








〈アルマーニ/リストランテ東京〉
晴海通りや銀座の街並みを一望する、〝アルマーニ
/銀座タワー〞内にあるイタリアン・ファインダイ
ニング。新エグゼクティブシェフ就任を記念して
用意された秋のコース〝カルミネ・アマランテ〞は、
カルミネの独創性と伝統が同居する、全11皿のス
ペシャルコース。ランチとディナーで楽しめる。
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　美食家でもあるジョルジオ・アルマー
ニ自らがディレクションを手掛け、その
世界観を表現した〈アルマーニ/リストラ
ンテ東京〉。東京でも指折りのイタリア
ン・ファインダイニングとして知られる
同店だが、その新エグゼクティブシェフ
に歴代最年少の29歳という若さで、ナポ
リ出身のカルミネ・アマランテが就任し
た。前職ではミシュラン１つ星を有した
ハインツベック東京のエグゼクティブシ
ェフとして活躍。15歳で料理の世界に
飛びこみ、南イタリアの2つ星レストラ
ンであるドンアルフォンソ1890を筆頭
に、世界の名店で腕を磨いてきた秀英だ。
その手腕は就任記念コースでもいかんな
く発揮。北海道産ウニや飛騨牛などの和
食材とイタリアの伝統料理を融合させた、
贅沢なハーモニーを演出している。
「和食材で繊細な味わいを表現していま

すが、故郷・ナポリの郷土料理が軸になっ
ています。食べながら目を閉じると、イタ
リアの風景をイメージできる。そんな体
験をしてもらえたら嬉しいですね」
　フロアにも頻繁に顔を出してゲストの
感想に耳を傾けるなど、若き情熱的なシ
ェフとしての顔を持つ彼だが、自身の料
理と〈ジョルジオ アルマーニ〉の服に共
通点を感じているのだという。
「〈ジョルジオ アルマーニ〉の服の魅力
は、着たときの美しさだけではありませ
ん。その着心地のよさが記憶に残る服で
もあります。一方私が作る料理も、食べて
いる瞬間はもちろん楽しんでいただけま
すが、数日後のふとした瞬間にその味わ
いが記憶として蘇る。そんな料理を提供
したいと願って作っています」
　味覚に加え、記憶まで楽しませてくれ
る料理。これは体験せずにはいられない。

若き実力派シェフが理想とする食体験とは？
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問エルメスジャポン ☎03-3569-3300

CLOSET
in Your デザイン性の高いコートを着ると、気分が高まる。

ロングパーカ79万5000円、シャツ7万5000円、パンツ
21万2000円、シューズ16万4000円（以上エルメス／エ
ルメスジャポン）

ミリタリージャケット風のデザインを斬新な
コートにアレンジした〈エルメス〉のロングパ
ーカ。馴染みのあるテイストだが新鮮さは群
を抜く。ゆったりとしたサイジングに、ニット
のリブ襟を備え、首元からの冷気の侵入も防
ぐ。脱着式フードは異なる着こなしが楽しめ
るうえ、撥水加工を施したサージ素材やジッ
パー付きの大型ポケットなど、実用性とデザ
インを両立。落ち着いたトーンは、その洗練さ
れた機能美を冬の街にも際立たせる。

エルメスの〝ロングパーカ〞

MILITARY
OUTERWEAR

H
erm

ès
エ

ル
メ

ス

いくつになっても新しい挑戦は気分を高める。それはコート選びひとつとってもそう。〈エルメス〉は、
コンテンポラリーなデザインに落ち着きあるミリタリーカラーを組み合わせ、お洒落する喜びを与えてくれる。
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＝柴田 充　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi   styling : Kan Nakagawara（CaNN）   hair&make-up : Megumi Matsumoto   
text : Mitsuru Shibata   composition : Keiko Oshima
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問モンクレール ジャパン　70120-977-747　モンクレール ルネット　☎03-6804-3652　ガーミンジャパン　☎0570-049530　完実電気　☎050-3388-6838　トッズ・ジャパン　70120-102-578

