


〈ヴァシュロン・コンスタンタン〉
1755年スイスで創業し、一度も時計作りを中断し
たことがないジュネーブ最古の時計ブランド。時
計に精通した顧客に向け、最高峰の職人技と仕
上げを維持しながら、メゾンならではの技法や美
意識が表現された逸品を製造し続ける。

〈コルテ〉
名だたるシューズメゾンのビスポーク部門で技
術を磨いたピエール・コルテが、1990年にフラ
ンスのパリで創業。＂鷲のくちばし＂と呼ばれる
美しい曲線のトウや独創的な色彩表現など、芸
術性を高めた靴作りに定評がある。
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　去る4月、東京・銀座で意外なブラン
ドが新作展示会を合同開催した。一方
は、スイスの高級時計メゾンの〈ヴァシ
ュロン・コンスタンタン〉。もう一方はフラ
ンス屈指のシューズメゾン〈コルテ〉。果
たして両社が歩み寄った理由とは？　
前者の日本法人CEOを務めるヴァンサ
ン・グジェ（写真右）は、こう語る。
「高い品質基準を設定し、卓越性とエ
レガンスを追求するなど、双方のメゾン
は多くの価値観を共有しています。実
は以前パリでも、この２つのブランドは
似たようなコラボレーションイベントを開
催した実績もあるのです」
　ピエール・コルテ（写真左）もヴァンサ
ン・グジェに共感する部分が多いようだ。
「私たちがひとつの靴を作るためには
長い時間を要し、そうしたプロセスを経
て完成した靴は長く履くことができる。
〈ヴァシュロン・コンスタンタン〉とは、そう
したモノ作りの姿勢においても共通点
があると常々感じていました」
　実は〈ヴァシュロン・コンスタンタン〉
は、フランス国立芸術工芸協会とパー
トナーシップを結び、伝統美術工芸の
継承に取り組む活動を続けている。対
して〈コルテ〉のピエール・コルテは、フ
ランス文化省から人間国宝に認定され
た卓越した靴職人。こうした背景も両
社が繋がる理由になり得たのだろう。
「歴史というものは、＂出会い＂にあふれ
ているもの。当社の歴史も、３代目のヴ
ァシュロンが、共同経営者のコンスタン
タンと出会って発展を遂げました」と語
るのはヴァンサン・グジェ。腕時計も靴
も着こなしを完成させるアイテム。２つ
のメゾンの出合いが、今後男性の装い
に新たな価値観を添えるかもしれない。

腕時計と紳士靴の有力メゾンが
歩み寄る理由とは？
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photo : Mamoru Kawakami   text : Takumi Endo

Vincent Gouget
ヴァンサン・グジェ／ヴァシュロン・コンスタンタン ジャパンCEO

Vincent Gouget
Pierre Corthay
ピエール・コルテ／コルテ クリエイティブ・ディレクター
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CLOSET
in Your 時の深遠と向き合う〈パテック フィリップ〉の新作。

夏の気配に気もそぞろになるこの時季こそ、静かに自分と向き合いたい。〈パテック フィリップ〉が刻むのは、そんな
とっておきの時間だ。年次カレンダー搭載フライバック・クロノグラフは、時の深遠について手元で語りかける。
写真＝野口貴司　スタイリング＝中川原 寛　ヘア &メイク＝ TOYO、松本 恵　文＝柴田 充　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   hair&make-up : TOYO, Megumi Matsumoto(es*QUISSE)   
text : Mitsuru Shibata   composition : Keiko Oshima

問パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター ☎03-3255-8109　ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7070

腕時計、ケース径42㎜、自動巻き、RGケース、アリゲ
ーターストラップ、3気圧防水。717万円（パテック 
フィリップ／パテック フィリップ ジャパン・インフ
ォメーションセンター）、ジャケット18万円、Tシャツ
8万1000円（以上ジョルジオ アルマーニ／ジョルジオ 
アルマーニ ジャパン）

年次（アニュアル）カレンダーとは、年に1度
調整するだけで大（31日）と小（30日）の月を
判断し、常に正しいカレンダーを表示する機
構（2月は要調整）。さらにこの時計は60秒間
を任意で測るクロノグラフも装備。1年とい
う長大な時の流れと、1分という＂自分だけ
の連続する瞬間＂を実感させてくれる。中央の
クロノグラフ秒針は、常時動かすことで秒針
の役割も果たす。現代的な実用性に加え、革新
性においては未来まで見据えている。

パテック フィリップの
＂5905＂

WATCH
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CLOSET
in Your

問ラコステお客様センター 70120-37-0202　クルチアーニ 銀座店 ☎03-3573-6059　モスコット トウキョウ ☎03-6434-1070　ヴァレクストラ・ジャパン ☎03-3401-8017　
ボルサリーノ ジャパン ☎03-5413-3954　メルセデス・コール 70120-190-610　トッズ・ジャパン 0120-102-578
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ホワイトが映えるスポーティなアイテムで夏を迎える。
ホワイトは、気品や清廉、安らぎを醸し出す色。だが単に優雅なだけでなく、清々しいスポーツマンシップが思い浮
かぶように躍動感にも富む。この夏はそんなホワイトの持つスポーティな魅力を楽しみたい。

メルセデス・ ベンツの 
＂E 200  カブリオレ スポーツ＂

CAR

トッズの＂Tストラップ スニーカー＂
SNEAKER

A

ABCD

C

BD

スニーカー8万6000円（トッズ／トッズ・ジャパ
ン）、パンツ3万8000円（クルチアーニ／クルチ
アーニ 銀座店）、クルマはCと同じ、その他はス
タイリスト私物

厚底なスニーカーもこの季節は清涼感
あふれるオールホワイトがいい。アッ
パーにはファブリック素材を用い、ま
るでソックスのような履き心地が味わ
えるとともに、幅広ストラップのベル
クロどめでフィット感も高い。そこに
はブランドのイニシャル＂T＂をあしら
い、スポーティなモード感を演出する。

〈メルセデス・ベンツ〉＂E 200 カブリオレ スポー
ツ＂。税込み価格820万円（メルセデス・コール）

夏のツーリング気分を満喫できるのが
オープンエアドライブ。ソフトトップ
を開けた瞬間、気持ちさえも日常から
解放してくれる。クーペを思わせる流
麗なスタイリングにホワイトで統一し
た心地よい4座のインテリアは、車窓
に流れる風景を優雅なヨーロッパのサ
マーリゾートに変えてくれる。

バッグ33万2000円（ヴァレクストラ／ヴァレク
ストラ・ジャパン）、ハット18万円（ボルサリー
ノ／ボルサリーノ ジャパン）、サングラスはAと
同じ、クルマはCと同じ

表の＂IN＂に対し裏は＂VISIBLE＂と記さ
れた大胆なグラフィックは、極細ドリ
ルで革の表面に規則的に穴を開けたパ
ンチング加工を施している。独自の染
料＂コバ＂を用い、手作業で仕上げた縁
の処理も美しい。〈ヴァレクストラ〉ら
しいイタリアンセンスとともに、ホワ
イトレザーに気品が薫る。

ポロシャツ1万5000円（ラコステ／ラコステお
客様センター）、肩にかけたカーディガン10万
9000円（クルチアーニ／クルチアーニ 銀座店）、
サングラス3万4000円（モスコット／モスコッ
ト トウキョウ）、クルマはCと同じ、その他はス
タイリスト私物

ホワイトの持つスポーティさの象徴と
いえばポロシャツ。代表ブランドの〈ラ
コステ〉の＂パリポロ＂は、素材やフィッ
ト感をより現代的に見直した。しっか
りとした台襟はジャケットとも好相性。
あえて控えめなホワイトで仕上げたワ
ニのワッペンや比翼仕立てが、さりげ
なく大人の品格を漂わせる。

POLO SHIRT
ラコステの＂パリポロ＂

BAG
ヴァレクストラの

＂ボクシィ インヴィジブル 
ミディアムトート＂
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CLOSET
in Your 次世代のカウントダウンは手元から。

今どきのラグジュアリーとは単に高級なだけではなく、気持ちを昂揚させるような躍動感が不可欠。スポーツラグジュ
アリー時計の元祖が提案する新作はそんな存在感に満ちる。心揺さぶる品格は、新時代のスタートを予感させる。

問オーデマ ピゲ ジャパン ☎03-6830-0000　ダンヒル ☎03-4335-1755
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腕時計、ケース径41㎜、自動巻き、PGケース、アリゲ
ーターストラップ、3気圧防水。445万円（オーデマ 
ピゲ／オーデマ ピゲ ジャパン）、シャツ5万1000円（ダ
ンヒル）、その他はスタイリスト私物

〈オーデマ ピゲ〉が四半世紀を経て発表した
新作は、新たな1日のスタート1分前を意味す
る＂CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ＂と名づ
けられた。シンプルな丸型に、ブランドコード
である八角形のミドルケースを秘め、ラグの
サイドには大胆なオープンワークを施す。ま
た、見る角度により文字盤のニュアンスが変
化する、独特の視覚効果も新鮮。新開発の自社
キャリバーを内蔵したコンテンポラリークラ
シックなモデル。

オーデマ ピゲの＂CODE 11.59
バイ オーデマ ピゲ・クロノグラフ＂

WATCH
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ジェームス パースの
＂バックパイル スウェットパーカ＂

