


「holy」清らかなきもちで大好きなものを身につけてみる。

　そんな気持ちでデザインしました。

　自分にとってとっておきの時間に身につけてください。

やまもとゆみ



髪飾りとブローチ，コサージュ

ヘッドドレスやカチューシャコームなど

おんなのこの永遠のあこがれです



YAC-11AW001　クラシカルローズコサージュ

柔らかい革で1まいずつ丁寧に花びらを作ったコサージュ

布にはだせない存在感です



YAC-11AW001　クラシカルローズコサージュ



YAC-11AW002　ストライプリボンバレッタ ノワール

上品なリボンで作ったバレッタ

奇抜なデザインではありませんのでファッションを選びません



YAC-11AW002　ストライプリボンバレッタ ルージュ

上品なリボンで作ったバレッタ

奇抜なデザインではありませんのでファッションを選びません



YAC-11AW003　スイートコーム

パリで見つけたヴィンテージコーム

いまのものにはない色と形が魅力的です



YAC-11AW004　いちごピン／ブローチ

子供の頃に戻ったような気分になれるデザイン

髪留めにもブローチにもなります



YAC-11AW030 バンビヘッドドレス

バンビバスケットとおそろいになるヘッドドレス

カジュアルなお洋服でもお使いいただけます



YAC-11AW030 バンビヘッドドレス



YAC-11AW030 バンビヘッドドレス



YAC-11AW031 薔薇・マーガレットヘッドドレス

カチューシャタイプのヘッドドレス

なつかしいイメージのするデザインです



YYAC-11AW031 薔薇・マーガレットヘッドドレス



YAC-11AW032 キャンディカラーコーム

チェコのシードビーズでお花を作りました

海外で買い付けたリボンと一緒に可憐なコームにしました



obijime bijou オビジメビジュー

obijime bijou（オビジメビジュー）は2010年、パリで初めて発表しました

チェーンにもモチーフをたくさんつけて、ストレッチの効いた長いリボンでむすびます

ネックレス（洋装）にも帯締め（和装）にもぴったり



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/ノワール

長いベルベットのリボンで結ぶネックレス。

自由に長さを調節でき、帯締めにもできます。



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/ノワール



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/ノワール



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/ノワール



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/オリーブ

長いベルベットのリボンで結ぶネックレス。

自由に長さを調節でき、帯締めにもできます。



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/オリーブ



YAC-11AW005　obijime bijou 帯締めネックレス/オリーブ



YAC-11AW006　リボンパールネックレス ピンク



YAC-11AW006　リボンパールネックレス ピンク

パーティにもカジュアルにもつかえるネックレス

結ぶ位置で長さ調節ができます



YAC-11AW006　リボンパールネックレス ミルク

パーティにもカジュアルにもつかえるネックレス

結ぶ位置で長さ調節ができます



YAC-11AW006　リボンパールネックレス ミルク



キャンドルシリーズ

とてもやさしいきもちになるキャンドルのカボションを

勲章のようなデザインのワッペンにしました

羽織ひも、ブレスレット、ピアスで展開します



YAC-11AW007　キャンドル/羽織ひも

ピアス、ブレスレット、羽織紐とお揃いにできます

キャンドルがめずらしいモチーフ





YAC-11AW008　キャンドル/ブレスレット

ピアス、ブレスレット、羽織紐とお揃いにできます

キャンドルがめずらしいモチーフ





YAC-11AW009　キャンドル/ピアス

ピアス、ブレスレット、羽織紐とお揃いにできます

キャンドルがめずらしいモチーフ



YAC-11AW009　キャンドル/ピアス



らぱんシリーズ

ずっと作り続けている「うさぎ」

ピカピカのうさぎに何度も色をかけ、最後に目をいれる

手作業で塗りますので、ひとつずつちょっとずつ表情が違います

この「らぱん」はいろんなところで登場します



YAC-11AW010　らぱん　羽織ひも

ピアス、ブレスレット、羽織紐とお揃いにできます

うさぎはオリジナル塗装したチャームです



YAC-11AW011　らぱん　ブレスレット

ピアス、ブレスレット、羽織紐とお揃いにできます

うさぎはオリジナル塗装したチャームです





YAC-11AW012　らぱん　ピアス

ピアス、ブレスレット、羽織紐とお揃いにできます

うさぎはオリジナル塗装したチャームです



YAC-11AW012　らぱん　ピアス



青い鳥シリーズ

心にいつも青い鳥をとまらせて

とても丁寧に作られた青い鳥のカボションのシリーズ



YAC-11AW013 Paris ヴィンテージブレス 青い鳥

パリのヴィンテージバングルにたくさんのレースをつけました

あおいとりのカボションがチャーミング



YAC-11AW013 Paris ヴィンテージブレス 青い鳥



YAC-11AW013 Paris ヴィンテージブレス 青い鳥



YAC-11AW014　青い鳥/ピアス

やさしい印象の小鳥のピアス

チャームを外してペンダントトップにもつかえます





ゆびわ

おんなのこのゆびわにはたくさんものがたりがあるの

パリのパーツなどを使ってクラシカルで使いやすいゆびわをデザインしました



YAC-11AW015 　Paris シルバーリング いちご