CLOSET
in Your ジム通いが楽しくなるスポーティアイテム。

カラダを動かす心地よさとは裏腹に、冬のジム通いはなんとも気が重くなる。だがこんなアイテムがあれば
そんな怠け心も一蹴できるだろう。手にすれば気分も盛り上がり、その瞬間からトレーニングははじまる。

バング&オルフセンの
〝Beoplay E8 SPORT
オキシジェン ブルー〞

BLUETOOTH
EARPHONE

ガーミンの〝ソーラー充電 
ウェアラブル スポーツ ウォッチ〞

SPORT WATCH

トッズの
〝ノーコード X ハイトップ〞

SNEAKERS

A

ABCD

C

BD

シューズ9万9000円（トッズ／トッズ･ジャパ
ン）、その他はAと同じ

クラシックなドレスシューズとカジュ
アルなスニーカーを融合させた＂ノーコ
ード＂のシリーズ4作めが、スタイリッ
シュなハイトップで登場。見た目のボリ
ューム感に対し、軽量かつソフトな履き
心地が味わえる。シューレースは調節
可能なメタルクラスプでとめ、スリッポ
ンのように簡単に脱ぎ履きできる。

イヤホン3万5455円（バング＆オルフセン／完
実電気）、ダウンはAと同じ

いまやワイヤレスイヤホンは日常ツー
ルのひとつ。〈バング＆オルフセン〉の
新作は、防水性能、バッテリー性能、サ
ウンドクオリティを向上。深さ1mの 
水中でも30分間耐え、本体のタップで
曲送りや電話対応などができる。操作
や通話のために、ランニングやトレー
ニングを中断しなくてもすみそうだ。

腕時計12万円（ガーミン／ガーミンジャパン）、
その他はAと同じ

スポーツ仕様のスマートウォッチの弱
点だったバッテリー問題が、ソーラー充
電の採用で解決した。ロングトレイルで
も躊躇なく使え、むしろ日々使うことで
バッテリーは持続する。多彩なスポーツ
に対応し、音楽再生機能やスマホとの
ペアリングも可能。こんな時計なら、冬
のジム通いを後押ししてくれるだろう。

ダウンジャケット31万1000円、Tシャツ3万
2000円、パンツ4万4000円、バックパック11万
円（以上モンクレール／モンクレール ジャパ
ン）、サングラス3万6000円（モンクレール／モ
ンクレール ルネット）

軽量で暖かいダウンジャケットは、トレ
ーニングウエアの上に着るにも便利。千
鳥格子柄のシェットランドウール生地
を使用したエレガントなスタイルは、ス
ポーティなアイテムとは思えないほど。
ジムの行き帰りをお洒落に演出してく
れる。防寒性の高い襟にはフードを収納
し、ライナーも脱着式で使い勝手がよい。

DOWN 
JACKET
モンクレールの
〝BESS〞
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充電状態は時計上で確認でき、世界4万1000
コースを収録したゴルフアプリも楽しめる
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［ 公式ホームページ ］ 
http: //www.tobu-dept.jp/
ikebukuro/tnb/twwf2020/

出品ブランド
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5230
544万円
ケース径38.5mm、自動巻き、
18KRGケース、アリゲーターストラップ、
３気圧防水、キャリバー 240 HU

ブランドが生み出した複雑機構ワール
ドタイム。10時位置のプッシュボタ
ンを押すと、時針、24時間リング、都
市リングの3つが動く仕組み。文字盤
の外周には、世界の主要都市の名前を
配し、その内側にアワーリングを備え
ている。白と黒で昼夜を表現している。

