Q u a t t r o M o d e l l i S e n z a Te m p o

MADE IN

ROME

OVER 60 YEARS.

Augusto Roma was born in the 1950s when Italy was

1950 年代イタリアが熱気に満ちた時代に生まれたア

in its Belle-epoque, and has never stopped creating the

ウグスト工房は、ローマの紳士達に最高峰のバッグを

finest quality bags for Roman gentlemen ever since.
Our products quickly became popular for their
irresistible beauty and outstanding durability for daily
use.
Even after 50 years since the founding, one and each
of our product is still handmade by Roman craftsmen.

作り続けてきました。
圧倒的な美しさと毎日使うことのできる耐久性を兼ね
備えたアウグストのバッグは瞬く間に人気を博しまし
た。
創業から半世紀以上経った現在でも、アウグストの
バッグは一つ一つローマ人の職人によって製作されて
います。

NAVONA
The every day elegance.

Navona is our most iconic model that represents the
modern elegance. Its innovative design is created with
a completely new technique by the master craftsman
"Il Mestro" of Augusto Roma, who has been dedicating
his life to creating classic briefcases.
With its sufficient capacity and strong presence, this
model is suitable for a various occasions, from casual
outings to a grand tour.

NAVONA

ナヴォナは現代のエレガンスを象徴するアウグスト
の代表的モデル。
頑なにクラシックなブリーフケースを製作し続けて
いたアウグストの職人（マエストロ）が、その高い
技術力と全く新しい手法で生み出した革新的なスタ
イリング。

The iconic bag gives new values to its owner. A person who chooses

十分な容量と男性的な存在感がありながら、大きす

Navona will wear its sophisticated modern elegance.

ぎないサイズ感。カジュアルなシチュエーションか

“ アイコニックなデザインのバッグは、それを持つ人に新たな価値をもた
らします。ナヴォナを選ぶ人は、洗練されたモダンエレガンスを身につけ
るでしょう ”

らビジネス、グランドツアーの相棒まで、あらゆる
シーンで活躍するバッグです。

より大きな容量が必要？

Si apre così!

Features
Navona is equipped with a front belt which can be
released by opening the lock when you need larger
capacity. The finest beige real suede is used for its
interior. There is a zip pocket at the center with a
smooth metal fastener, for keeping valuable items.

ナヴォナはカデナ（錠前）を開けることで解放できるベ
ルトを備えており、より大きな容量が必要になった場合
にも対応できます。内部には上品なベージュの最高級リ
アルスエードを使用。中央にはスムーズな金属製ファス
ナーを使用した、貴重品のためのジップポケットがあり
ます。

T he every
day luxury
The true value of Navona lies in being the most
luxurious yet remarkably durable enough to be used in
daily scenes. A real masterpiece should always be at
hand, rather than waiting in your wardrobe for a limited
opportunity.
ナヴォナの真の価値は、最高峰のラグジュアリーバッグ
でありながら、毎日欠かさず愛用することのできる耐久
性を持つことです。
本当の意味で素晴らしいバッグはワードローブで限られ
た出番を待つのではなく、常に手元になければなりませ
ん。

CONDOTTI
Practical doesn’t mean unfashionable.

CONDOTTI
Condotti is the traditional model of Augusto Roma, created by the finest
craftsmanship and with our unique leather crafting method called La Moda
Quoieria Romana. Its artistic silhouette of continuous curves can only be
produced by the most skilled craftsmen.
コンドッティは最高峰の技術と、クオイエリア・ロマーナ手法で作
られるアウグストの伝統的モデル。
連続的な曲面が生み出す芸術的なシルエットは、熟練した職人の手
作業でしか生み出すことの出来ない唯一無二のスタイリングです。

The magic of 12.5cm
Condotti model has a compact and elegant design, but
is also very practical with a 12.5cm wide gusset, which
is wider than most bags for carrying documents. It
has enough capacity not only for your laptop, but also
charging adapters, headphones and your favourite book.
This model is also self-supporting and is suitable for
any occasions.

コンドッティは華奢でエレガントな印象でありながら、
12.5cm と多くの書類バッグを遥かに上回るマチの広さ
を誇ります。
ノート PC だけでなく充電アダブターやヘッドフォン、
それにお気に入りの単行本まで持ち歩くことのできる十
分な容量。
またバッグ単体で自立するので、どんなシチュエーショ
ンでもかさばらずスマートです。

Quoieria Romana
The Roman Shape
What makes the unique silhouette of Condotti possible is the traditional
technique of "Quoi Area Romana". It is extremely difficult to create such
silhouette only with curved surface instead of straight lines, it is very
rarely adopted among many big maisons.
However, this design is what makes Condotti smart and practical at the
same time, with a wide gusset width for carrying thick items.

