
│ グリーンバレー │ 

❖企業概要 

 

  事業者番号  

 会社名 日本語 有限会社グリーンバレー 

 会社名 英語  Green Valley Co., Ltd. 

 創業・設立年  2001 

 業 種  皮革小物製造販売 

 主要製品  革財布・革小物 

 郵便番号  996-0053 

 会社住所  

 

 

 

山形県新庄市福田字福田山 711-112 

 代表者  小川 太之 

 ＴＥＬ  0233-23-1331 

 ＦＡＸ  0233-23-2858 

 ＵＲＬ https://www.greenvalley.co.jp/ 

 Instagram（ユーザーネーム） luego.jp 

 EC サイト https://www.luego.jp 

   ※日本製財布 LUEGO 公式通販 

 主な販売チャネル  https://www.luego.jp/ 

 国内外 EC 販売実績  E ストア,YAHOO, 楽天,Amazon 

 三越伊勢丹ふるさと納税 

 対応言語  日本語 英語(メールのみ） 
 

 

 

 

 

  

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

大手製薬会社の MR だった創業者(現会長)。雪深い山形、冬季間でも仕事ができるよう地元の雇用に貢献したいという思

いと、生まれ育った土地で事業を始めようと思ったのがきっかけ。現社長はよく、「自分たちで考えて、自分たちで作り、

自分たちで販売する」これってとても楽しい事だと思わない？と言います。そのため、日本全国の百貨店で開催される

「東北の物産展」に参加し、ほぼ毎月自ら店頭に立って販売を行っています。直接お客様の声を聴ける機会を設けたこと

でお客様が発案した商品がいくつかあります。社内では「○○さんモデル」と呼ばれています。創業以来ハンドメイドに

こだわって製品をつくり、企画から製造、販売、修理までを一貫して自社で行う。地元山形県で育った女性職人が一つひ

とつ丁寧につくり上げます。単なる「財布」ではなく、時を経て益々愛着の湧くものづくりを心がけています。LUEGO

はスペイン語で「またね」「じゃあね」「また今度ね」などすぐに会う別れの挨拶として使われています。ふんわりと包み

込むような柔らかさと、凛とした美しさを感じていただける上質な仕上がりをお確かめください。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

「私たちが作ったもので直せない物はない」LUEGO の職人である彼女たちが普通に言う言葉。LUEGO の革財布・革小

物は自分で設計してデザインしたものだからこそ彼女たちは当たり前のことのように言う。販売したら終わりではなく、

買ってくれたその時から長いお付き合いが始まる。新商品を開発していざ試作品を作る段階で、毎回不安げな表情をしな

がら「これでいいのかな」「大丈夫かな」という言葉が聞こえる。LUEGO の製品は「磨き」というコバ処理の工程が結構

あり、その時の温度や湿度により染料と下地を調整する。季節によってはコバ処理だけでも数日かかることもざらにあ

る。指の力の入れ具合、革が含む水分量それらを指先に伝わる感触で判断している。縫製以外はすべて手作業で行ってい

るので、わずかな革の変化に対応して非常に繊細な作業を黙々とこなしていく。修理品が来た時に「10 年目なのにすご

く綺麗に使っているね」「艶がきれいに出てるね」と、我が子の成長を見るように感慨深げに修理品を確認している様子

がよく見られます。 

 
 

https://www.greenvalley.co.jp/
https://www.instagram.com/luego.jp
https://www.luego.jp/
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❖商品情報 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  山形牛革 ラウンド長財布 

 一般名称  ラウンドファスナー長財布 

 素材  山形県産の黒毛和牛の革 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W20.5cm × H9.5cm × D2cm 

 商品重量  190g 

    

    

 

山形県で肥育された黒毛和牛「山形牛」の革を使用。表の
メッシュは、細く裁断した革を女性職人が 1 本ずつ手編み
加工しています。 
山形牛の供給量に応じて仕入れるため、年間に生産できる
本数に限りがございます。ラウンドファスナータイプの長
財布。使い込むほどに美しい艶が生まれます。 
カード 8、フリーポケット 2、小銭(L 字ファスナー開閉式) 

 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  山形牛革 ジャバラカードケース 

 一般名称  ジャバラ式カードケース 

 素材  山形県産の黒毛和牛の革 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W12cm × H8cm × D2cm 

 商品重量  90g 

    

    

 