大人ともなれば自分の価値基準を持っているもの。時計選びも、その信条に
沿って選べばよいだろう。しかしながら、魅力的なモデルは多いし、その活
躍シーンもあれこれと思い浮かべると思いのほか、悩んでしまうことも。な
らば、そこは最高峰の１本を手にすることで解決したい。〈パテック フィリ
ップ〉の5230は、ワールドタイムを備えたハイクラスモデル。ローズゴール
ドの品格あるケースに、ギョーシェ彫りで華麗な装飾を施した文字盤。手元
に置いた瞬間から、ワンランク上の貫禄を身に纏うことができるはず。

心を満たしてくれるのは最高峰の腕時計。

［ パテック フィリップ ］
PATEK PHILIPPE

スウェードテイラードジャケット11万円（タリアトーレ／トレメッツォ）、タートルネックニット3万 
5000円（ドルモア／バインド ピーアール）

変化の時代に選びたい、
自分だけの1本がここにある。

新しい時代の幕開けは、誰しもが期待感を募らせ、
胸躍らせるもの。そんな高揚感のある中で選ぶ時計は、

＂最高峰の1本＂か、それともオンオフ楽しめる実用性のある
＂スポーツウォッチ＂だろうか。眺めるたびにうっとりする

＂エレガントウォッチ＂もいいだろうし、精巧なメカニズムに唸る
＂スケルトンウォッチ＂にも惹かれるはず。

悩みは尽きないところだが、まずはフェアを堪能し、
心ゆくまで自分だけの1本を選んでみてはいかがだろうか？

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　トレメッツォ ☎03-5464-1158　バインド ピーアール ☎03-6416-0441
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問ピアジェ コンタクトセンター 70120-73-1874　ジラール・ペルゴ／ソーウインドジャパン ☎03-5211-1791  フランク ミュラー ウォッチランド東京 ☎03-3549-1949  
セイコーウオッチお客様相談室 ☎0120-061-012  カルティエ カスタマー サービスセンター 70120-301-757  LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー ☎03-5635-7054　リーミルズ エージェンシー ☎03-5784-1238

問オメガお客様センター ☎03-5952-4400  IWC 70120-05-1868  ロンジン ☎03-6254-7350  ブライトリング・ジャパン ☎03-3436-0011　RCTジャパン ☎03-6303-1039

LONGINES
［ ロンジン ］

コンクエスト 
V.H.P.
15万9000円
ケース径41㎜、クォーツ、
SSケース＆ブレス、50m防水、
キャリバーL288

ブラックPVDを施したケースと、市松
模様の文字盤がタフでスポーティな印
象。ムーブメントは年差±5秒という
高い精度を誇る。衝撃が加わったとき
や磁場にさらされたときに、ギアポジ
ション探知システムを使用することで
針を自動的に補正することができる。

OMEGA
［ オメガ ］

スピードマスター 
ダーク サイド オブ ザ ムーン 
アリンギ
116万円
ケース径44.25㎜、手巻き、
セラミックケース、ラバーストラップ、
50m防水、キャリバー1865

スイスのセーリングチームとコラ
ボレーションしたモデル。ケース
はブラックセラミック製で、精悍
さあふれる装いになっている。文
字盤はアルミニウム製のスケルト
ン仕様。ムーブメントには、アリン
ギの新型ボートから着想を得たカ
ーボンやハニカム柄を施している。

IWC
［ アイ・ダブリュー・シー ］

ポルトギーゼ・ヨットクラブ・
クロノグラフ
140万円
ケース径44.6㎜、自動巻き、SSケース＆
ブレス、60m防水、キャリバー89361

新たにストラップをブレスレットタイプ
に変更した新作ポルトギーゼ。これによ
り、さらにスポーティな仕上がりに。12
時位置には、60分と12時間積算計を同
軸表示したサブダイヤルを配置。6時位
置には、日付表示入りのスモールセコン
ドを配するお馴染みのデザインが秀逸。

日本限定500本

BREITLING
［ ブライトリング ］

クロノマット JSP 
ローマンインデックス ブラック 
マザー オブ パール リミテッド
108万円
ケース径44㎜、自動巻き、
SSケース＆ブレス、200ｍ防水、キャリバー01

