）[2022 年 3 月下旬発売 ]

12.

※フェルト製プロテクションの詳細は、15 ページにてご案内。

［胸部プロテクター用マジックテープ付］
SG-088D は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。セパレートまたはワンピー
ス共に ￥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。改良費税込￥3,300 ～

RT-22RA

リネンショートコート

Spring & Summer

しっかりした麻 100% 生地で仕立てた、人気のツアラーコートスタイル。
優れた通気性と風景に溶け込む優しい質感が、旅する喜びをより豊か
に演出。着心地良く、街着にも使える洗練されたシルエット。
QUALITY：表地 - 麻 100%、裏地 - ポリエステルメッシュ。肩・ヒジ・セ
キツイ 3 ～ 5mm 厚フエルトパッド。COLOR：ライトグレー、
アイスブルー。
SIZE:M、L、LL、3L。PRICE：￥39,500（税込￥43,450）
※フェルト製プロテクションの詳細は、15 ページにてご案内。

13.

繊維ウェアの
機能を比べる

繊維素材ガイド

伝統的な天然素材から最新の化学繊維まで、さら
には生地の織り方やコーティングの加工方法、そ
してスタイルからも多種多様の機能性。

化学繊維に天然繊維、それぞれ独自の特性があり。

［高速走行］風圧に負けず、快適な高速道路での走行感覚。

ハイブリッド耐水 PC

［ピッタリ］フィット感あるシルエット。高速走行ではバタつきにくい。

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。

［通気］暑い季節のために空気が通りやすい表生地および構造。
［柔軟性］生地素材の厚さや柔らかさ。
［街着］タウンカジュアルとしても愛用できる生地と作りのバランス。
［ゆったり］ゆとりあるシルエットは動きやすい。重ね着対応も可。
［耐水］表生地の耐水性能。通気とは相反する。
［プロテクション］各部のフェルトパッドや胸部パッド装着対応型。

STP-05VT

高速走行
ピッタリ

プロテクション

耐水

ゆったり

柔軟性
街着

ピッタリ

耐水

柔軟性
街着

着心地の良い素材の代表
はコットン。２色の綿糸で
織り上げ、玉 虫織りとも
呼ばれる光沢が変化する
生地。カラーは日本伝統
の呼び名で。

ついに登場、メッシュタイ
プ。最高の着心地と通気性。
網ではない高通気素材で初
夏の普段使いにも最適。

デニム

SG-088D

高速走行

経年変化も楽しめる丈夫
な 13 オンスコットンデニ
ム。
（ ※ パ ン ツ用 は 14.5
オンス）。 伸 縮 性を持た
せ た 生 地 は 動 きやすく、
着心地も良好。

ピッタリ

プロテクション

通気

丹後橋立織り

通気

ゆったり

STP-05CD

高速走行
プロテクション

ピッタリ

耐水

美しい生地と最高に快適な
着心地の「バイクに乗れる
普段着」
。プロテクションは
市販インナーで補える。

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。

STP-05M

高速走行
プロテクション

通気

コーデュラナイロン

耐水

通気

リネン（麻）
ゆったり

柔軟性
街着

ピッタリ

耐水

柔軟性
街着

極めてバランスの良い通年
ツーリングモデル。オプショ
ンで胸部プロテクター、防
寒ライナーも使用可能。

ゆったり

柔軟性
街着

ウエア全体を通気させる
大小メッシュの二重構造
ポリエステル繊維。近年
は夏日が増えている。さ
らには猛暑日も。そんな
暑い夏を快適に過ごす。

通気

ゆったり

柔軟性
街着

がっしり厚手の麻 100% 生
地。着心地良く通気性に優
れ強度が高い、キングオブ
天然素材ライダース。

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

RT-22RA

高速走行
ピッタリ

耐水

グラフに「高級感」があれ
ば最高評価。ツーリングも
街着も得意なエレガントコー
ト。防寒ライナーオプション。

ポリエステルメッシュ

ピッタリ

プロテクション

通気

ざっくりと織り上げた 麻
100％素 材。無 数のすき
間からのほどよい通気が
心地良い。質感、そして
群を抜く耐久性を持つ天
然素材の星。

デニ ムの自然 な 通 気 性と
メッシュを合わせたバイク
専用モデル。ジーンズのよ
うにエイジングも楽しめる。

RA-3

高速走行

耐水

ピッタリ

耐水

街着

RT-24HL

高速走行
プロテクション

柔軟性

プロテクション

通気

ゆったり

ゆったり

DMF-25SA

高速走行
プロテクション

14.

