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砂川市
総務部総務課庶務係

〒073-0195　北海道砂川市西7条北2丁目1番1号
TEL：0125-54-2121（内線3111・3112）
FAX：0125-54-2568
E-MAIL：shomu@city.sunagawa.lg.jp

カタログ掲載以外のお礼品に関しては、
ふるさと納税サイトをご覧ください。

砂川市
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特産品がもらえる 生まれ故郷でなくてもＯＫ 税金が控除される 使い道を指定できる

ふるさと納税とは、このまちを応援してみたいという納税者の皆様の自治体への「寄附」のこと。

ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
さらに、ふるさと納税を行うことで、砂川市ではいろいろなお礼品がもらえます。

※ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります。

ふるさと納税とは

緑と水辺が広がる

自然美ゆたかなまち

砂
川
市



・ふるさと納税における税金控除を受けるには、「確定申告」を行うか「ふるさと納税ワンストップ
特例制度」の利用が必要です。

＜ふるさと納税ワンストップ特例制度＞
　確定申告をする必要のない給与所得者等は、寄附先が１年間に５自治体以内の場合に限り、寄附先
団体へ申告特例申請書を提出することにより、控除に必要な確定申告が不要になります。

寄附金控除のお手続き

お礼品と寄附金受領証明書の受取り

寄附金の払込み

４

寄附金の活用方法

申込み方法

１

３

児童生徒の快適な教育環境づくりや生涯学習の環境づくりに活用します。

誰もが安心して医療を受けることができる環境づくりに活用します。

・寄附申込書を、ホームページもしくは砂川市総務部総務課庶務係へ連絡し入手。
・必要事項を記入し、メール、郵送、またはFAXで送信。
　　メール：shomu@city.sunagawa.lg.jp
　　郵送先：〒073-0195　北海道砂川市西7条北2丁目1番1号
　　ＦＡＸ：0125-54-2568

＜納付書の場合＞
　払込み用紙が届きますので、ゆうちょ銀行で入金してください。手数料はかかりません。

＜現金書留の場合＞
　現金書留郵便で郵送してください。郵送料はご負担願います。

寄附の申込み

市立病院整備への活用

・お礼品と寄附金受領証明書を受け取ります。
・寄附金受領証明書は後の寄附金控除手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。

２

２

公園の中に都市があるような美しいまちづくりを進めており、広くまちづくり全般に活用します。

子供たちが健やかに育つ環境づくりや高齢者の地域活動の環境づくりに活用します。

３

４

１

教育環境整備への活用

子育て支援・高齢者福祉への活用

まちづくりへの活用

皆様からの貴重な寄附金は、「自然に笑顔があふれ 明るい未来をひらくまち」の計画実現に向けて活用します。



菓子

12,000円

北菓楼 バウムクーヘン 妖精の森 ふ
わっとした口当たり、ほど良い口ど
け、しっとりと口の中いっぱいに広が
るさわやかな甘さのバウムクーヘン。
(ホールW14cm･H8cm×1)

11,000円

岩瀬牧場 焼き菓子の詰め合わせ 新鮮
ミルクを使用しひとつひとつ丁寧に焼
き上げた焼き菓子のアソートセット。
（焼きドーナッツ、レモンケーキ、フ
ルーツパウンド、ガトーショコラ）

社会福祉法人くるみ会 自立支援セン
ターくるみ 手作りクッキー詰め合わせ
道産小麦をと砂川産の有精卵を使用。
心に障がいをもつ通所者と丁寧に作り
ました。(6種類×各2～3袋)

8,000円

プチ・トリフ山屋 マカロン詰め合わせ
(10個入り) 自家製の粗挽きアーモンド
プードル(アーモンド粉)を使った、香
りが豊かで、ソフトな食感のマカロン
10個の詰め合わせです。

北菓楼 北海道開拓おかき6本セット 北
海道の良質な素材にこだわり、米研ぎ
から、蒸し、餅つき、熟成、乾燥、油
揚げ、味付けまで、昔ながらの手作
り。(1袋170g×6種類)

11,000円

岩瀬牧場 牧場の厳選スイーツセット
岩瀬牧場の新鮮なミルクをふんだんに
使用した厳選スイーツのセット。
（ロールケーキ、チーズスティック、
カタラーナ）

13,000円

いよだ製菓 銘菓詰め合わせＢ(ブッセ2
種入り) 梅肉入りのやわらかいお餅と
つぶあんをカステラで包んだ人気のお
菓子｢ななかまど｣が入った詰め合わ
せ。(5種類26個)

13,000円

いよだ製菓 銘菓詰め合わせＡ 創業100
年をこえる老舗菓子店。北海道産もち
米、くるみ等をじっくり蒸した懐かし
い風味の｢きぬたもち｣が入った詰め合
わせ。(6種類22個)

13,000円

13,000円

岩瀬牧場 カップアイス12個セット 岩
瀬牧場のしぼりたてミルクをたっぷり
と使用したイタリアンジェラート｡工場
直営の本店で人気のお味をセレクトし
ました｡

14,000円

12,000円

11,000円 12,000円

プチ・トリフ山屋 マカロン詰め合わせ
（20個入り） 自家製の粗挽きアーモン
ドプードル(アーモンド粉)を使った、
香りが豊かで、ソフトな食感のマカロ
ン20個の詰め合わせです。

岩瀬牧場 牧場のこだわりスイーツセッ
ト 新鮮なミルクをふんだんに使用した
こだわりスイーツのセット。（生パウ
ンドケーキ、クレームダンジュ、レア
チーズケーキ、チーズパウンド）

いよだ製菓 銘菓詰め合わせＣ(きぬた
もち・かぼちゃダネ) かぼちゃの種を
入れたクッキーでホワイトチョコをサ
ンドした｢かぼちゃダネ｣が入った詰め
合わせ。(2種類29個)



菓子

17,000円16,000円

岩瀬牧場 バースデーアイスケーキ 岩
瀬牧場がお届けする贅沢バースデーア
イスケーキ｡牧場のしぼりたてミルクの
風味を生かしたケーキに９種のアイス､
生クリームとベリーをトッピング｡

岩瀬牧場 スペシャルアイスケーキ ス
トロベリー、ブルーベリー、抹茶、
チョコココア、かぼちゃなどのドーナ
ツサイズのアイスを華やかにトッピン
グ！贅沢なアイスケーキです。

15,000円15,000円15,000円

岩瀬牧場 贅沢ショコラアイスケーキ
イタリア産ヘーゼルナッツ風味の高級
チョコレート「ジャンドゥーヤ」を
ベースにしたショコラの風味豊かなア
イスケーキです。

ナカヤ菓子店 人気のお菓子セット ふ
わふわのスポンジととろりとしたク
リームが相性抜群な｢よもの月｣は、35
年以上続くロングセラーです。(2種類
17個入り)