自動巻きクロノグラフの代名詞的存在
で、文字盤には天然素材マザーオブパ
ールを使用している。本来は真珠色だ
が、あえて精悍なブラックを採用。これ
により、夜空に光る星雲のような美し
い色合いを実現。ローマンインデック
スがなんとも知的な印象でエレガント。

オンとオフ両方で楽しめるスポーツウォッチ。
スポーツウォッチといえば、日常的で実用性のあるタイムピースを想像するだろう。
しかしながら、最近ではその垣根もなくなってきた。実用的でありながら、高級感を纏い、
高いデザイン性が備わっている。そんなスポーティな1本が、大人を品格ある佇まいへと導く。

01

シェルパーカ8万9000円（ピークパ
フォーマンス／RCTジャパン）
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問ピアジェ コンタクトセンター 70120-73-1874　ジラール・ペルゴ／ソーウインドジャパン ☎03-5211-1791  フランク ミュラー ウォッチランド東京 ☎03-3549-1949  
セイコーウオッチお客様相談室 ☎0120-061-012  カルティエ カスタマー サービスセンター 70120-301-757  LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー ☎03-5635-7054　リーミルズ エージェンシー ☎03-5784-1238

うっとりするほど洗練されたエレガントウォッチ。
大人にとっての時計は、優れた機能性はもちろん、見た目の上品さも重要なポイント。洗練されたタイム
ピースがあれば、手元がぐっと華やぐだろう。ふと、気がつけばまわりの視線を集めているに違いない。

02

CARTIER
［ カルティエ ］

パシャ ドゥ カルティエ
71万円
ケース径41㎜、自動巻き、SSケース＆ブレス

（レザーストラップ付属）、100m防水、
キャリバー1847MC

ギョーシェ彫りを施した文字盤の中央に、
フィリグラン（線状装飾）のレイルウェイ
ミニッツトラックを配置。円形ケースと
文字盤のスクエアデザインの対比が絶妙
で、お洒落。青色に輝くブルースピネルは
リュウズカバーだけでなく、中のリュウ
ズにもあしらわれている。

Vネックニット3万2000円（ジョン スメドレー／
リーミルズ エージェンシー）

ピースがあれば、手元がぐっと華やぐだろう。ふと、気がつけばまわりの視線を集めているに違いない。

FRANCK MULLER
［ フランク ミュラー ］

ロングアイランド レリーフ
160万円
ケースサイズ45×32.5㎜、自動巻き、
SS×18KPGケース、クロコダイルストラップ、
日常生活用防水

ステンレススチールと18Kピンクゴールドを
組み合わせたケースが華やか。文字盤はギ
ョーシェ彫りで装飾。放射状に波が広がる
かのような美しい模様があしらわれている。

GIRARD-PERREGAUX
［ ジラール・ペルゴ ］

1966 オリオン
96万円
ケース径40㎜、自動巻き、SSケース、
アリゲーターストラップ、30m防水、
キャリバーGP03300-0132

オリオン座から着想を得たロマンチックなモ
デル。文字盤にアベンチュリンを使用し、
銀河のような煌めきを表現。リーフ針とバー
インデックスが上品さを醸している。

PIAGET
［ ピアジェ ］

アルティプラノ マニュアル
192万8000円
ケース径38㎜、手巻き、18KPGケース、
アリゲーターストラップ、３気圧防水、
キャリバー430P

ダークブルーのサンレイ仕上げを施したラッ
カー文字盤は気品たっぷり。18Kピンクゴ
ールド製ケース、厚さ２.1㎜の極薄ムーブメ
ント搭載と、実にエレガントなドレスウォッチ。