HOODIE

CLOSET
in Your

問ジェームス パース 青山店 ☎03-6418-0928　フルラ ジャパン 70120-951-673　モスコット トウキョウ ☎03-6434-1070　ゼニア カスタマーサービス ☎03-5114-5300
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休日をスマートに過ごすためのアイテム。
休日とは決して休みにあらず。慌ただしい日常のスイッチをオフし、自分らしさを取り戻す1日でもある。だからこ
そルースに過ごすのではなく、スマートでありたい。そんなスタイルがリラックスをもたらしてくれる。

モスコットの＂ミルゼン＂
SUNGLASSES

エルメネジルド ゼニアの
＂ペッレ テスータ カラー&リード＂

PET GOODS

AC

BD

首輪4万5000円、リード4万5000円（以上エルメ
ネジルド ゼニア／ゼニア カスタマーサービ
ス）、パーカ、TシャツはAと同じ、サングラスは
Cと同じ

休日をともに過ごす相棒にもリラック
スしてほしい。〈エルメネジルド ゼニ
ア〉のカラー &リードは、ブランドが特
許を取得する、極細レザーを織り上げ
た革の生地を意味する＂ペッレ テスー
タ＂。密に織られたレザーは柔らかく軽
量。ラグジュアリー感を伴う快適さに、
相棒もどこか誇らしげに見える。

サングラス3万4000円（モスコット／モスコッ
ト トウキョウ）、パーカ、TシャツはAと同じ

普段かけているメガネよりも遊び心が
楽しめるサングラスもスマートな休日
には欠かせない。1930年代に登場し
たクラシカルなボストンシェイプの＂M 
ILTZEN（ミルゼン）＂は、NYの老舗ブ
ランド〈モスコット〉のアイコンモデル。
風格あるハンドメイドのフレームには
NY流の洗練さと温もりが息づく。

バッグ3万9000円（フルラ／フルラ ジャパン）、
Tシャツ、パンツ、手に持ったパーカは Aと同じ、
サングラスはCと同じ

キャッシュレス化の普及とともに、携
行品も少なくなった。それでもポケッ
トは膨らませたくない。そんなときに
重宝するのがミニショルダー。〈フル
ラ〉のアイコンであるグリッドパター
ンをコーティングキャンバスにプリン
トし、レザーを組み合わせる。両手の空
いた解放感に休日気分も高まる。

パーカ2万9500円、Tシャツ1万9000円、パンツ
3万2000円（以上ジェームス パース／ジェーム
ス パース 青山店）、サングラスはCと同じ、その
他はスタイリスト私物

最高級綿のスーピマコットンならでは
のしっとりとした肌触り。ピグメント
と呼ばれる顔料染めで仕上げ、独特の
風合いのあるカラーを実現した。着用
していくにつれ、デニムのようなエイ
ジングが楽しめるのも魅力。柔らかな
日差しを映し出したような味出しのブ
ルーは1マイルウエアにも最適。

ABCD

フルラの
＂ミニショルダー＂

BAG
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問ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション 70120-346-376　www.harrywinston.com

HARRY
WINSTON
ハッとしてグッとくる休日姿は
＂テニスブレスレット＂でさりげなく。
ダイヤモンドは確実に自分を輝かせ、パワーを与えてくれるもの。その中でも＂キン
グ・オブ・ダイヤモンド＂と称される〈ハリー・ウィンストン〉のダイヤを気負わずに
普段使いしてみる。そんな使い方が日常をより豊かにしてくれる。ラウンド・ダイヤ
モンドを連ねた細身のブレスレットをさらりと纏い、その高揚感を味わいたい。

写真＝野口貴司　スタイリング＝中川原 寛　ヘア & メイク＝ TOYO　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   hair&make-up : TOYO   
text : Takumi Endo   composition : Keiko Oshima

華やぎを添えるのはいつも〈ハリー・ウィンストン〉。

総計約2.5カラットのダイヤモンドを
手作業で配したプラチナ製ブレスレッ
ト。主張しすぎない細身デザイン、美し
さを最大限に引き出すセッティングに
加え、しなやかなつけ心地もグランド
スラム級の出来栄え。ブレスレット236
万円（ハリー・ウィンストン／ハリー・
ウィンストン クライアントインフォ
メーション）、シャツ参考商品（ダンヒ
ル）、肩にかけたカーディガン10万
9000円（クルチアーニ／クルチアーニ 
銀座店）、その他はスタイリスト私物

Round tennis
bracelet

［ラウンド・テニスブレスレット ］

質なダイヤを、さりげなく日
常使いするのも大人の楽しみ。
　なかでも最高品質を誇る

〈ハリー・ウィンストン〉の＂ラウンド・テ
ニスブレスレット＂を身につけてみては
どうだろう。まず、ジュエリーの世界で親
しまれているこの＂テニスブレスレット＂
という名称の由来が面白い。きっかけは、
1970年代に活躍したプロテニス選手の
クリス・エバート。彼女が1989年の全米
オープンにダイヤモンドのブレスレット
をつけて出場し、一躍話題に。高級ジュエ
リーをスポーツ中につけるその感性が、
ワンランク上の日常を楽しむアイデアと
して映ったのだ。日常にクラス感をもた
らすお洒落として、取り入れてみる価値
は大いにありそうだ。
　しかも、このブレスレットは52個もの
ラウンド・ダイヤを極細のプラチナでセ
ットした繊細極まりない仕上がり。つけ
た際のこれみよがし感はいっさいない。
リッチな輝きを自然体でアピールできる
うえ、その優しいつけ心地も魅力。毎日の
ように纏いたくなりそうだ。

上
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温が上昇するにつれて恋しく
なるのが、＂涼＂を感じるアイ
テム。ボーダー柄やリネンの

服などはその好例だが、もし目元に取り
入れるなら〈フレッド〉のサングラスがい
い。＂フォース10＂と呼ばれるコレクショ
ンにラインナップされたこの新作。特徴
は、なんといっても海を感じるモチーフ

が随所にちりばめられていること。テン
プルとリムを繋ぐ特徴的なデザインは、
ヨットで使われるシャックルという吊り
金具がモチーフ。さらにフレームのトッ
プラインも、ゴールドのセーリングロー
プで彩られている。
　ブランドアイコンでもあるこの意匠は、
創業者の長男が愛する妻のために作った

ヨットのケーブルを金具で繋げたブレス
レットから着想を得たものだとか。そん
な海への愛が感じられるサングラスは、
レンズ色も清々しいマリンブルー。見た
目の清涼感に加え、リッチな演出効果も
期待できそうだ。ちなみに、手元につけて
いるのも同シリーズのブレスレット。2
点使いすれば、爽やかさも倍増する。

気

問フレッド ☎03-3263-9413　www.fred.com

涼しげリッチな目元に
夏気分は高まるばかり。
夏気分を高めてくれるカラーは、やはり海のブルー。清涼
感のある着こなしに合わせて、色使いやディテールに海を
感じるサングラスをつけると、街にいても開放感が味わえ
る。マリンブルーのレンズ越しに見える景色はいつもより
爽快。海好きはもちろん夏を愛する大人につけてほしい。

写真＝野口貴司　スタイリング＝中川原 寛　
ヘア & メイク＝ TOYO　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   
hair&make-up : TOYO   text : Takumi Endo   composition : Keiko Oshima

憧れのヨットライフが息づく
〈フレッド〉のサングラス。

FRED

FORCE 10 
Sunglasses
丸みを帯びたモダンなボストンシェイプが特徴的な
1本。紺地のべっ甲柄には、レンズカラーと同じ青を
ちりばめた。前から見るとトップラインがアクセン
トとなり、横顔ではブランドを特徴づけるシャック
ル型の意匠をアピールできる。サングラス8万3000
円、ブレスレット46万4000円（以上フレッド）、ジャ
ケット25万円、Tシャツ3万6000円（以上ジョルジ
オ アルマーニ／ジョルジオ アルマーニ ジャパン）

［フォース10 サングラス］
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間飛行には、決して抗うこと
のできない蠱惑（こわく）的な
ロマンがある。機内から暗闇

に瞬く星を見ていると、まるで夜という
異空間に引きこまれていくような、不思
議な感覚にとらわれるのだ。
「機上にあって、夜があまりにも美しい
と、人は思わずわれを忘れる、人はもう操
縦はしない」と書いたのは、作家でパイロ
ットのサン＝テグジュペリ。その先達で
あり、航空界のパイオニアの飛行家アル
ベルト・サントス＝デュモンもこれに大

いに賛同したに違いない。
＂サントス ドゥ カルティエ＂スケルトン 
ウォッチは、空からのパリの夜景の美しさ
に目を奪われたであろうサントスの高揚
感を再現した。オープンワークとスーパー
ルミノバを施したブリッジは、暗所では
その姿を浮かび上がらせ、通常のスケル
トンフェイスとは異なる表情を見せる。
サントスは夜間の実験飛行時はプロジェ
クターで手元を照らすことを考えたとい
う。そんな夜間飛行に心躍らせ、挑み続け
た男に思いを馳せる逸品がここにある。

夜

問カルティエ カスタマー サービスセンター 70120-301-757

SANTOS DE CARTIER
SKELETON WATCH
昨年のアップデートを経て、よりモダンに磨きをかけた歴史
あるコレクションのひとつ。〈カルティエ〉が先駆となった、
ブリッジに施した数字インデックスのオープンワークや、
工具不要でストラップ交換ができる＂クィックスイッチ＂も
採用。ケースサイズ47.5×39.8㎜、自動巻き、SSケース、ア
リゲーターストラップ、10気圧防水。予定価格275万円（カ
ルティエ／カルティエ カスタマー サービスセンター）

