


2016年スタートの、レザーグッズ・アクセサリーブランド

トレンドにとらわれず タイムレスでありながら 今の気分に寄り添えるもの
使う人を引き立てる 上質な素材と仕立てによるものづくり

何度繰り返し聴いても飽きない お気に入りの１曲のようなブランドを目指しています

※PERSIMMON（パーシモン）＝英語で「柿」を意味します
弊社のアトリエは、禅寺丸柿という日本最古の甘柿が発見された場所に近いことから

パーシモンという社名・ブランド名が自然に決まりました
自然豊かな環境でのライフスタイルから生まれる、肩肘張らないものづくりをしています

パーシモン合同会社
〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-12-18

Tel/Fax 044-986-7208 （代表 杉山）
 

http://www.persimmonllc.com         info@persimmonllc.com



レザーバングル

PE-001 レザーバングル  30mm ￥7,000 (税込￥7,700) 品番 本体カラー ステッチカラー

PE-001-BLK-1 ブラック ブラック

PE-001-BLK-2  ブラック オフホワイト

PE-001-CML-1 キャメル キャメル

PE-001-CML-2 キャメル オフホワイト

PE-001-LCM-1 ライトキャメル オフホワイト

PE-001-WHT-1 ホワイト ホワイト

PE-002  レザーバングル  18mm ￥5,500 (税込￥6,050) 品番 本体カラー ステッチカラー

PE-002-BLK-1 ブラック ブラック

PE-002-BLK-2  ブラック オフホワイト

PE-002-CML-1 キャメル キャメル

PE-002-CML-2 キャメル オフホワイト

PE-002-LCM-1 ライトキャメル オフホワイト

PE-002-WHT-1 ホワイト ホワイト

"アクセサリーや時計との重ね付けが楽しめる、上質なレザーバングル"
をテーマに開発しました

真鍮プレートを革で挟み、成型加工を施すことで型崩れしにくい作り
になっています
サイズの微調整が可能ですので、ユニセックスでお使い頂けます
フリーサイズ　化粧箱入り

素材：
「ブラック」「キャメル」「ライトキャメル」＝日本製牛革（オイルヌメ）
植物タンニン鞣し・染料仕上げのナチュラルな製法により、使うほどに味わいが増し
経年変化が楽しめます　断面はコバ磨き仕上げ
「ホワイト」＝表 ／日本製牛革　裏／イタリア製牛革
色の特性上ホワイトのみ製法が異なる為、風合いを考慮し２種類の革を使用しています
断面処理もホワイトのみ「塗り」で仕上げています



タガ編みバングル

PE-015 タガ編みバングル ￥10,000 (税込 ￥11,000) 品番 本体カラー

PE-015-BLK ブラック

PE-015-BRN ブラウン

PE-015-BEG ベージュ

PE-015-CML キャメル

幅 約3cm  直径 約6cm

"日本の伝統的な箍（タガ）編みから着想したメッシュバングル"

軽い着け心地と、シーズンレスに使える素材感
アクセサリーとの重ね付けも楽しめます

「タガ」とは、木桶の枠組みを固定する輪のことを指す言葉です
古来より、醤油などを作る大きな木桶は竹を編んだタガで固定され
大切な役割を担っています
（木桶の画像は、小豆島で創業150年程になるヤマロク醤油様より
許可を頂きお借りしました）

「タガが外れる」という言葉は、木桶のタガが外れると桶がバラバラに
なってしまうことが由来になっています
バングルが「大切なものが外れないお守り」となりましたら幸いです

素材：イタリア製牛革（植物タンニン鞣し）
断面に焦がし処理を入れたり、立体的で高級感ある仕上げになっています
植物タンニン鞣しなので使うほどに味わいが増し経年変化も楽しめます
化粧箱入り



フォーチュンブレス

PE-016 フォーチュンブレス ￥4,500 (税込￥4,950) 品番 本体カラー ステッチカラー

PE-016-BLK-1 ブラック ブラック

PE-016-CML-1 キャメル 生成

PE-016-BLK-2 ブラック ブラック

PE-016-CML-2 キャメル 生成

幅 1.5cm   内側円周18.5cm～22cm

"fortune（幸運）を願う言葉を刻印した、お守りブレスレット"
手元を見たときに、前向きになれるような言葉を刻印しました

腕時計やアクセサリーとの重ね付けも楽しめるように、
ごつくならないボリューム感や、最小限の金具使いを意識しました
サイズ調整が可能ですので、ユニセックスでお使い頂けます
小袋付きで、ギフトにもおすすめです

素材：国産牛革（植物タンニン鞣し）
上質な牛革を使用し、コバ磨きネン引き仕上げ、裏面処理をしています
植物タンニン鞣しなので使うほどに味わいが増し経年変化を楽しめます