世界限定300本

GRAND SEIKO
［ グランドセイコー ］

SBGX330
160万円
ケース径38㎜、クォーツ、
18KYGケース、クロコダイルストラップ、
日常生活用防水

従来のザラツ研磨を進化させた技法を採用
し、宝珠のようなゆがみのない輝きを実現。
針やインデックスのシャープでキレのある造
形が、エレガントさを際立たせている。

57万5000円
ケース径42㎜、自動巻き、SSケース＆ブレス、100m防水、キャリバーホイヤー02

シルバーのステンレススチールケースをポリッシュ仕上げとサテン仕上げで丁寧に磨き
分け。サンレイ仕上げのブルーのダイヤルがドレッシーな印象に仕上げている。サブダイ
ヤルはいずれもレコード引きで装飾。あらゆる手元にフィットする快適さも備えている。

TAG HEUER
［ タグ・ホイヤー ］

タグ・ホイヤー カレラ 
キャリバー ホイヤー02

クロノグラフ
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問LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー ☎03-5635-7054 問LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ ☎03-5635-7055  ジャケ・ドロー ブティック銀座 ☎03-6254-7288　クロノスイス／栄光時計 ☎03-3837-0783  ハミルトン スウォッチ グループ ジャパン ☎03-6254-7371

HUBLOT
［ ウブロ ］

ビッグ・バン インテグラル チタニウム
222万円
ケース径42㎜、自動巻き、チタニウムケース&ブレス、
10気圧防水、
キャリバーHUB1280（自社開発・製造〝UNICO〞）

誕生15周年を迎えたビッグ・バン。その新作は、初の統
合型ブレスレットを採用。ケースからラグ、そしてブレ
スレットへ。まるでシームレスに繋がっているかのよ
うな美しさ。チタニウムケースのため軽量で、つけ心地
は極上。インデックスはバータイプを採用している。

「時計は小宇宙」と形容されることがある。それは、わ
ずか40㎜のケースに、いくつもの精巧なパーツが収め
られているから。技術の粋を結集させた複雑構造は、
眺めているだけで感性が刺激されてくる。そして、それ
を存分に堪能できるのがスケルトン仕様の1本だ。

精巧なメカニズムに魅了される
スケルトンウォッチ。

03

HAMILTON
［ ハミルトン ］

ジャズマスター 
スケルトン
14万5000円
ケース径40㎜、自動巻き、SSケース、
カーフストラップ、50m防水、
キャリバーH-10-S

ブランドのシンボルでもある＂スパイキー H＂ロゴ。そ
れを文字盤のカットアウトに融合させた遊び心あるモ
デル。そのHの隙間から、ムーブメントの精巧な動きが
楽しめる。針とカーフストラップのブルーが高級感を
演出。パワーリザーブが80時間とタフなのも魅力的。

JAQUET DROZ
［ ジャケ・ドロー ］

グラン・セコンド スケルトン 
プラズマセラミック
257万円
ケース径41.5㎜、自動巻き、プラズマセラミックケース、
ファブリックストラップ、３気圧防水、
キャリバーJaquet Droz 2663 SQ

ブランド初のプラズマセラミックをケース素材に採用。
その特徴は金属片を一切加えることなく表現したメタ
リックな光沢。硬質な雰囲気は、シックで大人の装いに
ぴったり。さらに限界まで入念にくり抜かれた文字盤
は、まるで輪列が宙に浮いているかのような美麗さ。

CHRONOSWISS
［ クロノスイス ］

フライング・グランドレギュレーター 
スケルトン限定モデル
135万円
ケース径44㎜、手巻き、SSケース、
アリゲーターストラップ、
30m防水、キャリバーC677S

12時位置の時表示サークル、6時位置の秒表示サーク
ル、そして外周の分表示サークルが文字盤のベース部
分よりも高い位置へとセット。まるで空中に浮いてい
るかのような多層構造となっている。オニオンスタイ
ルのリュウズはブランドの特長のひとつ。

世界限定30本
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問LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー ☎03-5635-7054