ホリ 北海道果実ゼリーセット（夕張メ
ロン・洋なし・ぶどう） 北海道の３種
の贅沢果実を使用した、ジューシーで
ちょっと贅沢なデザート。(80g×各5個
入り)

15,000円15,000円14,000円

ホリ 夕張メロンピュアゼリーセット
夕張メロンの完熟果肉をそのまま原料
として使用し、香り、味、食感ともに
こだわったちょっと贅沢なデザート。
(80g×15個入り)

北菓楼 きたかろう まるで北菓楼のお
店そのものが届いたかのように、色と
りどりな詰め合わせ。北海道の自然が
生み育んだ｢北のお菓子｣です。

岩瀬牧場 プレミアムカップアイスセッ
ト 牧場の新鮮ミルクで作ったジェラー
トに厳選したフレーバーを使用し、贅
沢な味わいに仕上げた特別なカップア
イスの 12個セット。



米・そば

JA新すながわ産 特栽米ゆめぴりか､特
栽米ななつぼし定期便(６ヶ月) 特栽米
の定期発送（申込翌月から毎月末発送
５kg×６回（奇数回:ななつぼし、遇数
回:ゆめぴりか）

JA新すながわ産 特栽米ゆめぴりか､特
栽米ななつぼし定期便(12ヶ月) 特栽米
の定期発送（申込翌月から毎月末発送
５kg×12回（奇数回:ななつぼし、遇数
回:ゆめぴりか）

64,000円 121,000円

128,000円 114,000円 160,000円

JA新すながわ産　特栽米ゆめぴりか
（５キログラム×12ヶ月）定期便
JA新すながわ産100％。ほどよい粘りと
甘みのあるお米５kgを12ヵ月毎月お届
けします。

JA新すながわ産　特栽米ななつぼし
（５キログラム×12ヶ月）定期便  JA
新すながわ産100％。つや、粘り、甘み
のバランスが抜群のお米５kgを12ヵ月
毎月お届けします。

JA新すながわ産　ななつぼし（10キロ
グラム×12ヶ月）定期便  JA新すなが
わ産100％。つや、粘り、甘みのバラン
スが抜群のお米10kgを12ヵ月毎月お届
けします。

JA新すながわ産　特栽米ゆめぴりか
（５キログラム×６ヶ月）定期便
JA新すながわ産100％。ほどよい粘りと
甘みのあるお米５kgを６ヵ月毎月お届
けします。

JA新すながわ産　特栽米ななつぼし
（５キログラム×６ヶ月）定期便  JA
新すながわ産100％。つや、粘り、甘み
のバランスが抜群のお米５kgを６ヵ月
毎月お届けします。

JA新すながわ産　ななつぼし（10キロ
グラム×６ヶ月）定期便  JA新すなが
わ産100％。つや、粘り、甘みのバラン
スが抜群のお米10kgを６ヵ月毎月お届
けします。

68,000円 55,000円 83,000円

11,000円 11,000円 15,000円

令和3年産　JA新すながわ産特別栽培米
ゆめぴりか5kg  JA新すながわ産
100％。ほどよい粘りと甘み、そして炊
き上がりはつやがあって美しい、北海
道自慢のお米です。

令和3年産　JA新すながわ産特別栽培米
ななつぼし5kg  JA新すながわ産
100％。つや、粘り、甘みのバランスが
抜群のお米です。

令和3年産　JA新すながわ産ななつぼし
10kg  JA新すながわ産100％。つや、粘
り、甘みのバランスが抜群のお米で
す。



米・そば

令和3年産　松田産業　砂川産ななつぼ
し5＋1kg 創業100年のお米屋さんで
す。郵送前日に精米します。広大な大
地で育った「ななつぼし」は、ふっく
らとした食感が特徴です。

11,000円

令和3年産　松田産業　砂川産ゆめぴり
か10kg(5kg×2袋) 創業100年のお米屋
さんです。郵送前日に精米します。甘
味が強いもっちりとした食感のゆめぴ
りかをぜひご賞味ください。

18,000円



花き・肉・果物・野菜

11,000円

12,000円

たびのそら 漬物5種類セット 空知の新
鮮野菜を美味しい漬物にしました。手
作業で製造している安心安全な漬物で
す。柏みそ漬、しょうゆ漬、酢漬など
いろんな味が楽しめます。

12,000円

【2021年産】JA新すながわ 砂川市玉葱
振興会 北海道砂川産 玉ねぎ(Ｌサイ
ズ)20kg 土壌が肥沃な田園都市「砂
川」の大地から生まれた新鮮でクリー
ンな玉ねぎ。Lサイズ20kg。

12,000円

ノーザン・ベリーズ ヨーグルト専用プ
レミアム・ジャム4本詰めセット 柔ら
かめの濃度に仕上げた果肉含有70％
ジャム(150g/瓶)

12,000円

上原ポーク 肩ロース1kg 砂川市の風土
がはぐくんだ豚肉です。赤みと脂身の
バランスが絶妙で、旨みの詰まった肩
ロースです。

砂川ポークチャップ協議会　砂川ポー
クチャップまん（５個入り） 砂川ポー
クチャップが肉まんになりました！ト
マトをベースとした味付けと、ジュー
シーな豚肉と玉ねぎの餡が絶品です！

11,000円

いけがわ生花店 切り花・砂川産延命剤
セット 菊、カーネーション、その他の
花をミックスさせた切り花約20本と、
砂川産の延命剤2本をお届け。切り花の
長さは約40センチメートル。

いけがわ生花店 生花定期便 供花の定
期便です。菊、カーネーションを中心
に季節により長持ちする花を選んでお
届けします。定期配送(毎月20日前後の
出荷:供花2束×5回)

53,000円



その他

砂川市立病院PET検診 PET検診は、がん
を検査する方法の1つ。砂川市立病院で
行う最先端の検査で、従来の検診では
わからない「がん」を発見することが
できます。

砂川市立病院PET検診(ペア)+砂川パー
クホテル無料宿泊(ペア) 従来の検診で
はわからない｢がん｣を発見することが
できるPET検診と市内無料宿泊1組2名様
のセット。

20,000円

｢ほんだ｣お楽しみお菓子セット＆｢炭火
焼まるご｣焼肉の旅 体験型ツアーで
す。ほんだ菓子司:店チョイスお菓子
セット＋指定1品、炭火焼まるご:店
チョイス焼肉1名分＋ワンドリンク

｢ほんだ｣お楽しみお菓子セット＆｢炭火
焼まるご｣焼肉の旅(２名分) 体験型ツ
アーです。ほんだ菓子司:店チョイスお
菓子セット＋指定2品、炭火焼まるご:
店チョイス焼肉2名分＋ワンドリンク

30,000円

SOMES　HL-01　ルームフレグランス
100％天然アロマオイルの「スティック
ディフューザー」。香りは、北海道産
の原料も配合したソメスサドルオリジ
ナル。