［サントス ドゥ カルティエ スケルトン ウォッチ］

パリの夜景を思わせる
眩いロマンに引きこまれる。
ヨーロッパ初の航空機飛行を成し遂げた飛行家アルベルト・サントス＝
デュモン。その出会いから生まれた1本の時計は、空への憧れと男の情熱を
今も語り継ぐ。新作では夜間飛行のロマンを美しい光に再現した。
写真＝池田佳史　スタイリング＝中川原 寛　文＝柴田 充　構成＝大嶋慧子
photo : Yoshifumi Ikeda(BOIL)   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   
text : Mitsuru Shibata   composition : Keiko Oshima

〈カルティエ〉のスケルトンウォッチをつけると

CARTIER

日中は美しいオープンワークが
施されたスケルトンフェイスと、
それを通して見える精緻なメカ
ニズムを楽しむことができる。
ADLC加工による渋銀のケースも
ダンディズムを感じさせる
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問IWC 70120-05-1868

23

大人を凛 し々く見せるうえ
手元から潮風が薫り立つ。

マリンスポーツを楽しむ休日には、それなりの時計があると気分も高揚する。
そんな相棒は武骨すぎるダイバーズウォッチや、喧騒のビーチを思わせる派手な
スタイルではなく、落ち着いた大人のテイストに潮風を感じる時計がいい。
＂ヨットクラブ・クロノグラフ＂は、その最良にして最善の選択である。

写真＝正重智生　スタイリング＝中川原 寛　文＝柴田 充　構成＝大嶋慧子
photo : Tomoo Syoju(BOIL)   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   text : Mitsuru Shibata   composition : Keiko Oshima

スポーティで品格あふれる〈IWC〉の1本は

I WC
業150年以上を誇る〈IWC〉。 

＂ポルトギーゼ＂はその中で最
長の歴史を持つモデルだが、

そのうち最もスポーティなのが＂ヨット
クラブ・クロノグラフ＂だ。1967年に発表
された、外洋航海を目的にした＂ヨットク
ラブ＂を前身に伝統を受け継ぎ、防水性能
やリュウズガード、ラバーストラップと
いった仕様を備える。
＂ポルトギーゼ＂本来の洗練されたシッ
クなイメージからすると、荒々しい海の
世界に違和感を抱くかもしれない。しか

しコレクションの発祥を振り返れば、そ
れが決して縁遠いものではないことが理
解できるだろう。もともとマリン・クロノ
メーターに匹敵する精度を第一義に、そ
のスペックを備えた大型キャリバーを搭
載し、誕生したからである。
　それでもこの時計の魅力はヨットクラ
ブが醸し出す格式であり、決してひけら
かすことのない品格にある。さりげない
スタイルに同軸クロノグラフの高性能を
秘め、海という大自然に対峙する男の勇
気と意思、そして優しさが漂うのである。

創

PORTUGIESER 
YACHT CLUB
CHRONOGRAPH 
搭載するクロノグラフは、12時位置のサブダ
イヤルに時と分の積算針を同軸で備える。ひ
と目で経過時間を読み取ることができ、12時
間までの積算を可能にしながらも、シンプル
な基本デザインを崩さない。文字盤のカラー
は、ビジネスシーンにも違和感なく馴染むホ
ワイトと、サンレイパターンが美しいスレー
トカラーを揃える。ケース径43.5㎜、自動巻き、
SSケース、ラバーストラップ、6気圧防水。各
129万5000円（以上IWC）

［ポルトギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフ］



ァッションの世界では、いま
やコラボレーションが一大ト
レンドになっている。この流

れを時計にいち早く取り入れたのが〈ウ
ブロ〉だ。＂アート・オブ・フュージョン（異
なる素材やアイデアの融合）＂という独自
のブランドコンセプトに基づき、既成概
念にとらわれない新たな魅力を引き出す
パートナーとして2016年に選んだのが

〈ベルルッティ〉だったのだ。
　時計と靴という画期的なコラボレーシ
ョンは、〈ベルルッティ〉を代表するヴェ

ネチアレザーをストラップに用いるばか
りでなく、文字盤にも採用。素材の革新と
いう〈ウブロ〉の面目躍如になった。その
後、両ブランドの融合はさらに進化を遂
げ、新作ではブラッシュド加工を施した
ケースにもカリグラフィをあしらったも
のに。より一体感を増したのである。
　まるで時を刻みこんだようなスタイル
は、個性的でありながら手首につけた瞬
間から自然に馴染む。そこには、大切に手
入れをして履きこんできた靴と同様に、
男の風格と気品が漂うのだ。

フ
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昨年登場したクロノグラフのホ
ワイトモデルに、今年は3針のタ
イプが加わった。日本限定100
本。6/19（水）ウブロブティック
各店にて先行発売予定。ケース
径45㎜、自動巻き、チタンケース、
ヴェネチアレザー×ラバースト
ラップ、5気圧防水。144万円（ウ
ブロ／LVMH ウォッチ・ジュエ
リー ジャパン ウブロ）

Classic Fusion 
Chronograph Berluti

［クラシック・フュージョン クロノグラフ ベルルッティ］

時計のベースは、＂クラシック・フュージョン クロノグラフ＂。
文字盤とストラップに使用したヴェネチアレザーは、パターン
製造、加工、カッティングから組み立てまで、すべて靴と同じ製
法をとっている。さらにケースは、〈ベルルッティ〉の象徴的な
シグネチャーであるスクリットが施された初の仕様となった。
コールドゴールドとコールドブラウンというカラーもそれぞれ
個性的。世界限定各200本。6/19（水）ウブロブティック各店に
て先行発売予定。ケース径45㎜、自動巻き、ヴェネチアレザー×
ブラックラバーストラップ、5気圧防水。右：ブロンズケース
222万円　左：チタンケース200万円（以上ウブロ／ LVMH ウォ
ッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ）

HUBLOT
風格とカリグラフィの気品が
美意識を高めてくれる。

〈ウブロ〉と〈ベルルッティ〉の新作コラボ時計は

時計と靴は、男にとって欠かせない嗜好品。この２つを
融合したのが〈ウブロ〉。名門〈ベルルッティ〉とのコラボレーションは、
4年めを迎えてより進化を遂げ、男の気品ある趣味を表現する。
そして＂アート・オブ・フュージョン＂の志はさらなる高みへと至る。
写真＝正重智生　スタイリング＝中川原 寛　文＝柴田 充　構成＝大嶋慧子
photo : Tomoo Syoju(BOIL)   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   text : Mitsuru Shibata   
composition : Keiko Oshima

Information

最 新 作 が 揃 う「The Art 
of Fusion–革新性とヘリ
テージの融合–」が、6/19

（水）～25（火）に伊勢丹新
宿店本館1階＝ザ・ステー
ジで開催予定。



の意味は、その時代や文化を
反映する。たとえばレインボ
ーカラーであれば、LGBTの

シンボルとなり、現代における自由や解
放、多様性を象徴する。そして〈ウブロ〉が
日本限定モデルにブルーとホワイトを選
んだのも、極めて慧眼といえるだろう。
　古来日本において、ブルーは粋や伊達
の色とされてきた。それは日常に根ざし
た藍であり、北斎や広重のジャパンブル
ーは世界を魅了した。一方、ホワイトは清
潔や無垢を伴う神聖な色でもある。白木
や白装束など宗教祭祀に用いられ、なに
ものにも染まらない、常に磨き上げる精
神性とも結びついている。
　こうした色を与えられた時計は、クロ
ノグラフ、トノウ型ケース、自社ムーブメ
ントといった、それぞれの異なる個性に
日本らしい輝きを纏う。世界のファンも
羨む美しい限定仕様であり、この国でし
か手に入れられないのはやはり特別。ま
さに〈ウブロ〉と日本が築いてきた深い信
頼関係と互いの文化への理解から生まれ
た、＂アート・オブ・フュージョン＂なのだ。

色
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問LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ ☎03-5635-7055　www.hublot.com

Big Bang Unico
Black & White

［ビック・バン ウニコ ブラック&ホワイト］

ブランドアイコンの＂ビッグ・バン＂誕生
10周年を祝し、自社ムーブメント＂ウニ
コ＂を搭載した日本限定モデル。通常、裏
面にあるクロノグラフ機構を前面に移し、
ホワイトベースにブラックがその精緻を
際立たせる。ケース径45㎜、自動巻き、チ
タンケース、ホワイトアリゲーター×ブ
ラックラバーストラップ、10気圧防水。
204万円（ウブロ／ LVMH ウォッチ・ジュ
エリー ジャパン ウブロ）

Spirit of Big Bang
Titanium 
White Diamonds

［スピリット オブ ビッグ・バン 
チタニウム ホワイト ダイヤモンド］

ブランドで今最も注目を集めるトノウ型ケー
スに、ベゼルには156個のダイヤを2連でセッ
ティング。異素材を融合したケースやスケル
トンダイヤル、ストラップには白をあしらい、
ラグジュアリー感を醸し出す。ケースサイズ
45㎜、自動巻き、チタンケース、ホワイトアリ
ゲーター×ブラックラバーストラップ、10気
圧防水。311万円（ウブロ／LVMH ウォッチ・
ジュエリー ジャパン ウブロ）