PE-016-BLK-1 ・PE-016-CML-1  「 Peace Begins With A Smile 」平和は微笑みから始まる
PE-016-BLK-2 ・PE-016-CML-2  「 Time Well Spent 」　　　　　 有意義な時間

※お好きな言葉で別注対応もご相談承ります



ミニミニポーチバッグ

PE-019 ミニミニポーチバッグ ￥13,600 (税込￥14,960) 品番 本体カラー ステッチカラー

PE-019-BLK ブラック ブラック

PE-019-BEG ベージュ ベージュ

幅 12cm × 高さ 18cm × マチ 8cm

ショルダー最長約116cm (結びで調節可)

“ 見た目以上に物が入る、小さな小さな巾着バッグ "

上質な大人のコーディネートに馴染み、引き立てるような….
心地良い肌触りのソフトな牛革でつくりました

見た目はコンパクトですが、見た目以上の収納力があり
スマホ・ミニ財布・ICカード・ハンカチやリップなどが入ります
（写真／左下では、スマホ(4.7インチ）と三つ折りミニ財布を入れました）
楕円型の底が付いているので型崩れしにくく、美しいシルエットを保てます

ショルダーは取り外しと長さ調節が可能で、斜めがけも出来ます
ショルダー無しで手提げにしたり、バッグの中でポーチとして使ったり
多様な使い方が楽しめます

素材　牛革（ソフトスムース）
　　　レザーチャーム＝牛革（オイルレザー）
裏地　綿ツイル（内装：ICカードポケット1つ付き）



バーチカルトート

PE-020 バーチカルトート ￥30,000 (税込￥33,000) 品番 本体カラー ステッチカラー

PE-020-BLK ブラック ブラック/生成

PE-020-CML キャメル ベージュ/生成

幅 25/34cm × 高さ 34cm × マチ 13cm  ショルダー 74cm

“ A4タテ（バーチカル）型レザートート”

カジュアルなスタイリングにも馴染み、オンタイムにも使える佇まいでありな
がら、かっちりしすぎないレザートートを上質なオイルレザーで作りました

13インチPC、A4ワイドサイズのファイルや雑誌などが楽々入ります
縦入れは、雑誌やファイルがハの字に広がりにくく型崩れを防ぎます

生成りステッチが、レザーを軽やかに見せるアクセント
スニーカースタイルにも良く合います

※ショルダー付き
※ICカードが入るレザーチャーム付き

素材：国産牛革（植物タンニンとクロームの混合鞣し）
鞣しに時間をかけ、ゆっくりオイルを浸透させたオイルレザーで、
コシがありつつも硬すぎず、軽量です
ナチュラルでありながら粗野ではないサラリとした表面感が魅力です
裏地：綿ツイル　（内装 : ポケット１つ付き）

モデル身長 163cm



パラフィンキャンバス/スクエアトート

PE-021 パラフィンキャンバス/スクエアトート ￥22,500 (税込 ￥24,750) 品番 本体カラー 付属革カラー

PE-021-CML キャメル キャメル

PE-021-DGY チャコール ブラック

PE-021-IVY キナリ キャメル

“ 9号パラフィン帆布×オイルレザーのデイリーバッグ "

パラフィン帆布には撥水・防汚効果がありますが、
持ち手などを革にすることで更に汚れにくく
丈夫で軽く、長くお使い頂けるバッグに仕上げました
革のトリミングは、デザインアクセントのほか
生地を保護する効果もあります

※A4ワイドサイズのファイルや雑誌も楽々入ります
※ショルダーは取り外し&長さ調整可能（斜めがけ出来ます）

素材：国産（倉敷）9号パラフィン帆布（綿100%）
付属：国産牛革（植物タンニンとクロームの混合鞣し）
鞣しに時間をかけ、ゆっくりオイルを浸透させた上質なオイルレザー
ヌメ調のナチュラルさと滑らかな表面感が魅力です
美錠：国産真鍮鋳物

幅35cm 高さ33cm マチ13cm
ショルダー 取り外し可能

　最短約 70cm  最長約 87cm



パラフィンキャンバス/A4トート

PE-022 パラフィンキャンバス/A4トート ￥18,000 (税込 ￥19,800) 品番 本体カラー 付属革カラー

PE-022-CML キャメル キャメル

PE-022-DGY チャコール ブラック

PE-022-IVY キナリ キャメル

“ 9号パラフィン帆布×オイルレザーのデイリーバッグ "

パラフィン帆布には撥水・防汚効果がありますが、
持ち手などを革にすることで更に汚れにくく
丈夫で軽く、長くお使い頂けるバッグに仕上げました
革のトリミングは、デザインアクセントのほか
生地を保護する効果もあります