30,000円

400,000円 900,000円



馬具

105,000円 110,000円110,000円

SOMES Reiz オールパーパスサドル2(ブ
ラック) 柔軟性に優れたシンセティッ
クツリーを使用し､快適な乗り心地｡大
型ニーロールクッションを採用｡大型設
計のパネルで馬にも優しい｡

1,000,000円

SOMES Reiz ドレッサージュサドル(ブ
ラック) 柔軟性に優れたシンセティッ
クツリーを使用｡タッカクをロングタイ
プにし､フラップに直接取り付けた厚め
のニーロールクッションを採用。

1,000,000円

SOMES Reiz 水勒コンビ鼻革(ブラック)
日本唯一の馬具メーカーであるソメス
サドル製の水勒｡ヨーロッパ産の皮革を
使用し､額革と鼻革に当たりソフトな
パット付きです｡

SOMES Reiz 乗馬用布手綱(ブラック)
日本唯一の馬具メーカーであるソメス
サドル製の乗馬用手綱｡丈夫なコットン
製テープに皮革部分はヨーロッパ産ブ
ライドルレザーを使用。

SOMES Reiz 乗馬用アブミ革(ブラック)
日本唯一の馬具メーカーであるソメス
サドル製の乗馬用アブミ革｡

55,000円

SOMES Reiz 革ホルター9(ブラック)＋
真鍮プレート 日本唯一の馬具メーカー
であるソメスサドル製の革ホルター｡ご
自身の愛馬名などお好きな名前を刻印
した真鍮プレート付き。

90,000円

SOMES Reiz 革腹帯(ブラック) 日本唯
一の馬具メーカーであるソメスサドル
製の乗馬用革腹帯｡120cm･125cm･130cm･
135cmの4種類。両ゴム付き｡

SOMES Reiz ドレッサージュ革腹帯(ブ
ラック) 日本唯一の馬具メーカーであ
るソメスサドル製の馬場鞍用腹帯｡
60cm･65cm･70cmの3種類。

45,000円



メンズバッグ

SOMES SQ-02 フラップブリーフ(グリー
ン) 柔靱なベジタブルタンニンレザー
は､蝋を落とすと現れる透明感のあるオ
イルツヤが美しく､使い込むほど革の趣
きを感じさせてくれる｡

SOMES SQ-02 フラップブリーフ(ネイ
ビー) 柔靱なベジタブルタンニンレ
ザーは､蝋を落とすと現れる透明感のあ
るオイルツヤが美しく､使い込むほど革
の趣きを感じさせてくれる｡

370,000円 370,000円

SOMES SQ-01 トートバッグ(グリーン)
柔靱なベジタブルタンニンレザーは､蝋
を落とすと現れる透明感のあるオイル
ツヤが美しく､使い込むほど革の趣きを
感じさせてくれる｡

SOMES SQ-01 トートバッグ(ネイビー)
柔靱なベジタブルタンニンレザーは､蝋
を落とすと現れる透明感のあるオイル
ツヤが美しく､使い込むほど革の趣きを
感じさせてくれる｡

340,000円 340,000円

SOMES EX-07 ダレスバッグ3(ダークブ
ラウン) ビジネスシーンでのハードな
使用にも耐える堅牢な作りと､厳選され
た素材の持つ自然な風合いが特徴的な
ソメスを代表するシリーズ。

405,000円

SOMES EX-01 セカンドバッグ1(ブラッ
ク) ビジネスシーンでのハードな使用
にも耐える堅牢な作りと､厳選された素
材の持つ自然な風合いが特徴的なソメ
スを代表するシリーズ。

SOMES EX-01 セカンドバッグ1(ダーク
ブラウン) ビジネスシーンでのハード
な使用にも耐える堅牢な作りと､厳選さ
れた素材の持つ自然な風合いが特徴的
なソメスを代表するシリーズ。

SOMES EX-07 ダレスバッグ3(ブラック)
ビジネスシーンでのハードな使用にも
耐える堅牢な作りと､厳選された素材の
持つ自然な風合いが特徴的なソメスを
代表するシリーズ。

235,000円 235,000円 405,000円



メンズバッグ

SOMES PG-31 パッサージュ1(ヘーゼル)
ヨーロッパ産のブライドルレザーで仕
立てています。革の持つ強靭さと柔軟
性が随所に活かされ、丁寧な作りこみ
を積み重ねた逸品。（受注生産品）

1,000,000円

SOMES PG-33 パッサージュ3(ブラック)
ヨーロッパ産のブライドルレザーで仕
立てたダレスバッグ。革の持つ強靭さ
と柔軟性が随所に活かされ、丁寧な作
りこみを積み重ねた逸品。

SOMES PG-33 パッサージュ3(ヘーゼル)
ヨーロッパ産のブライドルレザーで仕
立てたダレスバッグ。革の持つ強靭さ
と柔軟性が随所に活かされ、丁寧な作
りこみを積み重ねた逸品。

SOMES PG-31 パッサージュ1(ブラック)
ヨーロッパ産のブライドルレザーで仕
立てています。革の持つ強靭さと柔軟
性が随所に活かされ、丁寧な作りこみ
を積み重ねた逸品。（受注生産品）

810,000円 810,000円 1,000,000円

SOMES GU-35 スリムブリーフ(ブラッ
ク) 人気のGUSTOシリーズがリニューア
ル。素材は傷のつきにくいエンボスレ
ザー。小物を整理しやすいように内装
ポケットを充実させました。

SOMES GU-36 2WAYブリーフ(ブラック)
人気のGUSTOシリーズがリニューアル。
素材は傷のつきにくいエンボスレ
ザー。小物を整理しやすいように内装
ポケットを充実させました。

165,000円 195,000円

SOMES IV-42 ブリーフケース(ブラッ
ク) 本体を木型で形成し立体縫製を
し、ハンドルは馬具用のミシンで縫製
するなど、ソメスの職人の技術を凝縮
したブリーフケース。

SOMES IV-42 ブリーフケース(ダークブ
ラウン) 本体を木型で形成し立体縫製
をし、ハンドルは馬具用のミシンで縫
製するなど、ソメスの職人の技術を凝
縮したブリーフケース。

275,000円 275,000円



メンズバッグ

SOMES DG-03 オーバーナイター(ブラッ
ク) 出張に便利なビジネスオーバーナ
イター。素材は傷のつきにくい品格あ
る革の型押しレザーを採用。内装はブ
ルーのスエードで高級感を演出。

SOMES DG-04 コンパクトブリーフ(ブ
ラック) スリムでコンパクトなビジネ
スバッグ。素材は、アクティブな男性
が扱いやすいよう傷の目立ちづらいエ
ンボスレザーを採用。