これまでに３度、オリンピックで公式計時を務めてきたスポ
ーツウォッチの名門ブランド。1860年に創業者エドワード・
ホイヤーがスイス・サンティミエに工場を設立したのがはじ
まり。100分の１秒を計測できる＂マイクログラフ＂を世界で
はじめて開発するなど、その技術力の高さは折り紙つき。常に
革新的な開発に取り組むなど、その存在は時計界でも傑出。

常に挑戦を続けている時計界の雄。

［ タグ・ホイヤー ］
TAG HEUERタグ・ホイヤー 

カレラ キャリバー ホイヤー02　
スポーツクロノグラフ
70万5000円
ケース径44㎜、自動巻き、SSケース、
アリゲーターストラップ、100m防水、
キャリバー ホイヤー02

デザインをリニューアルし、美しさが際立つようにな
った新作カレラ。タキメーターを刻んだベゼルは、軽量
で傷がつきにくいセラミックを採用。バーインデック
スや針などに18Kローズゴールドを配し、艶感を加味。
ラグジュアリーな装いの１本は、大人にこそふさわしい。

PICK UP BRAND
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問ロンジン ☎03-6254-7350 問シャネル カスタマー ケア　70120-525-519

2000年に発表した、〈シャネル〉初の本格的機械式腕時計J12。
さらなるエレガンスを志向しリニューアルされたJ12は、リ
ュウズやベゼルがスリムに仕立て直されている。オリジナル
のDNAをキープしながら、＂何も変えずに、すべてを変えて＂
生まれ変わった。ジェンダーレスで楽しめるのも魅力のひと
つだ。手元にしっかりと馴染み、つけ心地は快適そのもの。

ジェンダーレスで楽しめるタイムピース。

［ シャネル ］
CHANEL

J12 
64万円
ケース径38㎜、自動巻き、高耐性セラミック×
SSケース＆ブレス、200m防水、キャリバー 12.1

唯一無二のデザインとセラミックを素材に用
いた斬新さでウォッチメイキングの世界に革
命を起こしたJ12。誕生から20年めを迎えた
2019年に構成要素を７割以上リニューアル。
COSC認定を受けたムーブメント、キャリバ
ー 12.1は約70時間のパワーリザーブを誇る。

01---
J12
64万5000円
ケース径33㎜、クォーツ、高耐性セラミック×
SSケース＆ブレス、200m防水

誕生20周年となる今年、33㎜のJ12も新し
く生まれ変わった。より洗練された印象に進
化しただけでなく、視認性や操作性も向上。カ
ーブを描いたなめらかなケースと、リンクが
長くなった新しいブレスレットが、この時計
の美しさを際立たせている。

02---

PICK UP BRAND
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問ロンジン ☎03-6254-7350

ロンジン スピリット
24万8000円
ケース径40㎜、自動巻き、SSケース、
レザーストラップ、10気圧防水、キャリバーL888.4

探検家のパイオニア精神を受け継いだ新コレクション。
ポリッシュ仕上げとサテン仕上げで丁寧に磨き分けた
ケースと、ブラックの文字盤がタフな印象を与える。
6時位置にある5つ星は、ムーブメントのクオリティを
星で表現したもの。つまりは最高評価ということ。

01---

02---
ロンジン スピリット
24万8000円
ケース径40㎜、自動巻き、
SSケース＆ブレス、
10気圧防水、キャリバーL888.4

これまでのパイロットウォッチの
特徴を組み合わせ、現代的なデザ
インへと昇華させた1本。シルバ
ーのケースとホワイトの文字盤が
エレガントな雰囲気を演出してい
る。キャリバーは、スイス公式クロ
ノメーター検定協会（COSC）の認
定を取得。高い精度を誇っている。