楽な着心 地はそのままに、
防 風・耐 水 加 工 を 施した
コーデュラナイロンで製作。
生地強度は全製品中最強。

通気

ゆったり

柔軟性
街着

RA-3 と同じ麻 素 材の上 品
なツーリングコート。高速
も得意、散策も快適、写真
映えもバッチリの優等生。

麻

［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。

15.

LEATHER JACKETS
ジャンのカッコよさに理屈はいらない。

革

個性豊かなオーダーメイドも。
エリ内側とオリーブ革本体内側の革色を全
てキャメルブラウンに変更。着ている状態
では目立たないが、フロントファスナーを下
げ、エリを開いた時のチラ見えが、粋！。

革ジャン選びはデザインから始まることでしょう。しかしその革
ジャンに少しばかり手を加えてみれば、世界に１着、あなただけ
のオリジナルに。さらにサイズも合わせて変更すれば、完璧。

エリ内側と同色のラインが２本。
３本でもよいが４本だとくどい。
さりげなさがお洒落。

好みのワッペンを縫い付けて
みる。ただし革より耐久性が
低いので予備の保管も。
革ジャン本体と同色のハンチングも
楽しいコーディネート。色ぶれがな
いようにオーダーメイド革ジャンと
の同時製作がお薦め。

革の切り文字製作は、夫婦坂工房
の得意技。C-57 はこの革ジャンの
品番ではあるが、自分オリジナル
の欧文でも数字でも漢字でも製作
可。たとえば 2022-6……革ジャン
仕上り年月も良いかも。
サイドベルト内側の革とベルト通し
もキャメルブラウン。他と合わせた
色変えがハイセンス。

○でも□でもなく△。
ロボットやアーミース
タイル によくあるこ
んなアイキャッチポイ
ントも楽しい細工。

アームファスナーを閉じた状態では分からない
が、開ければ色彩豊かなキャメルブラウンが目
に飛び込む。この隠れたカラー変更が、
オーナー
のセンスを引き立たせることまちがいなし。

C-57

オーダーメイド（参考例）

C-57 シングルアーバンのカラーセレクトオーダー。
価格： カラー変更は下記 C-57 基 本モデルの税 込
22,000 円増し～。各マーク類およびサイズ変更は
要見積りを。納期：45 日以上。
（季節で変動）

レザータンクバッグを革ジャンのカ
ラーリングで作るとこうなる。夫婦
坂工房ならではの自慢のオーダー品。

牛革カラー：全 12 色を用意。右写真の他
にオリーブ・ライムグリーンあり。
（馬革は
ダークブルー・ブラック・ワインより選択）

C-57

シングルアーバン

先行販売している C-55 アーバンジャケットの兄弟モデル。一般
的にはシングルライダースで親しまれ、数十年前より革ジャンの
人気スタイルとして君臨。飽きのこないシンプルさが特徴。
QUALITY：表地 - ステア牛革。裏地 - コッ
トン＆ポリエステル。COLOR：ブラッ
ク、オリーブグリーン。
SIZE ＆ PRICE：S、M、L- ￥93,000
（税込￥102,300）
LL- ￥95,000（税込￥104,500）
3L- ￥99,000（税込￥108,900）

16.

17.

G-310D

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- ￥112,000（税込
￥123,200）LL- ￥114,000（税込￥125,400）3L- ￥118,000（税込￥129,800）

S-30

DML-82

スタジアムジャケット

12 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：12 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）
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、オレンジ / ブラック、ブラック / ワイン

18.