Classic Fusion 
Chronograph Titanium 
Deep Blue

［クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ディープブルー］

ブランド創業当初のクラシックなスタイルを＂フュージョ
ン＂で再解釈し、モダンなデザインを融合した人気コレクシ
ョン。シンプルな2カウンターのダイヤルに、日本限定仕様
のブルーのグラデーションダイヤルがマッチ。ケース径45
㎜、自動巻き、チタンケース、ブルーヴィンテージアリゲー
ター×ブラックラバーストラップ、5気圧防水。116万円（ウ
ブロ／LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ）

屈指の人気モデルも
日本限定なら特別感が違う。

色使いに心惹かれる〈ウブロ〉もある。

色によって大きく印象が変わるのも時計。だからこそ〈ウブロ〉は
そのクリエイションも柱に据え、デザインだけでなく、素材の
開発にも余念がない。そんな中、発表されるたびに大きな注目を
集める日本限定モデルに選んだのも、特別感のある色だ。

Information

右ページで紹介した＂ベルルッティシリーズ＂は、下
記のウブロブティックのみで先行販売。左ページの
日本限定のモデルも取り扱いあり。是非お近くのシ
ョップで手に取って試してみてはいかがだろうか。
ウブロブティック銀座 ☎03-3569-3600
ウブロブティック大阪 ☎06-6121-4531
ウブロブティック京都 ☎075-533-2711
ウブロブティック伊勢丹新宿店（6/19オープン）
☎03-3352-1111
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問グッチ ジャパン カスタマーサービス 70120-88-1921　www.gucci.com

一目置かれるジャケット姿は
アイコニックなトートとともに。
ジャケットの装いは、ひとつ間違うとまわりと似たり寄ったりな
印象になりがち。その中でまわりの印象に残る装いを狙うなら、バッグを
チェンジするのが一番の近道に。アイコニックな意匠を満載した
〈グッチ〉のトートなら、頭ひとつ抜きんでた装いが楽しめそうだ。
写真＝正重智生　スタイリング＝中川原 寛　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Tomoo Syoju(BOIL)   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   
text : Takumi Endo   composition : Keiko Oshima

お洒落感度の高さで選ぶなら〈グッチ〉。

GUCCI

会った人の記憶に、不思議と
残る。そういう人のことを思
い返すと、自分を特徴づける

持ち物や着こなしで自分らしさを表現し
ていることが多い。要はそうした行為に
よって自分自身をアイコン化し、印象的
なキャラクターを演出しているわけだ。
　そんな自己演出効果が期待できそうな
のが、このトートバッグ。フロントにはウ
ェブ ストライプが走り、その最上部には

＂インターロッキングG＂と呼ばれるディ
テールが存在感を放っている。これだけ

〈グッチ〉を象徴する意匠が満載されてい
れば、このバッグ自体が記憶に残るアイ
コニックな存在に。それでいてトートの
イメージをいい意味で裏切る品格を持ち
合わせているので、ジャケットスタイル
の気分転換を図るにもうってつけだろう。
もちろん、これでジャケットの着こなし
に新鮮さを加えれば、出会った人の記憶
にも残るに違いない。ちなみに、バッグ自
体は2WAY仕様で肩掛けも可能。カジュ
アルな装いでも、一目置かれる着こなし
を演出してくれそうだ。

出

Large Tote Bag
ウェブ ストライプを走らせた上品な縦長フォル
ムも、〈グッチ〉を象徴するデザイン。上質なレザ
ーでボディにトリミングをきかせ、コットンキャ
ンバスにはエイジング加工をさりげなく施した。
W41×H44×D3㎝。バッグ22万円、ジャケット48
万円、ベスト16万円、シャツ6万8000円、ネクタイ
2万4000円、サングラス4万5000円（以上グッチ／
グッチ ジャパン カスタマーサービス）

［ ラージ トートバッグ ］
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問オリスジャパン ☎03-6260-6876　www.oris.ch/jp/

ORIS
時を経ても美しい〈オリス〉＂ダイバーズ65＂。

クラシックな夏スタイルには
味なダイバーズがよく似合う。
リゾート感あふれるクラシックなジャケット姿は大人の嗜み。そんな姿でコロニアル風のバーで1杯
というのも風情があっていい。そんなときは、時計もヴィンテージ感漂うものが粋な雰囲気作りにひと役
買ってくれる。お誂え向きは〈オリス〉＂ダイバーズ65＂。味があって力の抜けた佇まいがなんともたまらない。

写真＝正重智生　スタイリング＝中川原 寛　文＝八木悠太　構成＝大嶋慧子
photo : Tomoo Syoju(BOIL)   styling : Kan Nakagawara(CaNN)   text : Yuta Yagi   composition : Keiko Oshima

Oris Divers Sixty-Five
［ オリス　ダイバーズ 65 ］

右は、海の青緑色を想起させるディープグリ
ーンダイヤルの新作。逆回転防止ベゼルの外
周には、ブロンズをあしらう。左は、ブロンズ
とステンレススチールでバイカラーに見せた
新作。ブロンズのインデックスがレトロ感を
誘う。ともにインデックスと針にスーパール
ミノバが施されていて、暗闇での視認性を高
めている。ケース径40㎜、自動巻き、SSケース、
レザーストラップ。右：22万2000円　左：23万
4000円（以上オリス／オリスジャパン）、ジャ
ケット31万円、Tシャツ3万1000円、水玉のポ
ケットチーフ1万5000円（以上ダンヒル）、そ
の他はスタイリスト私物

時を超えても色褪せない
レトロな味わいが魅力のダイバーズ。
ブランド初のダイバーズウォッチが登場したのが1965年。そして当時の見た目
そのままに、現代の性能や素材使いで復刻させたのが、この＂ダイバーズ65＂。大
きく湾曲したドーム型風防や、経年変化が楽しめるブロンズ素材のベゼルと味
なレザーストラップを備え、変わることのない価値を楽しめるのが魅力。こんな
時計なら、Tシャツで過ごす休日はもちろんクラシックな大人の装いにも味わい
を添えてくれるはず。長く付き合えるのはこんな時計かもしれない。

ドーム型風防には耐傷性のあ
るサファイアクリスタルを用
いて、クリアな視認性を確保。
内側には無反射コーティング
を施しているため、水中でも
しっかりと時刻を把握できる

Information

国内初のオリスブティックが 6／22（土）に銀座並木通りにグランドオ
ープン。フラッグシップシリーズの＂ビッグクラウン＂コレクション
をはじめ、今回紹介した＂ダイバーズ65＂コレクション等、国内最大
級の品揃えに。また、6／20 日（木）～ 7／31（水）まで、オリスブティ
ック及び全国のオリス正規販売店にて、〈オリス〉の高性能ダイバー
ズウォッチコレクション＂アクイス＂全商品を対象に、オリス アク
イスフェアを開催。海やアウトドアで活躍する夏に向けて、好みのダ
イバーズウォッチをこの機会に見つけてみては？
j東京都中央区銀座 4-3-14 和光オリスビル 1F ☎03-6260-6876



先によって選ぶ服が変わるよ
うに、それに合わせたシュー
ズやバッグなども変わるもの。

もちろんサングラスも然り。たとえばこ
の夏、南国リゾートへ行く予定があるな
ら、一体どんなサングラスを選んだらよ
いのだろう。非日常を楽しみたいならカ
ラーフレームのもの。プールサイドで清

涼感を楽しみたいなら、選ぶフレームは
クリアタイプ。リッチな雰囲気作りには、
日差しを受けて輝くメタルフレームあた
りもいいかもしれない。
　では、ご覧の〈ポリス〉の新作はどうだ
ろう。透け感のあるフレームは、とにかく
今季らしいもの。目が透けて見えるライ
トカラーレンズもとても涼しげで、南国

ならではの開放感を味わうにはうってつ
けではないだろうか。しかも、フロントの
枠の中にメタルフレームが埋めこまれて
いて、見る角度によってそれがキラリと
光る。そんな仕掛けが、サングラス姿をひ
と味違う印象にしてくれる。これさえあ
れば、リゾートでも街でも＂一目置かれ 
る＂お洒落が楽しめるはずだ。

旅

問ポリス トウキョウ ☎03-6455-2580
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涼しげリッチなサングラスは
リゾートでこそ本領発揮。
そろそろバカンスの準備をはじめたい時季。行き先が南国リゾートなら
サングラスも一新。気分を新たにしたい。〈ポリス〉の新作はクリア
フレームからメタルが透けるデザインで、今季らしいトレンド感がある。
型は極めてベーシック。爽快感を楽しめる一方大人らしさを損なわない。

写真＝池田佳史　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Yoshifumi Ikeda(BOIL)   text : Takumi Endo   composition : Keiko Oshima

＂透けメタル＂が夏気分を誘う〈ポリス〉の新作。

POLICE

MARK 3
クラシックでクセのないボストン
シェイプだから大人らしい印象を
しっかりキープ。もちろん顔馴染
みのよさもポイント。テンプルに
は弾力性をもたせたメタルをあし
らい、優しい装用感に。また、モダ
ンと呼ばれるテンプルエンドには
フロントと同じ素材を採用。肌当
たりの優しい仕上がりにした。ブ
ランドロゴもここにさりげなく施
されている。各2万1000円（以上ポ
リス／ポリス トウキョウ）

［マーク 3］

BLACK

GRAY

CRYSTAL

HAVANA

日本人に嬉しい
アジアンフィッティング

海外ブランドでは珍しいノーズパ
ッド付きのアジアンフィットが嬉
しい。メガネのようにズレにくく
快適なかけ心地をもたらす

渋谷の〈ポリス〉の旗艦
店には、6月公開予定
の映画『メン・イン・ブ
ラック：インターナシ
ョナル』オフィシャル
サングラスがお目見え。
3500本の数量限定で、
5月下旬より全国の眼
鏡店で発売予定。

Information



FIRST CLASS AMENITY
For Your Ultimate Time on Board!