03---
ロンジン スピリット
24万8000円
ケース径40㎜、自動巻き、
SSケース＆ブレス、
10気圧防水、キャリバーL888.4

大空を想起させるブルーの文字盤
が高級感たっぷりで、実にお洒落。
サンレイ仕上げが施されているた
め、光の角度によってキラキラと
輝いて見える。時分針、インデック
スに夜光塗料を塗布。秒針は先端
を赤くすることで視認性を確保。
3時位置には日付表示も備える。

01

02

03

1832年にオーギュスト・ アガシがスイスで創業。ブランド名は、フラン
スの古語＂花あふれ小川流れる野原＂を意味している。高精度、高機能を兼
ね備えたモデル群で当時から時計界を席巻。特に冒険家には優れた相棒
として愛用され、1927年に大西洋単独横断無着陸飛行を達成したリンド
バーグもその1人。またエレガントなドレスウォッチも人気。

タイムレスな魅力を放つエレガントウォッチ。

［ ロンジン ］
LONGINES

PICK UP BRAND
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問セイコーウオッチお客様相談室 10120-061-012 問トム フォード タイムピース 103-4360-5608

PICK UP BRAND

トム・フォードがこだわり抜いた美学とスタイルを凝縮。正統派ドレスウ
ォッチとして飽きのこない普遍的なクラス感と、モダンなテイストを醸
し出している。コレクションは、ワードローブからスタイリングするかの
ようにストラップを交換できるのが特徴。ストラップは数十種類ものバリ
エーションを用意。着こなしに合わせて、自在なスタイリングが楽しめる。

ワードローブからスタイリングするような楽しさ。

［ トム フォード ］
TOM FORD

01---
N.002 オートマティック 
ブラック DLC
50万8000円
ケース径40㎜、自動巻き、SSケース、
アリゲーターストラップ（別売り）、
３気圧防水

ケースにマットブラックのDLCを施
したモデル。艶を消した見た目は、シッ
クで洗練された印象。別売りのアリゲ
ーターストラップもブラックで統一す
れば、精悍な雰囲気に仕上げられる。引
き通し式のストラップなので、お好み
に合わせて、瞬時に付け替えが可能。

03---
N.001 ゴールド 
ブラック ダイヤル
125万円
ケースサイズ30×44㎜、クォーツ、
18KYGケース、カーフストラップ（別売り）、
３気圧防水

イエローゴールドをケース素材に用い
たクラス感漂うモデル。こちらも丁寧
にポリッシュ仕上げで磨かれており、
鏡面のような輝きを放っている。文字
盤はブラックで配色し、時計全体をキリ
ッと引き締めている。リュウズにオニキ
スを配しているところがなんとも贅沢。

01

03

N.001 クローム ダイヤル ブレスレット
22万円
ケースサイズ30×44㎜、クォーツ、
SSケース＆ブレス（別売り）、３気圧防水

ピカピカに磨き上げられたポリッシュ仕上げのケース
が美しい1本。文字盤はシルバークロームで統一され、
実にラグジュアリーな装い。ブレスは厚さ2㎜と非常
に薄く、つけ心地もよい。プッシュ開閉式バタフライバ
ックル採用。瞬時に革ストラップにも付け替え可能。

02---

02
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問セイコーウオッチお客様相談室 10120-061-012

01---
SBGA364
400万円
ケース径40㎜、スプリングドライブ、
18KPGケース＆ブレス、10気圧防水、
キャリバー9R15

ボディにピンクゴールドを纏ったラグジュア
リーなモデル。ケース表面にザラツ研磨を施し
ているため、ゆがみのない鏡面に仕上がってい
る。3時位置に日付表示窓、8時位置にパワー
リザーブを備える。平均月差を±10秒まで追
いこんだ特別調整キャリバー 9R15を搭載。

02---
SBGY002
280万円
ケース径38.5㎜、
手巻きスプリングドライブ、
18KYGケース、日常生活用防水、
キャリバー9R31

文字盤に風紋の刻まれた雪を表
現した、情緒ある1本。ケース素
材はイエローゴールドと、実に
貫禄たっぷり。手巻きスプリン
グドライブのキャリバー 9R31
を搭載。１つの香箱に2本のゼ
ンマイを並列に重ねることで持
続時間を約72時間へと向上さ
せている。ブルーの針がお洒落。