コンドッティのシルエットは《クオイエリア・ロマーナ》の伝統的技法に
よって実現されています。
直線ではなく曲面から作られるフォルムは実現するのが非常に難しく、数
あるビッグメゾンの中でも採用されることは非常に稀です。
しかしこの造形のおかげで広いマチ幅でありながらスマートで持ち歩きや
すく、厚さのある物も収納できる実用的なバッグになっているのです。

Features
Condotti is equipped with a double-open metal

コンドッティは大きく開く金属製のダブルファスナーを

fastener for smooth access to A4 size documents

備えており、A4 サイズのドキュメントや 13 インチの

and 13-inch laptops. The finest beige real suede is
used for the interior. It comes with a shoulder strap
made of the same leather as the bag.

ノート PC をスムーズに出し入れ可能です。内部には上
品なベージュの最高級リアルスエードを使用。バッグと
同じレザーを使用した肩掛けストラップが付属します。

FLAMINIO
The Masterpiece for a Holiday in Rome.

A SUNDAY IN ROME
Arguably the most famous holiday in the

世界で最も有名な休日は間違いなく「ローマの休

world is the “Holiday in Rome". This luscious

日」でしょう。この甘美な響きにはローマへの永

sound gives us an eternal longing for Rome,

遠の憧憬と良き時代へのノスタルジー、美しい人

nostalgia of the good times, and hopes for a
fulfilled life.
Imagine waking up in a Roman apartment
on a Sunday morning, thinking about how
to spend the day while brewing a strong
espresso with Makinetta.
Enjoy window shopping on Via Condotti or
visit museums. Or bring some wine or food
in the Augusto bag and have a picnic with
your friends.

生への期待が感じられます。
日曜日の朝、ローマのアパルトメントの一室で目
覚めたならば。マキネッタで濃いエスプレッソを
淹れながら、その日の過ごし方を考えましょう。
コンドッティ通りでウィンドウショッピングを楽
しむのも良いし、美術館めぐりをするのも良い。
あるいはワインをアウグストのバッグに詰めて、
友人とピクニックしに行くのも良いでしょう。

Flaminio is a tote bag that can be used as a
shoulder bag, but it is also completely selfsupported due to the unique manufacturing
method on the bottom and the sturdy
bottom studs. It also has a metal fastener
that is invisible from the outside. A
combination of real suede and leather is
used for the interior, with a zip pocket for
small items and cards.

FLAMINIO
Features

HOLIDAY ELEGANCE
Flaminio is more than just a casual bag. It is a special

フラミニオは単なるカジュアルバッグではありません。

tote bag created through many complex processes

クラシカルなインスピレーションのもと、非常に複雑か

with classical inspiration. The artistic form of the

つ多くの工程を経て作られる特別なトートバッグです。

four parts sewn together with neat double stitching
eliminates the looseness that is common in traditional
tote bags.
This model had a remarkably large capacity in spite
of its simple design. *It suits any outfit including
business-casual days.

4 つのパーツを端正なダブルステッチで縫い上げて作る
芸術的なフォルムは、従来のトートバッグにありがちな
ルーズさを一切廃しています。
シンプルなデザインながら特筆すべき大容量を誇るモデ
ル。どんな着こなしにもマッチし、ジャケットやアウター
を持ち歩くビジネスカジュアルの日にも便利です。

フラミニオは肩掛けで使用が可能なトートバッグ
でありながらも、底面の独自製法と頑丈な底鋲で
確実に自立します。
さらに外からは見えない金属製ファスナーを備え
ています。
内部はリアルスエードとレザーのコンビネーショ
ンになっており、小物やカード等を収納可能な
ジップポケットが備わっています。

Books, Wine, and...
Laptops and do cuments are not the only

フラミニオに収納可能なものはノートパソコンや書

things that can be stored in Flaminio. Best-

類だけではないのです。

selling novels, newspapers, and your favourite

読みかけのベストセラー小説や新聞、お気に入りの

Barolo bottle.. and there should still be enough
space for the panini you bought at the bar. It
is no exaggeration to say that Flaminio a bag
that holds everything you need for a holiday
picnic. The bag which has both a large capacity
and elegant design will be your most reliable
companion for your holidays.