乗アナウンスを待つファース
トクラスラウンジでは、シワ
ひとつないスーツや、ハイヒ

ール姿の搭乗客を見かけることが少なく
ない。ロングフライトには窮屈そう？　
だが、そんなことを気にする必要はない。
ファーストクラスの機内には、くつろぐ
ためのウエアやスリッパがあり、アイマ
スクや歯ブラシ、スキンケア製品など、必

要なものはすべて用意されているから。
なかでも各社が力を入れているのが機内
で配られるアメニティ。高級ブランドと
コラボするなど、オリジナルデザインの
ポーチや高級コスメといった、ほかでは
手に入らないアイテムが揃う。お気に入
りのアメニティをもらうために次のフラ
イトの航空会社を選ぶというのも、旅の
楽しみのひとつとしておすすめしたい。

搭

ANA (All Nippon Airways) [ 全日本空輸 ]

今年3月から新デザインとなったポーチは、英国の老舗鞄ブランド〈グローブ・トロッター〉とのコラボ。
中身は資生堂の〈ザ・ギンザ〉で、高級美容液エッセンスエンパワリングも入っている。

Lufthansa [ ルフトハンザ ドイツ航空 ]

ドイツの〈ウィンザー〉のポーチに、スイスの〈ラ・プレリー〉の高級コスメ。
女性用の白いポーチはストラップを取り外しできるデザインとなっている。
このアメニティは英国の業界専門誌の読者投票で1位に選ばれた。

Air France [ エールフランス航空 ]

ポーチは同社のシンボルである、翼のあるヒッポカン
ポス（海馬）がデザインされているエレガントなオリジ
ナル。その中には、パリの高級エステサロン〈カリタ〉の
フェイシャル、ボディケア製品一式が揃う。

British Airways
[ ブリティッシュ・エアウェイズ ]

ポーチと機内用ウエアは、ともに英国の高級ファッシ
ョンブランド〈テンパリー・ロンドン〉とのコラボ。コス
メは英国を代表するスパブランド〈エレミス〉で、高級
ライン＂プロコラジェン＂の保湿クリームも。

SWISS
[ スイス インターナショナル エアラインズ ]

スイスを代表するブランド〈バリー〉のポーチに、同じ
くスイスの高級ブランド〈ラ・プレリー〉のコスメ。目元
の乾燥を防ぐ高級クリーム＂スキンキャビア ラックス 
アイクリーム＂も入っている。

Etihad Airways
[ エティハド航空]

アラブ首長国連邦のアブダビを
拠点とする〈エティハド航空〉。
アメニティはイタリア職人が手
掛ける老舗ブランド〈アクア デ
ィ パルマ〉のポーチとコスメ。
機内シャワールームのシャンプ
ーなども同ブランドの製品。

American 
Airlines
[ アメリカン航空 ]

ロサンゼルスのレザーブラ
ンド〈ディス イズ グラウ
ンド〉の機能的なポーチに、
シンガポールの〈アライズ
オブスキン〉のコスメ。コー
ド類を束ねる結束ホルダー
や、両ブランド製品の割引
券も入っている。

Qatar Airways
[ カタール航空 ]

ミラノの老舗バッグメーカー
〈ブリックス〉のポーチに、イタ
リア貴族が手掛けるカステッロ 
モンテヴィビアーノ ヴェッキ
オ社のコスメ。ポーチにはスト
ラップを付けてバッグとしても
使うことができる。

QANTAS
[ カンタス航空 ]

オーストラリアのファッション
ブランド〈マーティン・グラン
ト〉のポーチに、同国の自然派ブ
ランド〈オーロラ・スパ・リチュ
アルズ〉の化学物質不使用のコ
スメ。アイマスクは顔にフィッ
トする立体構造仕様。

雲の上の時間を快適にしてくれる、とっておきのアイテム。
ファーストクラスでは機内で過ごすための準備は必要ない。機内用のウエアからスキンケアまで、
すべてが揃っているから。今回は、各社が工夫を凝らしたアメニティポーチの中身をご紹介しよう。
文＝たかせ藍沙　text : Aisha Takase

問ANA www.ana.co.jp　JAL www.jal.co.jp　エールフランス航空 www.airfrance.co.jp　ルフトハンザ ドイツ航空 www.lufthansa.com　エティハド航空 www.etihad.com　カタール航空 www.qatarairways.com　
カンタス航空 www.qantas.com　スイス インターナショナル エアラインズ www.swiss.com　ブリティッシュ・エアウェイズ www.britishairways.com　アメリカン航空 www.aa.com

JAL (Japan Airlines) [ 日本航空 ]

イタリア高級ブランド〈エトロ〉が航空会社とはじめて
コラボしたポーチは、往路と復路で異なるデザインで、
コスメも〈エトロ〉オリジナル。日本到着便には＂めぐり
ズム 蒸気でホットアイマスク＂が入っている。
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時を忘れてもお洒落は忘れず。

ビーチバカンスには
心が喜ぶアイテムを。
心地よい潮風に癒されながら、時を忘れてくつろぐ夏のビーチバカンス。そ
の清々しさは、一年の中でもこの時季にしか味わえない。そんなかけがえ
のない時間だからこそ、ファッションもプレミアムな気分になれるものを。上
質で最高のビーチアイテムが、心が弾むバカンスへと誘ってくれる。
写真＝野口貴司　スタイリング＝中川原 寛　ヘア & メイク＝松本 恵　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi   styling : Kan Nakagawara(CaNN)  
hair&make-up : Megumi Matsumoto(es*QUISSE)   text : Takumi Endo   composition : Keiko Oshima

問エルメスジャポン ☎03-3569-3300

大海原のようなモザイク柄に〈エルメス〉の＂H＂
がちりばめられていることは、わかる人にしか
わからない。そのさりげなさに加え、ひとつのア
ートピースのようなグラフィックがセンスの違
いを印象づけるポイントに。デザインは、気楽に
穿けるボクサーショーツタイプ。トップを着れ
ば、そのままビーチタウンにも繰り出せる。スイ
ムショーツ6万9000円、サンダル5万6000円、ブ
レスレット5万5000円、ビーチタオル2万9000
円（以上エルメス／エルメスジャポン）

海と一体になれる水着で
心の底から夏を楽しむ。
サーフィンは波との一体感が味わえる
が、海とシンクロする感覚はビーチで
も体験できる。その入り口となるのが

〈エルメス〉のスイムショーツ。メゾン
を象徴する＂H＂モチーフでモザイク柄
を描いたテキスタイルは、パリの石畳
のようであり、刻々と表情を変える海
原のようでもある。ギリシャの避暑地・
キクラデス諸島周辺のエーゲ海をイメ
ージした配色との相乗効果で、波打ち
際にすっと溶けこめる。海の一部にな
ったような感覚は、すこぶる爽快だ。

HERMÈS
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ドローストリングスを備えたトップの開口部か
ら内部にアクセスする設計。側面には大型のジ
ップポケット付き。金具はヴィンテージ風のゴ
ールドカラー。革製のトリミングも海に映える
配色。W31×H42×D21㎝。バックパック31万円、
バックパックに掛けたスカーフ6万円、Tシャ
ツ6万9000円、パンツ16万8000円、サングラス7
万円、ラバーストラップの腕時計59万円、ネッ
クレス5万4000円（以上ルイ・ヴィトン／ルイ・
ヴィトン クライアントサービス）

ビーチが似合う男の背中に
海色使いの＂モノグラム＂を。
海辺の景色と馴染みがいいマリンカラ
ーを彷彿とさせるデニムのインディゴ
色。そのカジュアルで潮風香るような
素材に＂モノグラム＂をちりばめたのが、
〈ルイ・ヴィトン〉のバックパック。デニ
ムといってもプリントではなく、織り
で柄を描いた贅沢なもの。それでいて、
クライマーが持つバッグに着想を得た
デザインは、大きな開口部から荷物を
詰めこめる設計が持ち味。ビーチ映え
して、使い勝手も良好。まさに夏のバカ
ンスの相棒にぴったりなのでは？

LOUIS VUITTON

問ルイ・ヴィトン クライアントサービス 70120-00-1854
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問ロロ・ピアーナ銀座並木通り本店 ☎03-3572-0303

サイズのバリエーションが豊富なのも同社のト
ートバッグの強み。撥水と防汚加工が施されて
いるので、水際や砂浜での使い勝手も良好。ウェ
ット用、ドライ用、小物用の3つの防水ポーチが
付属。右：バッグW40×H39×D36㎝。22万円　
左：バッグW47×H29×D17㎝。17万6000円、
シューズ8万1000円、シャツ8万5000円（以上ロ
ロ・ピアーナ／ロロ・ピアーナ銀座並木通り本
店）、その他はスタイリスト私物