330,000円 240,000円 240,000円

SOMES FU-02 バックパック(ネイビー)
品のある素材と収納力に優れている
バックパック。フラップを開けると巾
着型になっているので、中身が見やす
くとても便利です。

SOMES FU-03 ショルダーバッグ(ブラッ
ク) どんなファッションにも合うフ
ラップ付きのショルダーバッグ。A４
ファイルが入るサイズとなっており、
通勤通学にも便利です。

SOMES FU-03 ショルダーバッグ(ネイ
ビー) どんなファッションにも合うフ
ラップ付きのショルダーバッグ。A４
ファイルが入るサイズとなっており、
通勤通学にも便利です。

SOMES FU-01 トートバッグ(ブラック)
競馬の調教鞍をモチーフにデザインし
た2WAYトートバッグ。ハンドルは長さ
が調節できトートでの肩掛けも可能。
ショルダーも附属されています。

SOMES FU-01 トートバッグ(ネイビー)
競馬の調教鞍をモチーフにデザインし
た2WAYトートバッグ。ハンドルは長さ
が調節できトートでの肩掛けも可能。
ショルダーも附属されています。

SOMES FU-02 バックパック(ブラック)
品のある素材と収納力に優れている
バックパック。フラップを開けると巾
着型になっているので、中身が見やす
くとても便利です。

250,000円 250,000円 330,000円

515,000円 275,000円

SOMES FU-04 ポシェット(ブラック) 軽
くてコンパクトなポシェット。上質で
しなやかな革を使用。背胴にはポケッ
トがついているので、スマホや定期な
どすぐ取り出したいものの収納に◎。

SOMES FU-04 ポシェット(ネイビー) 軽
くてコンパクトなポシェット。上質で
しなやかな革を使用。背胴にはポケッ
トがついているので、スマホや定期な
どすぐ取り出したいものの収納に◎。

135,000円 135,000円



メンズバッグ

SOMES PRG-43 (ブラック) 軽くて丈夫
なビジネスブリーフケース。１つ１つ
丁寧に作りこまれており、使い込むほ
どの経年劣化もお楽しみいただけま
す。ビジネスの相棒にどうぞ。

220,000円

SOMES PRG-43 (ネイビー) 軽くて丈夫
なビジネスブリーフケース。１つ１つ
丁寧に作りこまれており、使い込むほ
どの経年劣化もお楽しみいただけま
す。ビジネスの相棒にどうぞ。

220,000円

SOMES PRG-44 クラッチバッグ(ブラッ
ク) 使うほどに艶が増す、表情豊かな
クラッチバッグ。革の柔らかさを大事
にし、型崩れしにくいよう縁を玉ベリ
で仕上げています。

120,000円

SOMES PRG-44 クラッチバッグ(ネイ
ビー) 使うほどに艶が増す、表情豊か
なクラッチバッグ。革の柔らかさを大
事にし、型崩れしにくいよう縁を玉ベ
リで仕上げています。

120,000円



レディースバッグ

150,000円 150,000円 150,000円

SOMES RE-02 ショルダー(ブラック) ハ
ンドルなどに手綱を使い、馬具の世界
観を表現したデザインに。側面には大
きな2つのポケットがあり、口はマグ
ネット式。

SOMES RE-02 ショルダー(キャメル) ハ
ンドルなどに手綱を使い、馬具の世界
観を表現したデザインに。側面には大
きな2つのポケットがあり、口はマグ
ネット式。

SOMES RE-02 ショルダー(ワイン) ハン
ドルなどに手綱を使い、馬具の世界観
を表現したデザインに。側面には大き
な2つのポケットがあり、口はマグネッ
ト式。

SOMES RE-04 トートバッグ(ブラック)
ハンドルなどに手綱を使い、馬具の世
界観を表現したデザインに。荷物の量
やその日の気分で2通りのデザインが楽
しめる。

SOMES RE-04 トートバッグ(キャメル)
ハンドルなどに手綱を使い、馬具の世
界観を表現したデザインに。荷物の量
やその日の気分で2通りのデザインが楽
しめる。

SOMES RE-04 トートバッグ(ワイン) ハ
ンドルなどに手綱を使い、馬具の世界
観を表現したデザインに。荷物の量や
その日の気分で2通りのデザインが楽し
める。

SOMES RE-03 巾着型ショルダーバッグ
(ブラック) ハンドルなどに手綱を使
い、馬具の世界観を表現したデザイン
に。手持ちと肩掛けの両方ができる
2WAYバッグ。

SOMES RE-03 巾着型ショルダーバッグ
(キャメル) ハンドルなどに手綱を使
い、馬具の世界観を表現したデザイン
に。手持ちと肩掛けの両方ができる
2WAYバッグ。

SOMES RE-03 巾着型ショルダーバッグ
(ワイン) ハンドルなどに手綱を使い、
馬具の世界観を表現したデザインに。
手持ちと肩掛けの両方ができる2WAY
バッグ。

200,000円 200,000円 200,000円

SOMES RE-07 バックパック(ブラック)
ハンドルや手綱を使い、馬具の世界観
を表現したデザインに。フラップの下
は巾着式で大きく開けられ、底まで見
やすいつくり。

SOMES RE-07 バックパック(キャメル)
ハンドルや手綱を使い、馬具の世界観
を表現したデザインに。フラップの下
は巾着式で大きく開けられ、底まで見
やすいつくり。

SOMES RE-07 バックパック(ワイン) ハ
ンドルや手綱を使い、馬具の世界観を
表現したデザインに。フラップの下は
巾着式で大きく開けられ、底まで見や
すいつくり。

235,000円 235,000円 235,000円

200,000円 200,000円 200,000円



レディースバッグ

210,000円 210,000円

SOMES JN-11 トートバッグ(ブラック)
きれいに縁取られた額縁が美しい
【ジャンヌシリーズ】がリニューア
ル。ハンドルが長く、脇に抱えやすい
デザイン。

SOMES JN-11 トートバッグ(グレー
ジュ) きれいに縁取られた額縁が美し
い【ジャンヌシリーズ】がリニューア
ル。ハンドルが長く、脇に抱えやすい
デザイン。

SOMES DR-52 サドルショルダー(S)(ブ
ラック) 馬具づくり培われた技術の最
高峰レディースバッグ。鞍のシルエッ
トをモチーフにしたフォルム。

SOMES DR-52 サドルショルダー(S)(ワ
イン) 馬具づくり培われた技術の最高
峰レディースバッグ。鞍のシルエット
をモチーフにしたフォルム。

SOMES DR-53 サドルショルダーミニ(ブ
ラック) 上品さと可愛らしさを兼ね備
えたミニバッグ。パーティーやショッ
ピングで活躍する大きさです。

SOMES IL-11 サドルショルダー(ブラッ
ク) 持ち手に堅牢なブライドルレ
ザー、内側には柔らかいレザーをあて
たクッションを使用。曲線を描いた美
しいデザイン。