S-30

G-310D

DML-82

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- ￥115,000（ 税 込￥126,500）LL- ￥117,000 税
込￥128,700）3L- ￥121,000（税込￥133,100）

G-68

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- ￥93,000（税込￥102,300）
LL- ￥95,000（税込￥104,500）3L- ￥99,000（税込￥108,900）

STP-90

ライディングショートコート

DML-82La

C-55

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- ￥93,000（税込￥102,300）
LL- ￥95,000（税込￥104,500）3L- ￥99,000（税込￥108,900）

GM-32

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- ￥95,000（税込￥104,500）LL- ￥97,000
（税込￥106,700）3L- ￥101,000（税込￥111,100）

メッシュジャケット

for Summer

馬革に 2mm 弱のパンチング加工。強度と涼しさを両立させた、夏のツー
リングレザージャケット。シーズン前、早めのご注文がお薦め。
QUALITY：表革 -1.15mm 厚パンチングステア牛、裏地 - ポリエステルメッ
シュ。COLOR：ブラック。SIZE ＆ PRICE：S、
M、
L-￥102,000
（税込￥112,200）
LL- ￥104,000（税込￥114,400） 3L- ￥108,000（税込￥118,800）※受注
生産品……製作納期を見越して早めのご注文を。

［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：
￥115,000 税込￥126,500）
※軽い馬革での製作やサイズ変更も可。

[ カラーセレクトオーダー ]

C-55

G-68

STP-90

GM-32

約 12 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 23 ページをご覧ください。

19.

HORSE LEATHER

馬

馬革は硬い、といった先入観をお持ちの皆さま、
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。

SOFT HORSE

ソフトホース shf

着心地良く軽快な馬革 “ ソフトホース ” は近年人気急上昇
の革素材です。しかしながら牛革と異なり、入手量がひじょ
うに少なく、残念ながら既製品としてはラインナップでき
ません。よって、限りある革素材を確保しつつ、全ての革
ジャンが受注生産で一着一着製作します。
少 数 派の馬革製、仕上りまで少々お時間をいただきます
が、
「待った甲斐あり！」と、きっと思われることでしょう。

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）

DML-82shf

DML-72shf

STP-90shf

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、ワインレッドより選択。SIZE ＆
PRICE：S、
M、
L- ￥115,000
（税込￥126,500）LL- ￥117,000
（税込￥128,700）
3L- ￥121,000（税込￥133,100）※受注生産品

R-50shf

318W-shf

ソフトホース shf

V-05sh

20.

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、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
（税込￥57,200）

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、ワインレッドより選択。
PRICE：牛革モデルの税込￥22,000 増し。
※受注生産品
納期：30 日以上（季節によって異なります）
※他の製品も馬革で製作が可能です。

21.

革ジャンはデザインで選ぶ方が大多数。それはけっ
して間違っておりません。しかしそれぞれの機能
性も少なからず考慮していただければと……。

革ジャンの
機能を比べる

［高速走行］風圧に負けず、高速道路での快適な走行感覚。

八方美人はおりません……。

［ゆったり］ゆとりあるシルエットは動きやすい。重ね着対応も可。

［ピッタリ］フィット感あるシルエット。高速走行ではバタつきにくい。
［通気］暑い季節のために空気が通りやすい表素材および構造。
［柔軟性］革素材の柔らかさ。パッド類の作りでも左右される。
［街着］タウンカジュアルとしても愛用できる革素材と作りのバランス。
［防寒］風を通さない作り。

は防寒ライナーを装着状態。

［プロテクション］各部のフェルトパッドや胸部パッド装着対応型。

C-55shf

高速走行
ピッタリ

プロテクション

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。

GM-32

高速走行
ピッタリ

プロテクション

革
ステア牛革

防寒

通気

ゆったり

柔軟性
街着

すっきりとシンプルな、革
ジャンらしい革ジャン。普段
着もバイクも得意。ソフト
ホース製は柔軟性優位。

防寒

柔軟性
街着

C-55 と兄弟モデルで、より
ライダースらしいシングル襟
+ ファスナー袖 仕様。スタ
ンダードな牛革タイプ。

防寒

ゆったり

柔軟性
街着

キングオブジャケット。年
齢を問わず長年使用可能。
重ね着と工夫で防寒もプロ
テクションも自由自在。

R-50D

高速走行
ピッタリ

プロテクション

防寒

柔軟性
街着

旅先での散策にも違和感が
少なく、使いやすい高機能
ツーリングコート。重ね着
もしやすいサイズ感。

柔軟性
街着

普段使いもお洒落にこなせ
るコート。鹿革は極めて柔
らかく剛性は感じないが、
引き裂き強度は最も強い。

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～ 5 頭必要。全製品受注生産。

通気

柔軟性
街着

バイク専用モデル。乗車姿
勢最優先のため、走行時は
着心地も機能も最高、ただ
し普段着には不向き。

「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。寒い季節に装着すれば、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。