ボリューミィなパールのリング

リングのベースはフランスの現行品、ニッケルは使っていません

フリーサイズ



YAC-11AW015 　Paris シルバーリング いちご



YAC-11AW016　ヴィンテージジェードリング

ひすい色のヴィンテージの花を中心に、チェコのシードビーズで可憐に作りました

フリーサイズ



YAC-11AW016　ヴィンテージジェードリング



ローズクラシカルシリーズ

シェルパーツに描かれた薔薇

とても小さな薔薇

オパールの王冠



YAC-11AW017 ローズクラシカルピアス

ピアスとリングでセットなるクラシカルアクセサリー

ピアスの金具はフランス製、ニッケルフリーです





YAC-11AW017 ローズクラシカルピアス



YAC-11AW018 ローズクラシカルリング

ピアスとリングでセットなるクラシカルアクセサリー

フリーサイズリングです



YAC-11AW018 ローズクラシカルリング

ピアスとリングでセットなるクラシカルアクセサリー

フリーサイズリングです



YAC-11AW018 ローズクラシカルリング



YAC-11AW018 ローズクラシカルリング



ピアス

洋服にも着物にも似合うピアスをデザインしました

フープ型のピアスは取り外してペンダントトップとしてもつかえます



YAC-11AW019　いちごリボンピアス

インポートのコットンレースが印象的なピアス

おんなのこの好きないちごとリボンでできています





YAC-11AW019　いちごリボンピアス



YAC-11AW020　王冠と薔薇のピアス

王冠の裏にはかわいい薔薇のブーケ

どちらをむいてもかわいいデザインです



ピアス金具は18Kです



YAC-11AW020　王冠と薔薇のピアス



Parisからきました

パリで見つけたチャームやパーツを使ってデザインしました



YAC-11AW021　パリのうさぎのリング

パリから連れ帰ってきたうさぎのチャームつきのリング

王冠のようなリングがすてきです



YAC-11AW021　パリのうさぎのリング



YAC-11AW022　人形の家のリング

淡水パールとさんごとイタリアボタンのリング

よく見るととてもシュールなデザインです

エッフェル塔はパリから連れて帰ってきました



YAC-11AW022　人形の家のリング

淡水パールとさんごとイタリアボタンのリング

よく見るととてもシュールなデザインです

エッフェル塔はパリから連れて帰ってきました



YAC-11AW022　人形の家のリング



だいじにしたいバッグ

おんなのこはバッグが大好きなもの

わたしが使いやすいと思ったかたちを追求しました



YAC-11AW023　薔薇レースツインバッグ/ルポドゥミディ

ひさしぶりに復活、ガマグチをふたつくっつけたポーチ

お財布にしてもプチバッグにしても



持ち手は本革です



YAC-11AW023　薔薇レースツインバッグ/ルポドゥミディ



YAC-11AW023　薔薇レースツインバッグ/ルポドゥミディ



YAC-11AW024 さくらんぼツインバッグ/ルポドゥミディ

ひさしぶりに復活、ガマグチをふたつくっつけたポーチ

お財布にしてもプチバッグにしても



持ち手は本革です



YAC-11AW024 さくらんぼツインバッグ/ルポドゥミディ



YAC-11AW025　黒ベルベットパーティバッグ

クラシカルで上品なハンドバッグ

小振りながら長財布も収まります



肩にかけられる長さの持ち手が便利



YAC-11AW025　黒ベルベットパーティバッグ



YAC-11AW025　黒ベルベットパーティバッグ



YAC-11AW026 さくらんぼパーティバッグ

大人だってかわいいバッグが持ちたい

そんな気分の時にこのパーティバッグを！



肩にもかけられます



YAC-11AW026 さくらんぼパーティバッグ



YAC-11AW026 さくらんぼパーティバッグ



YAC-11AW027 バンビパーティバスケット

外国では冬でもかごを持ってお買い物にでかけます

秋冬に持つならファーでぬくぬくと



おしゃれバスケットができました



YAC-11AW027 バンビパーティバスケット



YAC-11AW028 クラウンバッグチャーム



YAC-11AW028 クラウンバッグチャーム

お手持ちのバッグにつけたりキーチェーンにしたり

バッグを華やかにしてくれます





YAC-11AW029 さくらんぼバッグチャーム

お手持ちのバッグにつけたりキーチェーンにしたり

バッグを華やかにしてくれます





YAC-11AW029 さくらんぼバッグチャーム



バッグチャーム



バッグチャーム



バッグチャーム



はおりもの

洋服でも着物でもつかえる便利なはおりものをデザインしました



YAC-11AW033　いちご・小花ニットショール



いちごとお花、どちらを表にしてもかわいいニットのショールです

ウールのモチーフがめずらしく、冬でも気持ちがあたたかくなります



ウールのモチーフがめずらしく、冬でも気持ちがあたたかくなります



YAC-11AW033　いちご・小花ニットショール





YCR-11AW001 あかずきんちゃんケープ 黒

お洋服でも着物でもお召しいただけるケープはあかずきんちゃん仕様です



YCR-11AW001 あかずきんちゃんケープ 黒



YCR-11AW001 あかずきんちゃんケープ 黒



YCR-11AW001 あかずきんちゃんケープ 黒



はきもの

職人さんにひとつずつ丁寧に作っていただいた畳表の草履と津軽塗

日本のよき伝統工芸とコラボしました



YZ-11AW001 ムーンライト/畳表草履



とてもおしゃれな草履、畳表を回りにまいたデザインは

どんなシーンでもお履きいただけます



YZ-11AW002 フランスのうさぎ/津軽塗下駄



伝統の津軽塗をポップに、おしゃれに

着物でもお洋服でもあう下駄です
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