SOMES IL-15 ショルダー(M)(ブラック)
持ち手に堅牢なブライドルレザー、内
側には柔らかいレザーをあてたクッ
ションを使用。曲線を描いた美しいデ
ザイン。

SOMES IL-16 2WAYサドルショルダー(ブ
ラック) 複雑な曲線が美しいデザイ
ン。気品のあるボディに揺れるシャン
パンゴールドの金具がアクセント。

515,000円 405,000円 330,000円

220,000円 220,000円 180,000円



レディースバッグ

180,000円 205,000円 205,000円

SOMES DR-53 サドルショルダーミニ(ワ
イン) 上品さと可愛らしさを兼ね備え
たミニバッグ。パーティーやショッピ
ングで活躍する大きさです。

SOMES OK-12 バレルバッグ(ブラック)
シンプルでクラシカルなデザインはい
つの時代でも飽きの来ない定番。お出
かけやカジュアルと様々なシーンで活
躍できます。

SOMES OK-12 バレルバッグ(ワイン) シ
ンプルでクラシカルなデザインはいつ
の時代でも飽きの来ない定番。お出か
けやカジュアルと様々なシーンで活躍
できます。

SOMES SO-01 トートバッグ(ブルー) ふ
んわり優しい手触りの巾着式バッグ。
付属のショルダーベルトを付けるとま
た違った雰囲気を楽しめます。

SOMES SO-01 トートバッグ(アイボ
リー) ふんわり優しい手触りの巾着式
バッグ。付属のショルダーベルトを付
けるとまた違った雰囲気を楽しめま
す。

SOMES SO-02 トートバッグ(アイボ
リー) ふんわり優しい手触りの巾着式
バッグ。口元を閉めるとコロンと可愛
らしい印象に、開けたままにして使う
とラフな印象に。

SOMES OK-14 バケットバッグ(ブラッ
ク) シンプルでクラシカルなデザイン
はいつの時代でも飽きの来ない定番。
お出かけやカジュアルと様々なシーン
で活躍できます。

SOMES OK-14 バケットバッグ(ワイン)
シンプルでクラシカルなデザインはい
つの時代でも飽きの来ない定番。お出
かけやカジュアルと様々なシーンで活
躍できます。

160,000円 160,000円

SOMES SO-02 トートバッグ(アイボ
リー) ふんわり優しい手触りの巾着式
バッグ。口元を閉めるとコロンと可愛
らしい印象に、開けたままにして使う
とラフな印象に。

140,000円

165,000円 165,000円 140,000円



レディースバッグ

135,000円 135,000円 135,000円

SOMES AT-08 トートバッグ（M）(キャ
メル) 素材は柔らかいのにハリのある
ふっくらした牛革。発色の良さと馬蹄
型のブローチが目を引きます。

SOMES AT-08 トートバッグ（M）(ネイ
ビー) 素材は柔らかいのにハリのある
ふっくらした牛革。発色の良さと馬蹄
型のブローチが目を引きます。

SOMES AT-08 トートバッグ（M）(ワイ
ン) 素材は柔らかいのにハリのある
ふっくらした牛革。発色の良さと馬蹄
型のブローチが目を引きます。

SOMES AT-09 トートバッグ（S）(キャ
メル) 素材は柔らかいのにハリのある
ふっくらした牛革。発色の良さと馬蹄
型のブローチが目を引きます。

SOMES AT-09 トートバッグ（S）(ネイ
ビー) 素材は柔らかいのにハリのある
ふっくらした牛革。発色の良さと馬蹄
型のブローチが目を引きます。

SOMES AT-09 トートバッグ（S）(ワイ
ン) 素材は柔らかいのにハリのある
ふっくらした牛革。発色の良さと馬蹄
型のブローチが目を引きます。

100,000円 100,000円 100,000円



カジュアルバッグ

SOMES TT-02 ワンショルダー(ダークブ
ラウン) 普段から軽快に持ち歩けるよ
うな軽さが特徴。本体にシボの強いオ
イルレザーを使用することで牛革の素
材感を表現。

150,000円

SOMES TT-01 トートバッグ(ブラック)
普段から軽快に持ち歩けるような軽さ
が特徴。本体にシボの強いオイルレ
ザーを使用することで牛革の素材感を
表現。

SOMES TT-01 トートバッグ(ダークブラ
ウン) 普段から軽快に持ち歩けるよう
な軽さが特徴。本体にシボの強いオイ
ルレザーを使用することで牛革の素材
感を表現。

SOMES TT-02 ワンショルダー(ブラッ
ク) 普段から軽快に持ち歩けるような
軽さが特徴。本体にシボの強いオイル
レザーを使用することで牛革の素材感
を表現。

210,000円 210,000円 150,000円

135,000円

SOMES JO-02 リュック(ブラック) 厚め
のオイルレザーの帯革がアクセント｡本
体は張りがあるのにしなやかなエンボ
スレザーを使用｡シンプルで飽きのこな
いデザイン｡

SOMES JO-02 リュック(ネイビー) 厚め
のオイルレザーの帯革がアクセント｡本
体は張りがあるのにしなやかなエンボ
スレザーを使用｡シンプルで飽きのこな
いデザイン｡

SOMES JO-04 サコッシュ(ブラック) 厚
めのオイルレザーの帯革がアクセント｡
本体は張りがあるのにしなやかなエン
ボスレザーを使用｡旅行やお出かけに使
える､ユニセックスなデザイン｡

250,000円 250,000円 135,000円

SOMES JO-04 サコッシュ(ネイビー) 厚
めのオイルレザーの帯革がアクセント｡
本体は張りがあるのにしなやかなエン
ボスレザーを使用｡旅行やお出かけに使
える､ユニセックスなデザイン｡



カジュアルバッグ

SOMES SU-02 ショルダーバッグ
(M)(ダークブラウン) カ鞍をモチーフ
にしたショルダーバッグ。マチ幅を少
し厚めにしており、必要な身の回りの
物を収納可能。

235,000円 235,000円

SOMES SU-02 ショルダーバッグ(M)(ブ
ラック) カ鞍をモチーフにしたショル
ダーバッグ。マチ幅を少し厚めにして
おり、必要な身の回りの物を収納可
能。

SOMES GE-03 トートバッグ（M)(ブラウ
ン) 武骨でムラ感のあるシュリンクレ
ザーにライニングなどを貼らず、革一
枚でシンプルに仕立てたシリーズ。選
び抜かれた素材の持つ風合いも魅力。

SOMES SU-01 ショルダーバッグ(L)(ブ
ラック) カジュアルにもビジネスにも
使えるショルダーバッグ。マチは薄
く、スリムですっきりした印象です。

SOMES SU-01 ショルダーバッグ
(L)(ダークブラウン) カジュアルにも
ビジネスにも使えるショルダーバッ
グ。マチは薄く、スリムですっきりし
た印象です。