通気

ゆったり

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 ｍｍ厚を使用。
なお馬革は、牛革に比べて入荷
量がひじょうに少なく、全ての革
ジャンが受注生産品。

ピッタリ

ゆったり

[ 細い体型 ]

[ 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）：STP-90 / S-30
ハーフ型 ￥11,500（税込￥12,650）：C-55 / C-57 / G-310D / G-68 / GM-32
全面型 ￥14,000（税込￥15,400）：STP-90 / DML-82/82La / R-50D

[ 標準体型 ]

[ 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。
価格は既製品の税込 22,000 円増しよりワンオフ製作。
［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

G-310D

高速走行

防寒

通気

ステア牛 革 に、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。受注生産
で各色牛革の革ジャン製作が可
能。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。

通気

ゆったり

カラダに合わせた革ジャン

パンチング加工革

ピッタリ

プロテクション

ピッタリ

夏用のパンチングレザー。軽
装になりがちな季節に、革
ならではの強度と抜群の通
気性。他製品でも製作可能。

DML-82

高速走行

STP-90

高速走行
プロテクション

街着

防寒

通気

ゆったり

柔軟性

プロテクション

ピッタリ

プロテクション

通気

ゆったり

C-57

高速走行

22.

防寒

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

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。
ブラック
ガンメタ
ブルー
ダークブルー
アイボリー

オレンジ
レッド
キャメルブラウン
ワイン
ブラウン

ステア牛革：10 色 + αのカラーバリエーションからあなたの個性を。

23.

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。

GM-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。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 2 色受注生産）SIZE：
ウエスト73、76、79、82、85、88、91cm。 PRICE：￥75,000（税込￥82,500）

メッシュパンツ

for Summer

夏に快適なパンチングレザー仕様。ひざから下の内側はパンチングを施
さず、エンジン熱から素肌を保護。その穿き心地……軽快！
QUALITY：表革 -1.15mm 厚パンチング牛革。裏地 - ポリエステルメッシュ、
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：￥75,000（税込￥82,500）※受注生産

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、
14.5 オンスは丈夫で動きやすいヘビー級ストレッチジーンズ。

145s

スト レ ッ チジー ン ズ

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。サンドは色落ちしにくい後染めタイプ。
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、35 インチあり）。
PRICE：￥16,000（税込￥17,600）

身を引き締める脇役
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、コーディネー
トの名脇役である。

35CC ディープブルー

40CB ブルー

40CB ブラウン

40CR ブラック

G-02

40CR ブラウン

カウレザーパンツ

贅沢な前面一枚革作りは面積の大き
い牛革製ならでは。
（受注生産）
QUALITY：表革 -1.2mm 厚ステア牛革
裏地 - ポリエステル。COLOR：ブラック。
PRICE：￥75,000（税込￥82,500）

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 ユースにもご 愛 用を。QUALITY：約 3mm+1.2mm 厚牛革。
COLOR：ディープ ブル ー 濃 色 ボカシ 加 工。SIZE：幅 35mm。
PRICE：￥14,000（税込￥15,400）

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

24.

[ カ ラ ー セレ クトオ ー ダ ー ]
G-02shf はソ フトホース 革 の
ダークブルー（写真）の他にブ
ラック、ワインレッドも選択可。
※受注生産

[ スソ上げ ] 店頭ではその場でスソ上げいたします。通販の場合はご自
宅でのスソ上げキットを同送いたします。また、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）
[ オーダー革パンツ ] 既製品を基本としたサイズ変更等も可能です。費
用は税別￥9,000 増しより。

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（税込￥15,400）
[ 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）
25.

鹿

操作の要

GLOVES

SPRING & AUTUMN

操作性の良し悪しは表の甲側よりも、手のひら側に
大きく左右される。立体的な外縫いガンカット縫製、
ゆるやかで機能的なカーブ、なおかつ素材が鹿革で
あればさらに良好。丈夫で優しい感触に思わず笑顔。

かな め
しかやしま

鹿屋島

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）

ライディングギアはいろいろあれど、
肌に直接触れるのはグローブ。
走る為の操作だけではなく、手も守る、
あなたの大事な大事な道具です。

26.

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）

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）

27.