バカンス慣れしているかは
バッグを見ればわかる!?
ビーチでくつろぐひとときは、バカン
スのハイライト。なぜならそこは、心の
底から優雅な気分を満喫できる場所だ
から。そんな気分を台ナシにしないよ
う、持ち物にも手を抜かないのが大人
の流儀。だからこそ、必携品を詰めこむ
バッグも〈ロロ・ピアーナ〉に。ストライ
プ柄が目を引くこのバッグは、上質な
コットンリネン仕立て。しかも、濡れた
水着と着替えを個別に収納できる防水
ポーチも付属している。使いこなせば、
リゾート慣れして見えること請け合い。

LORO PIANA
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スペインのイビザ島の伝説のブティックとして
知られる＂パウラズ イビザ＂とタッグを組んだ
コレクションの最新作。ゆったりとした身頃と
フードを採用する一方で、着丈はブルゾン風の
短丈。リラックス感がありつつも洗練された印
象で着こなせる。ジャケット15万円、ショーツ6
万4000円、ブランケット参考商品（以上ロエベ
／ロエベ ジャパン カスタマーサービス）

天然素材の心地よさが
渚の爽快感の追い風に。
波打ち際に佇んだときにカラダを包む、
暑い日差しと爽やかな海風。その心地
よさを損ねないよう、羽織りものにも
こだわりたい。この夏のおすすめは、
〈ロエベ〉のフード付きアウター。ヘン
プとリネンを混紡した風合い豊かなボ
ディは、肌当たりが爽やかで着心地も
軽快。左右の身頃のストライプ柄が異
なるという、ちょっとした遊び感覚も
心を自由にしてくれる。その癒し系の
着心地とラフな見た目で、ビーチでの
開放感もいっそう高まりそうだ。

問ロエベ ジャパン カスタマーサービス ☎03-6215-6116

LOEWE 
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問阪急メンズ大阪 ☎06-6361-1381　www.hankyu-dept.co.jp/mens/

HANKYU MEN'S OSAKA
〈阪急メンズ大阪〉が提案する

地球にも人にも優しい
お洒落の新基準とは？
自然を身近に感じたいと願う都市生活者が増え、世の中的にもサステイナブル＝持
続可能という考え方が重要視されるようになってきた。〈阪急メンズ大阪〉では今、そ
んなマインドを後押しするキャンペーンを展開中。人はもちろん自然にも優しく、エシ
カルであることが、これからのお洒落の確実なスタンダードになる。

写真＝野口貴司　スタイリング＝中川原 寛　ヘア & メイク＝ TOYO　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi  styling : Kan Nakagawara(CaNN)  hair&make-up : TOYO  
text : Takumi Endo  composition : Keiko Oshima

BAM
［ バム ］

〈阪急メンズ大阪〉のキュレーション型ストア“ガラージュ 
D.エディット”で展開中のネクタイブランド〈バム〉。この
ブランドとの限定企画として、オリジナルのボウタイを
製作。今回の企画に賛同し、〈オールモストブラック〉等、
ここで展開中のブランドより無償で提供された残布を使
用。いずれも世界でひとつしかないデザインで、45本の
みの数量限定品という希少価値の高さも魅力。ギフトと
しても喜ばれそうだ。

好きなものを手に入れたら、
それが社会貢献になる時代。
環境保護なんていうと大げさに聞こえるが、き
っと現代の都市生活者の誰もが、未来に向けて
持続可能な社会を目指したいと願っているはず。
では、そんな思いを手軽に表現できるものと
は？　おそらくそのひとつが、毎日のように身
に纏うファッションではないだろうか。“ネイチ
ャー・イン・ザ・シティ”という年間テーマを掲げ
た〈阪急うめだ本店〉と〈阪急メンズ大阪〉には、
そんなことに気づかせてくれる企画が目白押し。
たとえば、現在展開中の“グッド・フォー・グリー
ン”というキャンペーンがそれ。最近はサステイ
ナブルなモノ作りに取り組むハイブランドも増
えており、そうしたエシカルなファッションア
イテムを発見できる面白さがある。
　さらにここだけの限定企画として製品化した
数量限定アイテムも展開。〈阪急メンズ大阪〉で
楽しみながら買い物をしていたら、それが環境
に優しいアイテムだった。そんなふうに、エシカ
ルなお洒落が身近に感じられそうだ。

_01
LORO PIANA

［ ロロ・ピアーナ ］

環境に配慮した服を数多く展開する
〈阪急メンズ大阪〉。このコートも然
り。ボディには〈ロロ・ピアーナ〉独自
の技術を駆使した＂グリーン・テクノ
ウール＂を使用。これは、スーパー150＇s
メリノウールに植物原料から製造し
たナイロン糸を融合した新素材。お
堅いトレンチコートとは違い、着心
地はしなやか。コート36万6000円、
ニット13万9000円、パンツ〈参考色〉
6万8000円、バッグ36万6000円（以
上ロロ・ピアーナ／阪急メンズ大阪）、
その他はスタイリスト私物

縦糸のバイオベースナイロン糸は、
化石燃料ではなく、トウゴマ種子由
来の天然ポリマーが原料。タスマニ
ア産のメリノウールと組み合わせ、
優しい風合いに仕上げた

残布のプリントを生かしたリメイクによって、
従来のボウタイにはない柄表現が可能に。左
右で柄が異なるデザインやポップな配色が魅
力。1万6500円（バム／阪急メンズ大阪）

Information

＂モノを作るとき、売るとき、使うとき、自然環境や社会環境のこと
を考えて、私たちにできることが、きっとあるはず。未来のために、
まずは小さなアクションでも。みんなで、一歩ずつ、取り組んでい
きましょう＂。そんな想いをこめて取り組む＂GOOD for GREEN＂
キャンペーンは、〈阪急うめだ本店〉と〈阪急メンズ大阪〉で6/4（火）
まで開催中。ファッションだけでなく、五感を通じてエシカルで新
しいライフスタイルの魅力を堪能できる。

＂GOOD for GREEN＂キャンペーンを開催中。
ノベルティのフェアトレード雑貨〈ラ
ブ&センス〉のアクセサリーは、WFTO

（世界フェアトレード機関）に加盟する
タイの女性グループのハンドメイド。
6/1（土）、6/2（日）〈阪急メンズ大阪〉で
対象商品をお買い上げのお客様に各日、
先着順でプレゼント。

ノベルティはフェアトレード製品。

_02

34



GREAT EXPLORE
Have a Deep Experience! ローカルスタッフによる筋書きのないツアーが面白い。

その土地に詳しいのは、ガイドブックよりもなによりもそこに住む人。ローカルが
超穴場を案内する “インサイダーツアー” では、ルートに決まりはなく、参加者
の興味のままに進むことも。今回はタイでおすすめのホテル主催ツアーを紹介。
文＝古関千恵子　text : Chieko Koseki
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ロングテールボートに乗り、
細い支流を進む。川沿いの
民家へ立ち寄り、住民との
交流も。観光とは違う地元
の暮らしに触れられる

スマートなデザインの
スピードボートで、サ
ムイ島沖に点在する
島々へ。海辺でのラン
チもポップでお洒落に
演出をしてくれる！

洒落なデザインホテル〈Ｗ〉は、
ホテルごとに“Ｗインサイダ
ーツアー”を開催。タイのサム

イ島〈Ｗコーサムイ〉では、スタッフのケ
ントさんイチ押しの“タイの湾岸を探検
するＷスピードボート体験”がおすすめ。
ビーチから流線形が美しいスピードボー
トに乗船、まずはサンゴ礁が広がるワオ
島でスノーケリング。そしてハイライト
のアントン海洋国立公園へ。“タレーナイ
（内陸の海）”と呼ばれる湖やエメラルド
湖の周辺をクルーズし、風光明媚な景色
を堪能。ランチは、海洋ジプシーの村で伝
統的なメニュー、または〈Ｗコーサムイ〉
のレストランチームによるピクニックラ
ンチを。午後は、隠れ家ビーチで昼寝や散
策など、のんびりと過ごす。オプションで、
カヤックをレンタルすることもできる。
サムイ島からの1日ツアーで人気のアン
トン海洋国立公園を、混雑知らずの貸し
切り状態で満喫できるプラン。1回3万
9000バーツ（最大10名、8時間）。

お

街の運河をまわり
今までと違う地元を体験。

01

湾岸をスピードボートで
巡りながら癒される。

02

都バンコクの暮らしの大動脈、
チャオプラヤ川。エメラルド
寺院訪問やディナークルーズ

がポピュラーだが、〈アナンタラ・バンコ
ク・リバーサイド・リゾート〉の“クロン・
グル・ツアー”はひと味違う。タイ語で“ク
ロン”という迷路のような支流を、昔なが
らのロングテールボートに乗って分け入
っていく。案内をするのは“グル”と呼ば
れるこの界隈の達人だ。今回、探検するの
はクロン・ダオ・カノンとクロン・バン・ク
ン・ティエン。基本ルートは、運河沿いに
連なる伝統的な木造家屋や、アユタヤ時
代に造られた寺院、築100年を超える王
族の屋敷などを巡り、アーティストハウ