130,000円 305,000円 305,000円

SOMES GE-03 トートバッグ（L)(ブラッ
ク) 武骨でムラ感のあるシュリンクレ
ザーにライニングなどを貼らず、革一
枚でシンプルに仕立てたシリーズ。選
び抜かれた素材の持つ風合いも魅力。

SOMES GE-03 トートバッグ（L)(ブラウ
ン) 武骨でムラ感のあるシュリンクレ
ザーにライニングなどを貼らず、革一
枚でシンプルに仕立てたシリーズ。選
び抜かれた素材の持つ風合いも魅力。

SOMES GE-03 トートバッグ（M)(ブラッ
ク) 武骨でムラ感のあるシュリンクレ
ザーにライニングなどを貼らず、革一
枚でシンプルに仕立てたシリーズ。選
び抜かれた素材の持つ風合いも魅力。

165,000円 165,000円 130,000円

SOMES TT-06 スリムポーチ(ブラック)
普段から軽快に持ち歩けるような軽さ
が特徴。本体にシボの強いオイルレ
ザーを使用することで牛革の素材感を
表現。

SOMES TT-06 スリムポーチ(ダークブラ
ウン) 普段から軽快に持ち歩けるよう
な軽さが特徴。本体にシボの強いオイ
ルレザーを使用することで牛革の素材
感を表現。

55,000円 55,000円



財布・レザーグッズ

55,000円

SOMES OX-04 キーケース(グリーン) 全
体を薄く仕立てることで､エレガントで
スタイリッシュ｡素材は傷の目立ちにく
いエンボスレザー､金具はブラックニッ
ケルで統一｡

55,000円

SOMES OX-03 名刺入れ(グリーン) 全体
を薄く仕立てることで､エレガントでス
タイリッシュ｡素材は傷の目立ちにくい
エンボスレザー､金具はブラックニッケ
ルで統一｡

45,000円

SOMES OX-04 キーケース(ブラック) 全
体を薄く仕立てることで､エレガントで
スタイリッシュ｡素材は傷の目立ちにく
いエンボスレザー､金具はブラックニッ
ケルで統一｡

110,000円 60,000円

45,000円

60,000円

SOMES OX-02 束入れ(グリーン) 全体を
薄く仕立てることで､エレガントでスタ
イリッシュ｡素材は傷の目立ちにくいエ
ンボスレザー､金具はブラックニッケル
で統一｡

110,000円110,000円

SOMES OX-03 名刺入れ(ブラック) 全体
を薄く仕立てることで､エレガントでス
タイリッシュ｡素材は傷の目立ちにくい
エンボスレザー､金具はブラックニッケ
ルで統一｡

SOMES FE-12 ２つ折財布(ブラック)
しっとりとした心地いい手放せなくな
る素材感。使い込むほどにしっとり手
に吸い付くような手触りと高級なツヤ
のある自然な表情を楽しめる。

110,000円

SOMES FE-12 ２つ折財布(チョコブラウ
ン) しっとりとした心地いい手放せな
くなる素材感。使い込むほどにしっと
り手に吸い付くような手触りと高級な
ツヤのある自然な表情を楽しめる。

SOMES FE-14 名刺入れ(ブラック) しっ
とりとした心地いい手放せなくなる素
材感。使い込むほどにしっとり手に吸
い付くような手触りと高級なツヤのあ
る自然な表情を楽しめる。

110,000円

SOMES FE-11 束入れ(ブラック) しっと
りとした心地いい手放せなくなる素材
感。使い込むほどにしっとり手に吸い
付くような手触りと高級なツヤのある
自然な表情を楽しめる。

SOMES FE-11 束入れ(チョコブラウン)
しっとりとした心地いい手放せなくな
る素材感。使い込むほどにしっとり手
に吸い付くような手触りと高級なツヤ
のある自然な表情を楽しめる。

110,000円

SOMES FE-14 名刺入れ(チョコブラウ
ン) しっとりとした心地いい手放せな
くなる素材感。使い込むほどにしっと
り手に吸い付くような手触りと高級な
ツヤのある自然な表情を楽しめる。

SOMES OX-02 束入れ(ブラック) 全体を
薄く仕立てることで､エレガントでスタ
イリッシュ｡素材は傷の目立ちにくいエ
ンボスレザー､金具はブラックニッケル
で統一｡



財布・レザーグッズ

SOMES WF-04 ミニウォレット(ブラッ
ク) 持ち運び便利なコンパクトでスリ
ムなデザインと機能性も充実。ポケッ
トは6つついており、小銭やお札も二つ
に折り折りたためば収納可能。

SOMES WF-03 ２つ折財布(ヘーゼル) 堅
牢さとシンプルさと機能性が充実。サ
ドルをイメージした美しい曲線がデザ
インのポイント。エイジングによって
艶をお楽しみいただけます。

95,000円125,000円125,000円

SOMES WF-03 ２つ折財布(ブラック) 堅
牢さとシンプルさと機能性が充実。サ
ドルをイメージした美しい曲線がデザ
インのポイント。エイジングによって
艶をお楽しみいただけます。

SOMES WF-02 ラウンド束入れ(ヘーゼ
ル) 堅牢さとシンプルさと機能性が充
実。サドルをイメージした美しい曲線
がデザインのポイント。エイジングに
よって艶をお楽しみいただけます。

SOMES WF-02 ラウンド束入れ(ブラッ
ク) 堅牢さとシンプルさと機能性が充
実。サドルをイメージした美しい曲線
がデザインのポイント。エイジングに
よって艶をお楽しみいただけます。

110,000円110,000円110,000円

SOMES PT-21 ラウンド束入れ(グレー
ジュ) 品格のある佇まいは､きっとあな
たの魅力をさらに引き立てる｡シーンや
年代を選ばず､美しい革の表情がいつで
も気品ある雰囲気を演出｡

SOMES PT-21 ラウンド束入れ(ブルー)
品格のある佇まいは､きっとあなたの魅
力をさらに引き立てる｡シーンや年代を
選ばず､美しい革の表情がいつでも気品
ある雰囲気を演出｡

SOMES PT-21 ラウンド束入れ(バーガン
ディ) 品格のある佇まいは､きっとあな
たの魅力をさらに引き立てる｡シーンや
年代を選ばず､美しい革の表情がいつで
も気品ある雰囲気を演出｡

55,000円55,000円

SOMES WF-05 名刺入れ(ヘーゼル) 堅牢
さとシンプルさと機能性が充実。サド
ルをイメージした美しい曲線がデザイ
ンのポイント。エイジングによって艶
をお楽しみいただけます。

SOMES WF-05 名刺入れ(ブラック) 堅牢
さとシンプルさと機能性が充実。サド
ルをイメージした美しい曲線がデザイ
ンのポイント。エイジングによって艶
をお楽しみいただけます。