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

涼
鹿革のやさしいタッチと耐久性には定評がある。
それに加えて風を取り入れる機能を持ち合わせ
ている……これは快適そのもの。

SPRING & AUTUMN

馬

鹿馬

うましか

馬鹿 SP

for summer

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）

うましか

馬鹿メッシュ
ソフトな鹿メッシュボディーに馬革アウトパッドを補
強したハイグレードサマーグローブ。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 /EU 産馬革パッ
ド。COLOR：キャメル / ブラウン、グレー、ブラウン。
SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥16,000（税込￥17,600）

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）

鹿メッシュ

28.

メッシュの風が通り抜ける爽快感とともに、鹿革の
ソフトな肌触りが素晴らしい操作性を発揮。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革。COLOR：キャ
メル / ブラウン、グレー、ブラウン。SIZE：S、M、L、
LL。PRICE：￥14,500（税込￥15,950）

鹿
29.

牛

グローブガイド

涼

SPRING & AUTUMN

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

MG-6S ショートメッシュ

産性に優れ、強度や柔軟性も備え

[スマホ対応]

MG-6 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）

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
操作感は絶品。しかも強 度と耐

SG-7

久性が同厚の牛革を上回る。少し

セミロング

高価ではあるが、寿命が長い分、

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）

PG-12

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

ショート

しい、というご要望に応えたのが

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）

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

[ パンチングメッシュ ] 手は汗をか
きやすいところ。それが夏ならな
おさらで、悪いことに汗の成分は

MG-6

革を傷める。涼しさだけでなく、

ショートメッシュ

暑い季節に快適なパンチングメッシュレザー。風がグローブ内を通り抜
ける抜群の爽快感。QUALITY：ステア牛革。COLOR：ブラック、ブラウン。
SIZE：S、M、L、LL。 PRICE：￥9,500（税込￥10,450）

お持ちの春秋用グローブの寿命を
延ばすためにも、パンチングメッ
パンチングメッシュ

シュグローブはぜひお薦めしたい。

外縫いガンカット縫製

PG-12S

[ スマホ対応 ]

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）
[ サマーメッシュタイプ、MGL-02 もラインナップ ]

30.

スマホ操作対応

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。

PG-12S/MG-6S
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。

MG-7

セミロングメッシュ

強度だけでなく、高い通気性で疲労や集中力の低下を防ぐのが夏のプ
ロテクション機能。QUALITY：ステア牛革。COLOR：ブラック、キャメル。
SIZE：S、M、L、LL。PRICE：￥11,500（税込￥12,650）

[ 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。
31.

BOOTS
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。
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。
履き心地を極めたグッドイヤーウエルト製法は特筆もの。
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/R-02A/R-08/08La）

シフトチェンジにブレーキング、そして重い
バイクを支え、歩いたり走ったり……。
そんな働き者をおろそかにしてはなりません。

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)。24.5cm（R-08La
レディース：ブラックのみ）。PRICE：￥49,000（税込￥53,900）

［R-01DB/R-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。
32.

33.

丈夫な牛革を纏い
日本全国を駆け巡る。
暖かい日の爽快な足もと。
［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げる。

ショートグフメッシュ
ブーツの高さを確保して、より安全性を高める。夏の快
適なライディングのために。
QUALITY：1.8mm 厚 パンチングステア牛革。COLOR：
ブラック。SIZE：24.5 ～ 27.5cm。PRICE：￥33,000（ 税
込￥36,300）[ 春～夏の限定生産品 ]

ワークブーツジップ
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）

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）

[ ワークブーツ・ショートグフの
ソール ] 進む道を選ばない、
頼もしさがあるビブラムソール。
34.

ショートグフ
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：￥37,000
（税込￥40,700）

35.

変わらぬカタチ、
さまざまな革素材で
作り続ける。

足もとガイド
ネオクラシックスタイル、
新鮮なる復活
近年、バイクのスタイルが全盛期と言われた時
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。それならば 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。クオリティーをより高めて。

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。

作り方のいろいろ
[ 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 ]

ショート A8

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。

牛

軽快な履き心地が自慢のブーツ。創業翌年から作り続け、
幾度もの改良を施した定番モデル。
QUALITY：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：￥23,000（税込￥25,300）

[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。

ブーツの革素材

ショート A8 メッシュ

涼

暖かい季節には通気性のあるメッシュブーツの快適さは
特筆もの。足もとからも涼しさを味方に。
QUALITY：1.8mm 厚パンチングステア牛革。COLOR：ブ
ラック、
ライトグレー。
SIZE：24.5 ～27.5cm。
PRICE：￥24,000
（税込￥26,400）[ 春～夏の限定生産品 ]

ショート A8D

鹿

メイン素材を鹿革とし、耐摩耗性を要する適所に牛革を
配置した鹿牛コンビネーションブーツ。絶品。
QUALITY：ニュージーランド産鹿革 / ステア牛革。ソール・
圧縮ウレタン。セメンテッド製法。COLOR：ブラウン、
ブラッ
ク。SIZE：24.5 ～ 27.5cm。PRICE：￥28,000
（税込￥30,800）

36.