スでランチをとる。面白いのが、グルが川
沿いで買ったパンで川魚に餌づけをした
り、民家を訪問して暮らしぶりを案内し
たり、思いつくままに行動すること。立ち
寄る寺院も名所ではなく、日常的に地元
の人が参拝するようなところばかり。知
る人ぞ知るバンコクの素顔が見られる。
1人1回5500バーツ（税別）。

首

アナンタラ・バンコク・リバーサイド・リゾート

DATA

〈ANANTARA RIVERSIDE BANGKOK RESORT〉

 257/1-3 Charoennakorn Road,
Thonburi, Bangkok, Thailand
☎+66-2-476-0022
https://www.anantara.com/ja/riverside-bangkok

Wコーサムイ

DATA

〈W KOH SAMUI〉

 4/1 Moo 1 Tambol Maenam, 
Surat Thani, Koh Samui,84330 Thailand
☎+66-77-915-999
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/
usmwh-w-koh-samui/

ラオスやミャンマーとの国境近い
〈アナンタラ・ゴールデン・トライア
ングル・エレファント・キャンプ＆リ
ゾート〉では、象の保護施設を併設。
そこに暮らす象とマホート（象使い）
と一緒に散歩を楽しむ。象はジャン
グルや川辺を気ままに歩きながら、
水浴びをし、新芽を美味しそうに食
べ、仲間とたわむれ……。象の自然な
姿を間近で見られる。A：国境の川
を望むヒルトップサラ　B：水浴び
を楽しむ象の親子　C：先住民のア
ートで飾られた客室のテラスから、
隣国の山並みを望む　D：荘厳な趣
の＂エレファント・バー＂

ほかにもこんなツアーがある！
B A

CD

オーストラリアの〈Ｗブリスベン〉で“タンガル
ーマアイランドリゾートへのクルーズ旅行”は
いかが？　ブリスベンから船で約75分のモー
トン島にある、自然豊かなタンガルーマアイラ
ンドリゾートへ。四輪バギーで疾走し、沈船ス
ポットでシュノーケリングなど楽しんだ後は、
シーフードランチを満喫。浜辺に訪れる野生
のイルカとの触れ合いも。A：モートン島タン
ガルーマアイランドリゾート　B：透明度の高
い海でシュノーケリング　C：一番人気は、日
没時に現れる野生のイルカなどへの餌づけ　
D：砂を巻き上げて4輪バギーで風を切る！

ほかにもこんなツアーがある！
D C B A
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問 HARUMI FLAG PAVILION ☎0120-863-063
問サザビーリーグ ☎03-5412-1937　ファッションボックスジャパン ☎03-6452-6382

心の華やかさを楽しみながら、
一方で家に帰ればいつでも海
の存在を感じられる。そんな

ライフスタイルが東京で送れるとした
ら？　こんな贅沢はないだろう。しかし
2022年、それは実現する。それが、晴海
五丁目に完成予定の〈ハルミ フラッグ〉
だ。3方向が海に囲まれた分譲マンショ
ン。目の前に広がるレインボーブリッジ
や、湾岸エリア、東京タワーなどを見渡せ
る、そんな様々な眺望が魅力。
　晴海埠頭の南端という立地で、海も空
も光もたっぷり。心地よさを堪能するべ
く造られた天井の高い室内は、窓を開け
るとリビングとバルコニーが一体となる

開放的な作り。さらに船窓を思わせる間
接照明など、海のエッセンスがあちこち
にちりばめられているのも心弾むはず。
　海を愛する人にふさわしいといえるこ
のマンション。なかでも注目なのが、カル
フォルニアのカルチャーやファッション
を紹介するライフスタイル誌『Safari』の
世界観をテーマにした部屋だ。編集長が
セレクトした家具と空間がコラボレーシ
ョンし、＂海沿いに住む理想のアーバンラ
イフ＂を作り上げた。都会にいながら、外
部の視線を気にしなくていいプライベー
ト感。そして海と空を堪能できるエクス
クルーシブな眺望。ほら、想像しただけで
も2022年の完成が待ちきれないはず。

都

URBAN OASIS
Stylish Room with a Fine View!

〈ハルミ フラッグ〉には憧れのライフスタイルがある。
都心の一等地にありながら、東京湾を堪能できる分譲マンション〈ハルミ フラッグ〉。このスペシャルな空間に

『Safari』の世界観をテーマにした部屋が登場する。青い海と空が望める理想のライフスタイルがここにある。
写真＝今江寿之　スタイリング＝浅井秀規　ヘア＆メイク＝城生なみ子　文＝木内アキ 

photo : Toshiyuki Imae   styling : Hidenori Asai   
hair&make-up : Namiko Shiroo(+nine)   text : Aki Kiuchi

写真上／男：シャツ2万5000円（フランク＆アイリー
ン／サザビーリーグ）、デニムパンツ4万円（リプレ
イ／ファッションボックスジャパン）　女：ワンピー
ス2万4000円（デミリー／サザビーリーグ）
写真下／男：カーディガン2万5000円、カットソー 1
万4000円、ショーツ1万5000円（以上ベアフット ド
リームズ／サザビーリーグ）　女：ニット2万4000円

（デミリー／サザビーリーグ）、ショーツ2万8000円
（ユニオンランチ／サザビーリーグ）

リビングとバルコニーがスムース
につながる段差のないフラットな
空間。休日はテーブルを半分だけ
外に出し、海風を感じながらゆっ
たりとコーヒー、なんて贅沢も。

バルコニーとの段差を
なくして内外を一体化。

close up!

A：天井の高いリビングはオープンな造り。
脚を伸ばして寛げるカウチ＆ソファはオー
ダー家具で人気の〈エリア トウキョウ〉に

『Safari』編集長が別注をかけたスペシャ
ルデザイン。こだわりは背もたれの柄を１つ
ひとつ変えたファブリック。壁には波を思
わせるアートも　B：淡グレーの壁に、ホワ
イトのシーザーストーンが映えるキッチンは
使い勝手も優秀。継ぎ目のないカウンター
の天板は、調理はもちろん掃除も楽ちん。
足元の前後には鍋などの調理器具がきれ
いに収まる収納も完備　C：ダブルベッ
ドの横にはカウチスペース。眠りにつく前
の読書などに最適。休日ならコーヒー＆トレ
イを持ちこんで、ここで朝食を摂るのもいい

C B

A

まるで海にいるように
  落ち着くリビング

料理がもっと楽しくなる
  広々としたキッチン

遊びのある2ブロックの
 ベッドルーム

〈ハルミ フラッグ〉は、晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業に
よって誕生する都市開発プロジェクト。官と民との連携によって誕生する
街は、住宅だけでなく、商業施設や保育施設、シニア住宅などもまるごと
整備。さらに、小中学校・広大な公園・マルチモビリティステーションが併
設される、まさにALL IN TOWN。分譲街区は4145戸。多様なライフス
タイルの人々が心地よく暮らせるよう、提供するルームバリエーションは
1260種類というこだわりよう。銀座から直線約2.5㎞、東京駅から直線
約3.3㎞という都心近接地。3方向を海に囲まれた晴海埠頭の南端とい
う特性を生かし、東京湾に臨む圧巻の眺望を満喫することができる。

〈ハルミ フラッグ〉とは？

※掲載の写真は〈ハルミ フラッグ〉、レファレンスルーム95typeを撮影（2019年3月）したものです。家具・調度品などは販
売価格に含まれません。一部オプション仕様が含まれています。窓外の眺望は現地（SEA VILLAGE A棟）16階相当の高さ（約
52m）から南東方向を撮影（2018年3月）した眺望写真を合成したもので実際とは異なります。



Impressing with its Sharper Contours!

SUV COUPÉ
美意識の高い人にはSUVクーペがあります。
みなさんから見て、素直にかっこいいと思えるクルマはどれほどあるだろうか？　オープン
カーやスポーツカーならまだしも、SUVは？　思い当たらない人はこちらをご覧あれ。
文＝九島事務所　text : Kushima Of fice

が経てば常識が変わる。先日、
スーパーのドリンク売り場で
そんなことを感じた。目の前

に並ぶペットボトルに入った＂水＂の種類
の多さ。国内外から運ばれた色とりどり
のラベルがキレイに並べられている。し
かもそこには最近流行りの炭酸水も。少
なくとも’80年代にこんな光景を拝むこ
とはなかったはずだ……。
　これをクルマ業界に置き換えると、ペ
ットボトルの水はSUVだと思う。20世紀
ではレアな存在も今日ではデフォルト。
街の自販機で目にする水のごとく、道路
を走るSUVの割合は高い。そしてその中
での嗜好品となる炭酸水は、ここでスポ
ットを当てるSUVクーペ。ペットボトル
の水（＝SUV）でことは足りるが、あえて
選ばせていただくなら炭酸水（＝SUVク
ーペ）といった感じだ。
　というつもりで自動車業界を見渡すと、
SUVクーペが増えているのに気づく。か
つてキワモノ的に扱われていた〈ビー・エ
ム・ダブリュー〉X6は弟分にX4を持った
り、ライバルの〈メルセデス・ベンツ〉から
もGLCクーペやGLEクーペがラインナ
ップされている。
　そして今回、ついに〈ポルシェ〉までも
がSUVクーペなるものを登場させると
アナウンスした。その名はカイエン クー
ペ。今年の上海モーターショーで発表さ
れたモデルだ。右上の写真をご覧いただ
きたい。リアピラーの角度はかなり寝て
いてスタイリングがシュッとしているの
がよくわかる。まぁ、そもそもスポーティ
なイメージのカイエンですから違和感な
くできていますがね。思わず「前からあっ
たっけ？」と言いたくなるような自然な
仕上がりである。
　さらにいえば、前述した X4も昨年後
半にフルモデルチェンジ。第2世代へと
突入した。先代ではちょっと遠慮がちだ
ったスタイリングが今回は堂々としたも
のとなり、迫力を数倍増している。流行り
の大型キドニーグリルと合わせ、存在感
はものすごい。ちなみに、今年になって
X5のフルモデルチェンジも発表。という
ことは、その派生となるX6の変更も間近。
SUVクーペは業界的に増えることはあ
っても減ることはなさそうだ。
　ということで、ペットボトルで普通の
水ではなく炭酸水を買う方はSUVクー
ペを気にとめてみてはどうだろう。嗜好
性の強いアナタにぴったりハマるかも。
そうそう、レストランでイタリアンを食
べるときに炭酸水をオーダーする方も。
自動車業界の炭酸水がカーライフをシュ
ワシュワッと気持ちよくしてくれるかも。