バローロのボトル。それに BAR で買ったパニーノを
入れてもまだ余裕があるはずです。
休日のピクニックに必要なものが一通り入るバッグ
と言っても過言ではありません。
トートバッグならではの大容量とエレガントな佇ま
いを両立したフラミニオは、休日の最も頼れる相棒
になるでしょう。

BEHIND

the
SCENE
The excellent craftsmanship of Roman tradition makes the practicality and
beauty of Flaminio come true. This model is made through a very laborious
process of carefully sewing large leather parts, finishing the edges and then
sewing them together again.
The double stitching that runs straight on the side of the bag is a remarkable
beauty. The base of the bag, which firmly supports the weight with cross seams
and bottom studs, has an artistic atmosphere.
フラミニオの実用性と美しさを実現しているのは、ローマ伝統の卓越したクラフ
トマンシップです。
このモデルは大きなレザーのパーツを丁寧に縫製し、コバ仕上げをした後にもう
一度縫い合わせるという非常に手間のかかる工程を経て製作されています。
バッグ側面を一直線に走るダブルステッチは特筆すべき美しさ。
また十字の縫い目と底鋲でしっかりと重さを支える底面は、芸術的な雰囲気です。

PALAT I NO

A briefcase that has no limits.

IL CAPO
Palatino is a briefcase with the highest level of elegance created by
Italy's leading technique. Augusto's unique method of stitching without
piping surpasses many top-class maisons.
Its beautifully edgy contour and dignified appearance are one of a kind.
With its rare beauty, this bag will not lose its elegance for a moment in
important business situations, and can brighten up your outfit in casual
situations.
パラティーノは最上級のエレガンスをイタリア屈指の技術で実現したブ
リーフケース。
パイピングを使用せずにステッチだけで作り上げるアウグスト独自の技法
は、数多くの一流メゾンを凌駕します。
美しくエッジの立つ輪郭と、凛とした立ち姿は唯一無二の存在感。稀有の
美しさを持つこのバッグは、大切なビジネスシーンでは一瞬たりともエレ
ガントさを失わず、カジュアルな場面でコーディネートを引き締めてくれ
ます。

The

PALATINO
M A R E C H I A R O , T. M O R O , G R I G I O P I S T A

No Boundaries
Historically, classic briefcases have always been

歴史的にクラシックなブリーフケースは、いつも重厚な

worn in heavy colours. But Augusto's Palatino,

カラーを身に纏っていました。しかしカジュアルとビジ

which breaks down the barriers between casual

ネスの壁を取り払うアウグストのパラティーノは、もっ

and business, is also appealing in more challenging
shades. Its neat beauty stands out even in modern
gray (Grigio pista) and light blue (Malechiaro), for
example. Craftsmen’s playfulness of the colours
creates the highest level of elegance.

と挑戦的な色合いでも魅力的です。
例えばモダンなグレー（グリジオピスタ）や明るいブルー
（マレキアーロ）においても、その端正な美しさが際立
ちます。
職人技術に裏打ちされた遊び心は、最上級のエレガンス
を演出するのです。

Features
A firm handle mounted with custom fittings allows

特注金具で取り付けられた頑丈なハンドルが、様々なシ

Palatino to be used in a variety of situations. It can be

チュエーションでの使用を可能にします。

opened widely with a high-quality metal fastener at

上部には金属製の上質なファスナーを備え、大きく開閉

the upper part.
The finest beige real suede is used for its interior. It is
perfect for carrying important documents and laptops
without damaging them. It also has two pockets for
storing smartphones and wallets.

することができます。
内部には上品なベージュの最高級リアルスエードを使
用。大事な書類やノートパソコンを傷つけることなく持
ち運ぶことが可能です。
またスマートフォンや財布を収納できるポケットを二つ
備えています。

The Tradition Continues…
Ho trovato una città di mattoni,
ve la restituisco di marmo.