中心となる素材は牛革。用途によってそれぞれ
1.6 ～ 2.2mm の丈夫な革を用意。革ジャンよ
り厚いのは、足元には着る以上に大きな負荷が
掛 か る か ら。 な お 鹿 革 は 約 1.5mm を 使 う が、
特に厚手ではなくても丈夫、なおかつソフト。
牛革

鹿革

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：￥35,500（税込￥39,050）

[ ショート A8/A8D A8 メッシュ / ショー
トグフメッシュ / ツアラ－ 2 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。※ソール交換可能

夏の足元を快適に！
人体の中で、足元は特に発汗量が多い。汗の成
分は革を劣化させる原因となるだけでなく、不
快感をともなう。ならば……通気を。

空冷…パンチングレザー！
37.

GEARS&
GOODS

ニッポンの職人もの作り

ペアスロープのサイフは内装も
「すべて革」……極めて少数派。

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）

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）

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。

直接手に触れるだけでなく、縫製の良し悪しも目に
入る小物たちこそ、職人の腕がきわだつもの作り。
牛革、馬革、鹿革とそれぞれ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。
38.

鹿

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）

39.

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。

CORDOVAN
※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

漆

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。SIZE：35WL95x190mm、35W2-95x115mm。COLOR：ロイヤルブルー
（内側ベージュ）、
ブラック（内側ブラウン）。 PRICE：35WL- ￥41,000（税 込￥45,100）、
35W2- ￥36,000（税込￥39,600）

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

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

コンパクトジップ財布
Ａタイプ

必要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：バーガンディー、
ロイヤルブルー、ブラウン、ブラック。SIZE：90x115mm。PRICE：￥27,000
（税込￥29,700）
※牛革・鹿革およびその他の革製はホームページをご覧ください。

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
SIZE：95x190mm。PRICE：￥58,000（税込￥63,800） ※内装仕様は
右ページ 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
右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）
40.

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

面積が小さいコードバン革。

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

内装革は丁寧なフチ返し仕様。

31CL コードバンラウンド長財布
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：￥41,000（税込￥45,100）
41.

鞄

夫婦坂職人仕込み

BY-2L / BY-2L 印伝

夫 婦 坂 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。

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。受
注生産の印伝タイプはフロントポケット部分に鹿革に漆で縁起を担
いだ模様を付ける伝統工芸「印伝」を使用。
QUALITY: 牛革 / 印伝
（鹿革）
。COLOR: ワイン、
ブラウン、
ダークブルー、
ブラック。BY-2L 印伝はブラウン（他オーダー可）
。SIZE：21x16x5cm
PRICE：BY-2L￥19,500（税込￥21,450）
、印伝￥25,000（税込￥27,500）

各バッグの内装はホームページでご覧ください。

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：シュリンクステア牛革（ショルダーベルト含む）、内
装 - 帆布 + ナイロン。COLOR：ブラック。SIZE：26x34x12cm。
PRICE：￥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）

“飾るものから手にする浮世絵”
MSB-2 荒馬

BSH-N 神奈川沖浪裏
試作期間 2 年を経て、輸出用メインで 2022 年に販売開始。
QUALITY：浮世絵 - 牛革、バッグ本体 - シュリンクステア牛革
（ショルダーベルト含む）
、内装 - ピッグスウェード + 帆布 + ナイ
ロン。COLOR：バッグ本体 - ダークブルー。SIZE：26x34x12cm。
PRICE：￥126,000（税込￥138,600） ※受注生産品
［製品詳細はホームページをご覧ください］

現代の浮世絵摺師が
北斎“神奈川沖浪裏”を
革に摺り、夫婦坂工房にて
バッグとして縫製。

42.