※A4サイズ
※底をしっかり革でトリミングしてあり、型崩れを防ぎます

素材：国産（倉敷）9号パラフィン帆布（綿100%）
付属：国産牛革（植物タンニンとクロームの混合鞣し）
鞣しに時間をかけ、ゆっくりオイルを浸透させた上質なオイルレザー
ヌメ調のナチュラルさと滑らかな表面感が魅力です

幅 上辺約42cm 下辺31cm  高さ26cm
マチ14cm

持ち手全長38cm



パラフィンキャンバス/バケツショルダー

PE-023 パラフィンキャンバス/バケツショルダー ￥18,000 (税込 ￥19,800) 品番 本体カラー 付属革カラー

PE-023-CML キャメル キャメル

PE-023-DGY チャコール ブラック

PE-023-IVY キナリ キャメル

“ 9号パラフィン帆布×オイルレザーのデイリーバッグ "

パラフィン帆布には撥水・防汚効果がありますが、
ショルダーを革にすることで更に汚れにくく
長くお使い頂けるバッグに仕上げました
革のトリミングは、デザインアクセントのほか
生地を保護する効果もあります

※ショルダーはサイズ調整可能(斜めがけ出来ます）

素材：国産（倉敷）9号パラフィン帆布（綿100%）
付属：国産牛革（植物タンニンとクロームの混合鞣し）
鞣しに時間をかけ、ゆっくりオイルを浸透させた上質なオイルレザー
ヌメ調のナチュラルさと滑らかな表面感が魅力です
美錠：国産真鍮鋳物

幅 上辺約26cm 下辺18cm 高さ27cm
マチ18cm (丸底)

ショルダー 最短約 70cm
最長約 101cm



フラップミニショルダー

PE-024 フラップミニショルダー ￥16,000 (税込 ￥17,600) 品番 本体カラー ステッチカラー

PE-024-BLK ブラック ブラック

PE-024-CML キャメル ベージュ

PE-024-WHT ホワイト ホワイト

“ スマホ+α が入るコンパクトなミニショルダー "

1日中装着していられる、軽やかさと手馴染みの良さ
必要最低限のものが入り、他のバッグと2個持ちした時にも
バランス良く見えるデザインをイメージ
用途によって入れるものの邪魔にならないよう、
内装はシンプルにしました
（裏地はありませんが、裏面処理を施してあります）
ショルダーは取り外し可能で、単体でもお使い頂けます

※ICカードを財布等に入れて収納しても改札通過可能

素材：国産牛革（植物タンニンとクロームの混合鞣し）
鞣しに時間をかけ、ゆっくりオイルを浸透させた上質なオイルレザー
ヌメ調のナチュラルさがありつつ粗野ではない滑らかな表面感が魅力です
※ホワイトのみ、色の特性により顔料仕上げの革を使用しています
美錠：国産真鍮鋳物

幅19cm 高さ12cm マチ上部最大約 4cm
ショルダー 最短約115cm 最長約130cm



ソフトレザーポーチ

PE-025 ソフトレザーポーチ ￥4,500 (税込 ￥4,950) 品番 本体カラー

PE-025-BLK ブラック

PE-025-BEG ベージュ

“ 手付きミニポーチ "

ソフトで手ざわりの良い、カウレザー
カーフやキップの次にきめ細かい等級の牛革を使用

カード類や細かなものを収納するのにちょうど良いサイズ感
裏面には、Hope it goes well（うまくいきますように）
と刻印しました
自分へのお守りは勿論、プレゼントにもオススメです

※ループ状の持ち手は、ほどいて取り外すことも可能です

素材：牛革（ソフトスムース）
裏地：綿100%

幅13cm 高さ9cm
ハンドル約14cm (内周28cm)



メッシュポーチネックレス(キーホルダー付き)

PE-026 メッシュポーチネックレス(キーホルダー付き) ￥14,500 (税込 ￥15,950) 品番 本体カラー キーホルダー革

PE-026-BLK ブラック ブラック

PE-026-BEG ベージュ キャメル

“ 手編みメッシュのネックレス "

上質なイタリアンレザーテープを手編みで仕上げました
温かみのあるメッシュが、コーディネートのアクセントに

メッシュ部分は小さなポケット状になっており、キーホルダーにしたり
イヤホンなど忍ばせるのにも良いかもしれません
ヒモの長さは結びで調節出来、キーホルダーは取り外し可能です

素材：イタリア製牛革（植物タンニン鞣し）
表面に焦がし処理が入っていたり表面が立体的で、高級感があります
使うほどに味わいが増し、経年変化も楽しめます
キーホルダー部分に使用の革：国産牛革（オイルレザー）　化粧箱入り

キーホルダー付き
幅5.5cm 高さ7.5cm

ショルダー最長約94cm