“

Rome is a museum as a city itself. Taking just a short walk, you
will come across many great ancient Roman architecture and
historic sculptures. Since the bags we make become a part of this
magnificent view of the city, we make them with the "responsibility
for beauty". We always keep that in mind. -Mauro
ローマは街そのものが博物館であり、美術館です。歩いているだけ
で数多くの偉大な古代ローマ建築や、歴史的な彫刻の数々に出逢う
でしょう。私達の作るバッグはこの素晴らしい街の景色の一部にな
るのですから、そこには「美しさという責任」があります。私達は
そのことをいつも胸に刻んでいます。- マウロ

Stiamo solo facendo la stessa cosa che
Bernini stava facendo nel 17 ° secolo.
Augusto's workshop is located in a quiet residential area, very close to the first store that opened in the 1950s. This
historic apartment is filled with leather and heavy wooden tables, lined up in the middle of the room.
On the sun-drenched workbench, you'll find tools of the craftsmen that have been used ever since the company's
founding, as well as the traditional patterns that create our iconic bags.
You will also be impressed by how the native Roman craftsmen make the bags all by hand. Each and one of them is
handmade in such a quiet workshop, that in there all you can hear is the sound of a sculptor carving marble in an
atelier.
It is a true miracle to see this kind of scenery in Rome, in a country where tourism and industrialisation have
progressed and traditional craftsmanship is slowly fading.
アウグストの工房は 1950 年代に開業した当時の建物からすぐ近く、閑静な住宅街の一角にあります。
その歴史的なアパルトマンの一室には所狭しとレザーが積み上げられ、重厚な木のテーブルが部屋の真ん中に立ち並ん
でいます。
太陽の光を受けた作業台の上には、創業時から変わらずに使われている職人たちの道具や、象徴的なバッグを生み出す
伝統的な型紙を見つけることができるでしょう。
さらにローマ生まれの生粋の職人たちが、手作業でバッグを作り上げる様子に感銘を受けるはずです。一つ一つハンド
メイドで作り上げるため工房の中はいつも静かで、まるで彫刻家が大理石を削るアトリエのような音が聞こえるばかり。
観光化と工業化が進み、伝統的なクラフトマンシップが失われつつあるイタリア、さらにこのローマでこのような景色
が見られるのはまさに奇跡なのです。

Leather
Addiction
Luxury bags first require first-class leather. Luxurious and soft touch and a stunning texture are
not the only standards Augusto has for our leather. It must have a certain durability that can be
used every day. Only when this standard is met will it be selected for production.
We only use the made-in-Italy leathers, produced by a selected tanner of the highest quality in
Europe. Our leathers are also certified by an international organization as GOLD (the highest
rating) for its environmental performance.
ラグジュアリーなバッグにはまず一級品のレザーが必要です。贅沢で柔らかな手触りと、目を見張
るような美しい風合いが求められます。しかしアウグストがレザーに求める基準は、それだけでは
ありません。毎日愛用することのできる確かな耐久性を兼ね備えていること。この基準を満たすこ
とではじめて、バッグ製作に選ばれるのです。
バッグに使用されるレザーは全て、欧州最高峰のクオリティを誇るタンナーがイタリア国内にて生
産しています。また全てのレザーが国際的な機関により、環境性能で GOLD（最高評価）の認定を
受けています。

TRAJAN LEATHER

POLTRONA

Trajan leather, named after the great Roman

偉大なるローマ皇帝トラヤヌスの名を冠したトラヤンレ

Poltrona, which means sofa in Italian, is the rarest

ソファを意味するポルトローナは、数ある天然皮革の中で

emperor Trajan, is our brand’s symbolic material.

ザーは、アウグストのブランドを象徴する素材です。

and most valuable calf leather among many other

最も希少で高価と言われるカーフレザーです。生後 6 ヶ

This rare calf leather has a very supple, luxurious

仔牛から得られる希少なレザーであり、非常にしなやかで

natural leathers. Since this leather is made from

月までの仔牛からえられるレザーのため非常に柔らかくス

feel and a deep luster. However, the greatest feature

贅沢な手触りと奥ゆかしい光沢を持ちます。

calves only younger than 6 months old, it is very

ムースで、艶やかな光沢があります。

of Trajan leather is its durability. It has the suitable

しかしトラヤンレザー最大の特徴は、永遠とも思われる耐

soft and smooth and has a glossy luster. Poltrona is

イタリアの宝石とも言うべきポルトローナを使用して作ら

thickness for men's bags and is resistant to scratches

久性にあります。レザーはメンズバッグに相応しい厚みが

also known as the Italian jewel that makes the bag

れたバッグは、芸術品のように美しく官能的でさえありま

and water, and the more you use it the softer it gets.

あり、傷や水にも強く、使い込んでいく程に柔らかさを増

as beautiful and sensual as a piece of art. Poltrona

す。

していきます。

improves its own texture the more you use it, and

ポルトローナは使い込むことで風合いを増し、その使用感

even its feel of use is taken into the bag as a charm.