70,000円70,000円95,000円

SOMES WF-04 ミニウォレット(ヘーゼ
ル) 持ち運び便利なコンパクトでスリ
ムなデザインと機能性も充実。ポケッ
トは6つついており、小銭やお札も二つ
に折り折りたためば収納可能。



財布・レザーグッズ

SOMES PT-27 ウォレットショルダー
(バーガンディ) スマートな見た目なが
ら、抜群の収納力。ショルダーは取り
外し可能でクラッチバッグとしてもお
使いいただけます。

SOMES PT-27 ウォレットショルダー(ブ
ルー) スマートな見た目ながら、抜群
の収納力。ショルダーは取り外し可能
でクラッチバッグとしてもお使いいた
だけます。

SOMES PT-27 ウォレットショルダー(グ
レージュ) スマートな見た目ながら、
抜群の収納力。ショルダーは取り外し
可能でクラッチバッグとしてもお使い
いただけます。

135,000円 135,000円 135,000円

SOMES PT-26 ３つ折財布(バーガン
ディ) 品格のある佇まいは､きっとあな
たの魅力をさらに引き立てる｡機能性に
優れ、収納力が高く、仕分けのしやす
さも魅力的です。

SOMES PT-26 ３つ折財布(ブルー) 品格
のある佇まいは､きっとあなたの魅力を
さらに引き立てる｡機能性に優れ、収納
力が高く、仕分けのしやすさも魅力的
です。

SOMES PT-26 ３つ折財布(グレージュ)
品格のある佇まいは､きっとあなたの魅
力をさらに引き立てる｡機能性に優れ、
収納力が高く、仕分けのしやすさも魅
力的です。

75,000円 75,000円 75,000円

SOMES PT-23 名刺入れ(バーガンディ)
品格のある佇まいは､きっとあなたの魅
力をさらに引き立てる｡シーンや年代を
選ばず､美しい革の表情がいつでも気品
ある雰囲気を演出｡

SOMES PT-23 名刺入れ(ブルー) 品格の
ある佇まいは､きっとあなたの魅力をさ
らに引き立てる｡シーンや年代を選ば
ず､美しい革の表情がいつでも気品ある
雰囲気を演出｡

SOMES PT-23 名刺入れ(グレージュ) 品
格のある佇まいは､きっとあなたの魅力
をさらに引き立てる｡シーンや年代を選
ばず､美しい革の表情がいつでも気品あ
る雰囲気を演出｡

45,000円 45,000円 45,000円

SOMES PT-25 ２つ折財布(バーガン
ディ) 品格のある佇まいは､きっとあな
たの魅力をさらに引き立てる｡シーンや
年代を選ばず､美しい革の表情がいつで
も気品ある雰囲気を演出｡

SOMES PT-25 ２つ折財布(ブルー) 品格
のある佇まいは､きっとあなたの魅力を
さらに引き立てる｡シーンや年代を選ば
ず､美しい革の表情がいつでも気品ある
雰囲気を演出｡

SOMES PT-25 ２つ折財布(グレージュ)
品格のある佇まいは､きっとあなたの魅
力をさらに引き立てる｡シーンや年代を
選ばず､美しい革の表情がいつでも気品
ある雰囲気を演出｡

100,000円 100,000円 100,000円



財布・レザーグッズ

SOMES HV-08 馬蹄型コインケース(ダー
クブラウン) 希少素材である馬の尻部
分の革《コードバン》を使った定番シ
リーズ｡独特の深い艶と色合いが最大の
魅力｡

SOMES HV-21 束入れ(ブラック) 希少素
材である馬の尻部分の革《コードバ
ン》を使った定番シリーズ｡独特の深い
艶と色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-21 束入れ(ダークブラウン)
希少素材である馬の尻部分の革《コー
ドバン》を使った定番シリーズ｡独特の
深い艶と色合いが最大の魅力｡

70,000円 130,000円 130,000円

SOMES HV-06 純札(ブラック) 希少素材
である馬の尻部分の革《コードバン》
を使った定番シリーズ｡独特の深い艶と
色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-06 純札(ダークブラウン) 希
少素材である馬の尻部分の革《コード
バン》を使った定番シリーズ｡独特の深
い艶と色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-08 馬蹄型コインケース(ブ
ラック) 希少素材である馬の尻部分の
革《コードバン》を使った定番シリー
ズ｡独特の深い艶と色合いが最大の魅
力｡

105,000円 105,000円 70,000円

SOMES HV-03 名刺入れ(ダークブラウ
ン) 希少素材である馬の尻部分の革
《コードバン》を使った定番シリーズ｡
独特の深い艶と色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-04 コインケース(ブラック)
希少素材である馬の尻部分の革《コー
ドバン》を使った定番シリーズ｡独特の
深い艶と色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-04 コインケース(ダークブラ
ウン) 希少素材である馬の尻部分の革
《コードバン》を使った定番シリーズ｡
独特の深い艶と色合いが最大の魅力｡

65,000円 55,000円 55,000円

SOMES HV-02 2つ折財布(ブラック) 希
少素材である馬の尻部分の革《コード
バン》を使った定番シリーズ｡独特の深
い艶と色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-02 2つ折財布(ダークブラウ
ン) 希少素材である馬の尻部分の革
《コードバン》を使った定番シリーズ｡
独特の深い艶と色合いが最大の魅力｡

SOMES HV-03 名刺入れ(ブラック) 希少
素材である馬の尻部分の革《コードバ
ン》を使った定番シリーズ｡独特の深い
艶と色合いが最大の魅力｡

105,000円 105,000円 65,000円



財布・レザーグッズ

SOMES SA-03 スリムウォレット(グレー
ジュ) バイカラーで華やかな色合い。
表面の滑らかさは上品さがあり、手に
なじむ感触がとても気持ちの良い財布
です。

SOMES SA-04 ２つ折財布(ダークブラウ
ン) バイカラーで華やかな色合いのレ
ディースシリーズの定番。表面の滑ら
かさは上品さがあり、手になじむ感触
がとても気持ちの良い財布です。

SOMES SA-04 ２つ折財布(グレージュ)
バイカラーで華やかな色合いのレ
ディースシリーズの定番。表面の滑ら
かさは上品さがあり、手になじむ感触
がとても気持ちの良い財布です。

70,000円 110,000円 110,000円

SOMES SA-01 束入れ(ダークブラウン)
バイカラーで華やかな色合いのレ
ディースシリーズの定番。表面の滑ら
かさは上品さがあり、手になじむ感触
がとても気持ちの良い財布です。

SOMES SA-01 束入れ(グレージュ) バイ
カラーで華やかな色合いのレディース
シリーズの定番。表面の滑らかさは上
品さがあり、手になじむ感触がとても
気持ちの良い財布です。