ポストマンバッグ MP-1

和紙摺り……神奈川沖浪裏

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）

革に摺る版木を使い、浮世絵本来の和紙に摺る。
（中判サイズ）
■ 浮世絵摺師：山本駿
■ 版木：革浮世絵と同一版
■ 和紙：人間国宝 岩野市兵衛氏の越前和紙
■ サイズ：和紙サイズ・約 200x290mm 摺り面・181x272mm
■ 価格：￥9,000（税込￥9,900） 納品時の保護用簡易額付

43.

ボディバッグで
身軽に軽快に。

Ref

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。

両手をフリーにできる活動的なボディバッグ。
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。

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：￥29,000（税込￥31,900）

レフ

RVM-07Ref

[ 各タイプ左側はオーダー見本 ]

RVM-07-Ref

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。
「Ref」の採用で愛犬の散
歩やキャンプ等、アウトドアユースに
も便利。写真はハイビーム投射状態。
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）

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
BY-2L-Ref
BB-3-Ref

[ 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）

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

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：￥28,000（税込￥30,800）

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）

BB-WB-Ref

各種ボディバッグのカラーオーダー
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。

ウエストバッグ

[ 各タイプの寸法は収納部分 ]

WB-1

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：31x14x12cm。PRICE：￥25,000（税込￥27,500）
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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

馬革

shf

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

革 素材のいろいろ

あなただけの

革の

オーダー革小物

タンクバッグ

何を作ろう自分オリジナル
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。
PHOTO：GL タイプ ( 上段 ) / SL タイプ ( 下段 )

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。

ステア牛革

シュリンクステア牛革

アンティークホース

レザータンクバッグ GL
丈夫で質感が高く、旅を重ね使いこむのが楽しみになる革製の
バッグ。多くのバイクに似合うシンプルな箱型で、特にネオクラ
シック車両との相性は最高。強力磁石式。レインカバー付属。
QUALITY：ステア牛革 + 鹿革（フラップ裏）
。COLOR：ブラック
SIZE：35x25x15
（後部高さ）ｃｍ。PRICE：￥41,000
（税込￥45,100）

ソフトホース
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

マップケースは A4 まで対応。 エンブレムの張り出したタンク
大判のツーリングマップル Rも。 にもしっかりとフィット。

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
レザータンクバッグ GL
レザータンクバッグ SL

メインの磁石は 2 段階位置調 オプション：持ち運びに便利な
整式。接触面はソフトな鹿革。 ショルダーベルト。
￥1,500
（税別）
※コピーやプリンタの印刷は透明フィルム部分に移る可能性があ
るので、クリアファイル等の併用を。
（フィルム部分は交換可）
※磁石は左右 4 ヶ所と手前側 1 ヶ所。フラップはバッグ底面に
収納できる作り。磁力が強いので磁気に弱いものはご注意を。

[ カラー・革素材オーダーメイド ]
素材変更をはじめ、本体の色変更はもちろん、パイピングや部
分的な色変更もオーダー可能。また上面のマップケース部を標
準仕様の透明ビニール（マップケースクリアタイプ / 写真左）以
外に、
革で製作する
（マップケース革タイプ / 写真右）ことも可能。
費用：GL および SL タンクバッグ価格の 7,000 円増し
（税別）より。

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。

ステア牛革
フラットな表面の 1.15 ｍ
ｍ厚「ステア牛革」は 12
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
スと、1.15 ｍｍソフトホー
スは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？

レザータンクバッグ SL
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GL タイプをコンパクトにしたのが SL タイプ。A5 版標準ツーリン
グマップル収納サイズ。強力磁石式。レインカバー付属。
QUALITY：ステア牛革 + 鹿革（フラップ裏）。COLOR：ブラック
SIZE：30x21x11cm。PRICE：￥38,000（税込￥41,800）
オプション：ショルダーベルト
（GL/SL 共通）￥1,500
（税込￥1,650）

[ マップケース クリアタイプ ]

[ マップケース革タイプ ]

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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メンテナンス

お気に入りに愛情を……
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

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。

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。

革ジャンと革パンツ

グローブ

ブーツ

クリーニング

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。
保革メンテナンスは 1年に1度が目安。汚れを落とし、
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。

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、メンテナンスによって寿命を
延ばすことができる。※保革オイルはほぼ不要。
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。