ですら一種の魅力としてバッグに取り込んでいきます。

The Craftsmanship

Artigianalità

is in the details.

“

Each Augusto bag created by craftsmen always has the spirit of
traditional Italian artisan (craftsmanship). Since our founding, we
have always valued making things that are true to the name of
Rome, Italy. – Mauro
一つ一つ職人たちが作り上げるアウグストのバッグには常に、イタ
リアの伝統的なアルティジャーノ（職人技術）の精神が宿っていま
す。創業当時から私たちが大切にしてきたのは、常にイタリア・ロー
マの名に恥じない物作りをすることです。 – マウロ

L'arte del Firo
The Art of Stitching
縫い糸の芸術
Augusto bags are produced by an art of stitching. The stitching on the beautifully
embossed leather is sewn by hand and so it always draws a slightly swaying organic
line. This is a unique feature of handicraft work. The thread has a beautiful luster, and
is strong and durable. Unlike thin sewing threads, it cannot be sewn at high speed with
sewing machines. It can only be slowly hand sewn by highly skilled craftsmen, so the
process of making Augusto bags takes much longer than a general bag. It is because
the craftsmen have never stopped making a steady effort of traditional manufacturing
method that Augusto bags are extremely durable, so that they can be cherished by their
owners for a long time.
アウグストのバッグはステッチの芸術です。美しい型押しレザーの上を走るステッチは、
ハンドメイドのため常にわずかに揺らぐ有機的なラインを描きます。これは手工品ならで
はの特徴です。
使われる縫い糸には美しい光沢があり、力強く、耐久性があります。これは細いミシン糸
とは異なり最新のミシンで高速に縫い上げることができません。
あくまで熟練した職人がゆっくりと縫っていく必要があり、一般的なバッグの数倍の製作
時間が掛かります。
この地道な伝統的製法のおかけで、アウグストのバッグは使い込んでも糸切れやほつれが
起こりにくく、長く愛用することができるのです。

the

Tailormade

Optional :Vintage Rounded Metal
(for sportier look)

La Cultura Sumisura
You cannot talk about Italian traditions without

SUMISURA（注文製作）の文化に触れずして、イタリア

mentioning the culture of SUMISURA. The best luxury

の伝統を語ることはできません。イタリア人にとっての

for Italians has always been the clothes, shoes, and

最上の贅沢といえばいつの時代も誂え服や注文靴であ

bags that are custom-made. All models of Augusto

り、オーダーメイドのバッグであるからです。

bags can be ordered through our custom-made system,

アウグストのバッグ全てのモデルが、オーダーメイドシ

"Tailor made". This is an exclusive service that creates
a unique bag that suits your lifestyle, while enjoying
the bespoke process of choosing bag models, leather

Navona
Color : Nero Italia (Black)
Leather : Trajan Leather

colors, and metal fittings. Depending on the model,
you can also choose the handle shape and lengths of
your preference.

ステム「Tailormade」に対応しています。
バモデル、レザーの色、金具を選ぶビスポーク過程を楽
しみながら、自分のライフスタイルに合った唯一無二の
バッグを作り上げるエクスクリューシヴなサービスで
す。スペシャルリクエストでデザインディテールや金具
の種類、ハンドル長さ等を調整することも可能です。

Il Paese
della
Creatività
The Country of Creativity
創造性の故郷

“

Through the Ancient Rome, the renaissance and baroque, Italy has
always been at the centre of Europe as a creator of their culture. And
today, Italy’s creative mind still continues, influencing the world in
every field with masterpieces.
Having a tailor-made Augusto bag means you are beyond the frame
of being just a client, but an artist who takes part in Italy’s traditional
creative process.
古代ローマ時代、ルネサンス、バロック時代とイタリアは常に文化の創
造者としてヨーロッパの中心にいました。そのクリエイティブな精神は
現在でも変わることなく続いており、イタリアの生み出す名品はあらゆ
る分野において世界に影響を与えています。
アウグストのバッグをオーダーメイドすること。それは顧客という枠を
超え、創造者として歴史あるイタリアの物作りに参加することを意味し
ているのです。

Optional : Accent White Stitching

Navona
Color : Nero Italia (Black)
Leather : Trajan Leather

Optional : Manico Classico
(Classic design longer handles)

Condotti
Color : Antico Beige (Taupe)
Leather : Trajan Leather
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