時

問ポルシェ カスタマーケアセンター 70120-846-911　BMWカスタマー・インタラクション・センター 70120-269-437

※掲載商品お問い合わせ先／ P18：クルチアーニ 銀座店 ☎03-3573-6059　P19：ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7070　P27：ダンヒル ☎03-4335-1755

A：リアドアより後ろは専用に設計された。よってリアはスタンダード
ボディよりもワイドになり全高も20㎜低くなる　B：インパネ周りは
特に変更はない。5連メーターも存在する　C：エンジンは2種類で、3ℓ
V6ターボ（340ps）と4ℓ V8ツインターボ（550ps）となる

今年4月上海モーターショーでワールドプレミアされたカイエンクー
ペ。日本でも価格が発表され予約注文がはじまった。特徴はスタイリン
グで、スタンダードボディのカイエンよりも全高は低くなる。新装備

＂ポルシェ・アクティブ・エアロダイナミクス（PAA）＂は、固定式ルーフ
スポイラーとアダプティブリアスポイラーが接地圧を高めるもの。

エアロダイナミクスがSUVの走りを変える。

PORSCHE Cayenne Coupé
［ ポルシェ カイエン クーペ ］

A

C B

A：リアスポイラーの役目も持たすデザインのテールゲート。テールラ
ンプも新デザインで個性的なリアエンドを飾る　B：高級感を醸し出
しながら、スポーティな雰囲気が漂うダッシュボード　C：エンジンは
2ℓ直4ターボ（252ps）と3ℓ直6ターボ（360ps）が用意される

〈ビー・エム・ダブリュー〉は自社のSUVをSAV（スポーツ・アクティビテ
ィ・ビークル）と呼び、SUVクーペをSAC（スポーツ・アクティビティ・
クーペ）と名づけている。X4はもちろん後者。昨年ジュネーブショーで
お披露目され、9月から日本で発売を開始。ベースとなるのはX3。今回
そのモデルチェンジに伴い、X4は2世代めへと進化した。

SUVクーペの先駆者は独自の道を歩む。

BMW X4
［ ビー・エム・ダブリュー X4 ］

A

C B

Porsche C
ayenne C

oupé
ポ

ル
シ

ェ
 カ

イ
エ

ン
 ク

ー
ペ

B
M

W
 X

4
ビ

ー・エ
ム

・ダ
ブ

リ
ュ

ー
 X

4

37



マカオの最旬レストランで美食に酔いしれる。
マカオといえば、近年はコタイ地区のIR（統合型リゾート）の登場で観光産業の発展が目覚ましい。IRとは、カ
ジノだけでなくホテルやショッピングモール、劇場や国際会議場などがある複合施設のこと。とりわけマカオの
IRは、どこもレストランの質が極めて高い。今回はカジノだけではない美食のマカオの魅力をご紹介しよう。MACAU
取材・文＝中村孝則　text : Takanori Nakamura 

カオのグルメといえば、広東
料理や福建料理に加え、旧宗
主国のポルトガル料理の影響

を受けた独自の料理が挙げられる。アジ
ア海洋圏の交通の要所であることから、
マラッカなどの交易でマレー系の料理や
アフリカ系料理のエッセンスなども取り
入れた、ユニークなフレーバーが特徴で
ある。そうしたマカオの伝統的な料理は、
今でも旧市街のあちこちのレストランで
楽しむことができる。それはそれで魅力
的なのだが、筆者が注目するのは、近年、
発展著しい埋立地のコタイ地区にあるIR
のレストランである。IRとは、日本では単
なるカジノだと思う人が多いが、カジノ
を中心にホテルやショッピングモールや
劇場、そしてレストランなどの統合型リ
ゾートのことだ。むしろIRの老舗のラス
ベガスでは、カジノ以外の売り上げのほ
うが多いというのが現状。日本でも法整
備が着々と進んでいるが、IRはカジノを
やらない人も存分に楽しめる施設である
ことを、今一度理解する必要があると思
う。観光誘致のキーコンテンツになると
いうメリットも含めてだ。その意味でマ
カオのIRのレストランは特筆に値すると
思う。どの施設も豊富な資金と深い食文
化を背景に、ユニークで質の高いレスト
ランが目白押しだからである。
　折しも、今年の３月には＂アジアベスト
レストラン50＂の2019年度のアワード
が、マカオのIRのウィン・リゾーツで開催
されたばかり。これは、マカオ政府観光局
がIRのレストランの魅力を発信するため
に誘致したものであった。今回は、筆者の
独断で、３店舗をご紹介しておくが、これ
以外でも、多種多様なレストランがひし
めき合っているので、カジノ以外のIRの
魅力を知る、という意味でも是非一度訪
れてほしいと思う。日本からは、マカオ航
空の直行便のほか、昨年末に香港とマカ
オを結ぶ海上橋、港珠澳大橋が開通した
ばかりだから、香港経由のアクセスがし
やすくなっているというのも魅力だ。

マ

1964年神奈川県葉山生まれ。ファッショ
ンからカルチャー、美食などをテーマに新
聞や雑誌、テレビで活動中。主な著書に
『名店レシピの巡礼修業』（世界文化
社）がある。2013年より＂世界ベストレス
トラン５０＂の日本評議委員長も務める。さ
らに、グラナパダーノとパルマハムの親
善大使に任命されている。

取材・文 中村孝則　美食評論家

Gastronomic City

こちらは、アジアを代表するスターシェフ、アンド
レ・チャンが、ウィン・パレス内に新たに立ち上げ
たモダンな四川料理店。アンドレは、フランスの名
店で修業を積み、シンガポールのレストランで大
成功を収めた。だが、その店を閉め、その後の動向
が注目されていた。そんな中、新たなクリエイショ
ンの舞台の１つがここ。今度は、四川料理をテーマ
に、彼らしい独自の創作料理を提供している。

アンドレ・チャンがプロデュースする
超モダンな四川料理が味わえる店。

Sichuan Moon
[ スーチョワンムーン ]

DATA

 Wynn Palace Macau Av. da Nave Desportiva, 
MO Avenida Da Nave Desportiva Cotai
☎ +853 8889 8889

日本から空輸された食材で
本格的な日本料理を堪能。

こちらは、昨年オープンしたばかりのホテル、モー
フィアスの中のモダン中華。このホテルは鬼才ザ
ハ・ハディッドが設計したことでも話題だが、この
店内のデザインもザハが担当した。その空間で食
すこと自体もエンターテイメントだが、料理の
数々も繊細かつ創意にあふれていて美味しい。

今マカオで最も注目される中華料理店。
YI [ イー ]

DATA

 Morpheus at City of Dreams, 
     Estr do Istmo, Cotai
☎＋ 853-8868-3446

Y
i

イ
ー

M
izu

m
i

ミ
ズ
ミ

Sichuan M
oon

ス
ー
チ
ョ
ワ
ン
ム
ー
ン

A：四川料理を代表する１つ、サワー・スパイシー・
スープをアンドレ風にクリエイションしたひと皿
B：炭火焼きされたチリ風味のキング・クラブの脚
は絶品！　C：こちらもスープの別バージョン　
D：＂アジアベストレストラン50＂やミシュランな
どでも高い評価を得ているアンドレ・チャン

A：ユニークな形状と風味のアミュ
ーズ　B：客席は巨大な鳥かごの
ような空間の中に設置されている。
こちらもザハらしいユニークな設
計　C：鳩はマカオ料理の伝統的
な食材のひとつだが、繊細な火入
れで極上の一品に仕上げている

DATA

 Wynn Macau Macau 
R. Cidade de Sintra, 
MO Rua Cidade de 
Sintra NAPE
☎ +853 8986 3663

C B

A

B

A

C

D

こちらは和牛の炭火焼き。
テーブルに小さな炭台が
持ち出され、自分で火入れ
を調整できる趣向

ウィン・リゾーツの中にあるこの
店は、テーブル席のほかに寿司カウ
ンターなども配し、豊富なメニュ
ーから自由なスタイルで日本料理
を楽しめる趣向。マカオにいながら、
質の高い日本料理や日本酒が味わ
えるのは嬉しい。贅を尽くしたユ
ニークなデザイン空間も楽しい。

MIZUMI
[ ミズミ ]
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