[ 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。

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。

レザーソープで革の汚れを落
としてから保革油を塗ること
がお薦め。あらかじめレザー
ソープを布地に付けてから丁
寧に拭き取る。
レザーソープがない場合は、
布地に水を湿して汚れを拭き
取り、乾いてから保革油を。
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
レーを軽く吹きかける。

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。

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
ジャンと兼用に・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。
充実派の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木製ブー
ツ用シューキ ーパー￥8,900
（税別）。
革 の ほこりや 汚 れを 優しく
落 とす馬 毛 のバレ ーブラシ
￥3,300（税別）も効果的。

[ 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。
[ 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。

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

グローブは最も操作に影響するライディングギア。上

[ 簡易編 ] 時間がなくても、年に最低 2 ～ 3 回くら
いは保革お手入れを。簡単なのはオイルスプレーでは

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。

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。

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 での数分のお手入れがお薦め。

[ 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
傷める場合あり。

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）
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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）
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編集後記

夫婦坂通信

ときどき営業 京都伏見店

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……どうで
もいいような他愛もない裏話ですが。

京の本店は 2023 年で 40 周年ですが、こ

月日が流れるのは早いもので、京都伏見

めおとざか

店の営業開始から 10 年が経ちました。東
の店の風格から、こちらが本店のように見
えてしまいます。たった 10 年なのに。
それにしても妙な支店を構えたものです。

by H.Mitsuhashi

築 130 年を過ぎた明治期の木造建 築、そ
の玄関を開ければ土間。そこから先が本命

夫婦坂旅倶楽部

の製品ブース、そして自慢の珈琲室なので

コレはいい、春のプレゼント！

すが、少々めんどうなことに靴を脱がなけ
れば上がれません。靴下に穴が開いてたら

クラブとはいえ、会員制でも会費もありません。筆
者の今までの経験や取材交流を基に、皆さまといっ
しょに旅を楽しみましょう……といった、いわゆる親
睦会みたいなものです。

困りますね。スタッフも気をつけてます。
こうして 10 年が過ぎたのだから、今まで
以上に多くのお客様にご来店いただきたい
ものです。ところが「ときどき営業」。毎月
2 ～ 5 日間程度しか店は開いておりません。
怠慢？…… 東 京から通 勤しているのです。
しばらくはこんな状況ですが、どうかご勘
弁ください。

2022 SPRING PRESENTS

夫婦坂旅倶楽部としての 第 1 回は長野県の高峰温泉

温泉は私の得意分野でもあります。温泉本を 2 冊出
版済で、その中でもお気に入りの温泉宿を、貸切り
を中心に湯も食も風情も皆様と共に味わいます。
交 通手段の規定はなく、バイク・自転車・鉄 道・バ
ス・クルマ、な～んでもいいのです。参加条件もお一
人様でも、カップルや男性女性同士でも、ご家族で
もお子様連れでも、良識のある方ならどなたでも。
2022 年 5 月の第 1 回は満室に近い状態です。詳し
くはホームページをご覧ください。
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さて心地良い季節がやってきます。京都

毎回のごとく、どんなプレゼント品がよいのか迷い続
けてます。まあ弊社ペアスロープは縫製工房を持つ
革の最強スペシャリスト（自称）なのですから、やは
り革を使った小物でしょう。
今回はペンケースと通帳ケース（共に小物入れ）。通
帳ケースは、もし落としたら音が出るよう鈴をつけま
した。ペンケースもそうですが、プレゼント品にして
は豪華ですね。この機会をおみのがしなく。。。

●プレゼント有効期間……2022 年 3 月 11 日～ 5 月 9 日（京都伏
見店は 4 月 24 日まで）※後日発送はできません。
●ご希望の方に、期間中製品お買い上げ 15,000 円以上でペンケー
スを 1 個、40,000 円以上でペンケースと通帳ケースの両方を差し
上げます。
（価格は税別）
。
●期間中は何度でもご利用できます。色は選べません。
[ ご利用方法 ] ペアスロープ本店・京都伏見店にご来店、お電話も
しくは弊社ウェブサイトでの通信販売。必ず「プレゼント希望」と申
告を願います。※通販はご注文時にお知らせ又はご記入ください。
［詳しくはホームページをご覧ください］

伏見店ついでに京都観光、またはその逆も
いかがですか。桜に神社仏閣、いいですね
え。私は新緑のモミジがいちばん好きです。
皆さまもどうぞお楽しみください。
ペアスロープ代表
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