SOMES SA-03 スリムウォレット(ダーク
ブラウン) バイカラーで華やかな色合
い。表面の滑らかさは上品さがあり、
手になじむ感触がとても気持ちの良い
財布です。

140,000円 140,000円 70,000円

SOMES DR-55 コンパクトウォレット(ブ
ラック) 鞍をモチーフにしたデザイ
ン。オイルレザーの艶めきとゴールド
の金具が手元に品を与えます。

SOMES DR-55 コンパクトウォレット(ワ
イン) 鞍をモチーフにしたデザイン。
オイルレザーの艶めきとゴールドの金
具が手元に品を与えます。

70,000円 70,000円

SOMES DM-07 名刺入れ(ブラック) 希少
素材である馬の尻部分の革《コードバ
ン》を使った名刺入れ。”革のダイヤ
モンド”と評されることがあります。

SOMES DM-07 名刺入れ(ブラウン) 希少
素材である馬の尻部分の革《コードバ
ン》を使った名刺入れ。”革のダイヤ
モンド”と評されることがあります。

85,000円 85,000円



財布・レザーグッズ

SOMES PA-29 ラウンドファスナー束入
れ(キャメル) イタリア産のベジタブル
タンニンレザーを使ったシリーズ。使
い込むほどに色艶の深い味わいを楽し
める、革好きにはたまらない素材。

SOMES PA-29 ラウンドファスナー束入
れ(ネイビー) イタリア産のベジタブル
タンニンレザーを使ったシリーズ。使
い込むほどに色艶の深い味わいを楽し
める、革好きにはたまらない素材。

SOMES PA-29 ラウンドファスナー束入
れ(ブルー) イタリア産のベジタブルタ
ンニンレザーを使ったシリーズ。使い
込むほどに色艶の深い味わいを楽しめ
る、革好きにはたまらない素材。

100,000円 100,000円 100,000円

SOMES PA-26 キーケース(キャメル) イ
タリア産のベジタブルタンニンレザー
を使ったシリーズ。使い込むほどに色
艶の深い味わいを楽しめる、革好きに
はたまらない素材です。

SOMES PA-26 キーケース(ネイビー) イ
タリア産のベジタブルタンニンレザー
を使ったシリーズ。使い込むほどに色
艶の深い味わいを楽しめる、革好きに
はたまらない素材です。

SOMES PA-26 キーケース(ブルー) イタ
リア産のベジタブルタンニンレザーを
使ったシリーズ。使い込むほどに色艶
の深い味わいを楽しめる、革好きには
たまらない素材です。

45,000円 45,000円 45,000円

SOMES PA-21 ラウンド束入れ(キャメ
ル) イタリア産のベジタブルタンニン
レザーを使用。使い込むほどに色艶の
変化と深い味わいを楽しめる素材感
と、機能性を両立したデザイン。

SOMES PA-21 ラウンド束入れ(ネイ
ビー) イタリア産のベジタブルタンニ
ンレザーを使用。使い込むほどに色艶
の変化と深い味わいを楽しめる素材感
と、機能性を両立したデザイン。

SOMES PA-21 ラウンド束入れ(ブルー)
イタリア産のベジタブルタンニンレ
ザーを使用。使い込むほどに色艶の変
化と深い味わいを楽しめる素材感と、
機能性を両立したデザイン。

110,000円 110,000円 110,000円



革小物

SOMES M-01 ベルト(ラウンド33mm)(ブ
ラック) 幅広い世代に人気のフリーサ
イズベルトです。ギフトにも好評で
す。

SOMES M-01 ベルト(ラウンド
33mm)(ダークブラウン) 幅広い世代に
人気のフリーサイズベルトです。ギフ
トにも好評です。

40,000円 40,000円

SOMES M-02 ベルト(スクエア
33mm)(ダークブラウン) 幅広い世代に
人気のフリーサイズベルトです。ギフ
トにも好評です。

SOMES M-32 ベルト(スクエア33mm)(ネ
イビー) 幅広い世代に人気のフリーサ
イズベルトです。ギフトにも好評で
す。

40,000円

40,000円

SOMES AN-01 ファスナーペンケース(ワ
イン) ナチュラルな風合いで美しく染
め上げ｡表面のマットな質感はエイジン
グを重ねると､艶やかで深みのある色に
変化｡

40,000円

SOMES AN-01 ファスナーペンケース(ブ
ラック) ナチュラルな風合いで美しく
染め上げ｡表面のマットな質感はエイジ
ングを重ねると､艶やかで深みのある色
に変化｡

40,000円

45,000円

SOMES AN-01 ファスナーペンケース(ラ
イトブラウン) ナチュラルな風合いで
美しく染め上げ｡表面のマットな質感は
エイジングを重ねると､艶やかで深みの
ある色に変化｡

SOMES M-02 ベルト(スクエア33mm)(ブ
ラック) 幅広い世代に人気のフリーサ
イズベルトです。ギフトにも好評で
す。

40,000円 40,000円

SOMES SS-04 スタンド付き靴べら(ライ
トブラウン) スタンド付で便利な靴べ
らのセットです。

45,000円

SOMES SS-04 スタンド付き靴べら(ブ
ラック) スタンド付で便利な靴べらの
セットです。



革小物

SOMES AN-01 ファスナーペンケース(グ
リーン) ナチュラルな風合いで美しく
染め上げ｡表面のマットな質感はエイジ
ングを重ねると､艶やかで深みのある色
に変化｡

SOMES AN-01 ファスナーペンケース(ネ
イビー) ナチュラルな風合いで美しく
染め上げ｡表面のマットな質感はエイジ
ングを重ねると､艶やかで深みのある色
に変化｡

40,000円 40,000円

SOMES AN-04 IDカードホルダー(ブラッ
ク) ナチュラルな風合いで美しく染め
上げ｡表面のマットな質感はエイジング
を重ねると､艶やかで深みのある色に変
化｡

SOMES AN-04 IDカードホルダー(ライト
ブラウン) ナチュラルな風合いで美し
く染め上げ｡表面のマットな質感はエイ
ジングを重ねると､艶やかで深みのある
色に変化｡

SOMES AN-04 IDカードホルダー(ワイ
ン) ナチュラルな風合いで美しく染め
上げ｡表面のマットな質感はエイジング
を重ねると､艶やかで深みのある色に変
化｡

45,000円 45,000円 45,000円

SOMES AN-04 IDカードホルダー(グリー
ン) ナチュラルな風合いで美しく染め
上げ｡表面のマットな質感はエイジング
を重ねると､艶やかで深みのある色に変
化｡

SOMES AN-04 IDカードホルダー(ネイ
ビー) ナチュラルな風合いで美しく染
め上げ｡表面のマットな質感はエイジン
グを重ねると､艶やかで深みのある色に
変化｡

45,000円 45,000円