山形県で肥育された黒毛和牛「山形牛」の革を使用。表の
メッシュは、細く裁断した革を女性職人が 1 本ずつ手編み 
加工しています。山形牛の供給量に応じて仕入れるため、
年間に生産できる本数に限りがございます。7 つのカード
ポケットを備えたジャバラカードケース。使い込むほどに
美しい艶が生まれます。 

 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  山形牛革 ラウンド小銭入れ 

 一般名称  ラウンドファスナー小銭入れ 

 素材  山形県産の黒毛和牛の革 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W12cm × H8cm × D2cm 

 商品重量  70g 

    

    

 

山形県で肥育された黒毛和牛「山形牛」の革を使用。表の
メッシュは、細く裁断した革を女性職人が 1 本ずつ手編み
加工しています。山形牛の供給量に応じて仕入れるため、
年間に生産できる本数に限りがございます。使い込むほど
に美しい艶が生まれます。 
内側は 3：2 で分けた仕切り付きで、カードポケットが 4 つ。 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  Jewel Zip L wallet 

 一般名称  L 字ファスナーミニ財布 

 素材  牛革 シュリンク加工 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W11cm × H10cm × D1.5cm 

 商品重量  70g 

    

    

 

～Jewel ジュエルメッシュ～ 
ジップ L 字ウォレット 
表のメッシュは女性職人による手編み仕上げ。 
～軽くてスリムなミニ財布～ 
カード段と表裏部分も革仕様の上質モデル。 
中央にオープンタイプの小銭ポケット、左右対称にカード
ポケットが 2 つ合計 4 枚収納可能。 

 

 
 ブランド名  LUEGO 

 商品名  Jewel ジャバラカードケース 

 一般名称  ジャバラ式カードケース 

 素材  牛革 シュリンク加工 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W12cm × H8cm × D2cm 

 商品重量  80g 

    

    

 

～Jewel ジュエルメッシュ～ 
ジャバラカードケース 
表のメッシュは女性職人による手編み仕上げ 
～7 つのカードポケットと便利な裏ポケット～ 
取り出しやすくて見やすいジャバラ式ポケット。 
内側のボタンホック裏には便利な隠しポケット付き。 

 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  URIBOU Neu R long wallet 

 一般名称  ウリボウノイ ラウンド長財布 

 素材  牛革 立体パターン型押し加工 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W20.5cm × H9.5cm × D2cm 

 商品重量  190g 

    

    

 

染色職人が一枚ずつ手塗で仕上げる URIBOU の革 
表革にみられる色ムラはハケ目の跡。指で触れると凹凸を
感じる縦のブラックライン(立体パターン) 
引手部分は掴むと、何回も掴んでしまいたくなる肉球のよ
うに心地よい触り心地。 
カードポケット 8、フリーポケット 2、小銭（L 字ファスナ
ー開閉式） 
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❖商品情報 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  URIBOU Neu Pencil case 

 一般名称  URIBOU Neu ペンケース 

 素材  牛革 立体パターン型押し加工 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W19.5cm × H9.5cm × D2cm 

 商品重量  80g 

    

    

 

~ペンケース~ 
染色職人が一枚ずつ手塗で仕上げる URIBOU の革 
表革にみられる色ムラはハケ目の跡。指で触れると凹凸を
感じる縦のブラックライン(立体パターン) 
引手部分は掴むと、何回も掴んでしまいたくなる肉球のよ
うに心地よい触り心地。総革仕様、表側にボタンホック(ク
ルミホック)付き。 

 

 

 ブランド名  LUEGO 

 商品名  URIBOU Neu Card Case Wallet 

 一般名称  URIBOU Neu カードケースウォレッ

ト  素材  牛革 立体パターン型押し加工 

 製造担当者  工場長 伊藤 好 

 製造地  山形県新庄市 

 商品サイズ  W12cm × H8cm × D2.5cm 

 商品重量  90g 

    

    

 

~カードケースウォレット~ 
染色職人が一枚ずつ手塗で仕上げる URIBOU の革 
表革にみられる色ムラはハケ目の跡。指で触れると凹凸を
感じる縦のブラックライン(立体パターン) 
引手部分は掴むと、何回も掴んでしまいたくなる肉球のよ
うに心地よい触り心地。中央にジャバラ式のカードポケッ
トを配置。両サイドは革製のマチ付きポケット。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