02

01

03

「時計といえばスイス」そんな常識を覆したのが、国内腕時
計ブランドの頂点に立っている〈グランドセイコー〉。ムー
ブメントにこだわりを持っており、機械式、クォーツ、スプ
リングドライブの３つの動力はブランドの誇り。シンプル
で飽きのこないデザインが特徴で、ケース、文字盤、インデ
ックス、針など細部に至るまで、実に美しく仕上げている。

高い満足感と優れた実用性を誇る最高峰。

［ グランドセイコー ］
GRAND SEIKO

03---

STGK015
100万円
ケース径27.8㎜、自動巻き、
SSケース＆ブレス、
10気圧防水、キャリバー9S27

誕生60周年記念モデルにふさ
わしく、ベゼルと文字盤のイン
デックスに計56石のダイヤモ
ンドをセット。思わずため息が
出るほどの艶やかさ。ムーブメ
ントは静的精度日差＋8秒～
－3秒と高精度のキャリバー
9S27を搭載。厚さ11.2㎜なの
で、つけ心地も軽やか。

数量限定300本

PICK UP BRAND

23

初校責了 TA/89/
P23

アーバンサファリVOL.18 日之出出版



問セイコーウオッチお客様相談室 10120-061-012 問ラドー スウォッチ グループ ジャパン 103-6254-7330　ファーブル・ルーバ／スイスプライムブランズ 103-4360-8669

PICK UP BRAND

FAVRE-LEUBA

1737年にスイスで設立された、長い歴史を誇る時計ブランド。
高度計と気圧計の機能を備えたアネロイド気圧計を搭載した、
世界初の機械式時計ビバーク。潜水時と深度を同時に計測で
きる世界初の腕時計バシィ。伝説的なモデルは、ともに冒険
家に愛され、名声を得てきた。その実用性や未来的なデザイ
ンは今もなお後継モデルに受け継がれている。

冒険家たちに選ばれる本格派。

［ ファーブル・ルーバ ］

01

0102

02

RADO

比類なきデザインと画期的な素材で時計界をリードするスイ
スの名門ブランド。セラミックスの開発に余念がなく、世界
で最も耐久性の高い時計を製造することで知られている。そ
のセラミックスへの知識や経験は、他を圧倒。「想像するこ
とができるならば、作り出すことができる」というブランド
哲学を貫き、パイオニアスピリットを現在も堅持している。

新素材を使用した革新モデルを開発。

［ ラドー ］

トゥルー スクエア オートマティック
25万円
ケースサイズ38×44.2㎜、自動巻き、ハイテク
セラミックスケース＆ブレス、50m防水、キャリバーC07

正方形に射出成型したモノブロック構造のハイテクセ
ラミックス製ケースをはじめて採用。軽量なうえに耐
傷性が優れているのはもちろん、つけ心地が抜群。文字
盤はスケルトンで、パワーリザーブは80時間とタフな
ところも魅力。洗練されたブラックボディがお洒落。

01---

トゥルー スクエア オートマティック
27万円
ケースサイズ38×44.2㎜、自動巻き、プラズマハイテク
セラミックスケース＆ブレス、50m防水、キャリバーC07

プラズマハイテクセラミックスケースにポリッシュ仕
上げを施したモデル。文字盤はスケルトン仕様で、オー
プンハートムーブメントにあしらった円形の粒状装飾
やムーブメントホルダーに施したコート・ド・ジュネー
ブ装飾が眺められる。ケースバックはチタン製。

02---

レイダー・シーバード
19万5000円
ケース径37㎜、自動巻き、SSケース、カーフストラップ、
100m防水、キャリバーETA2824-2

サンレイ仕上げのミッドナイトブルーの文字盤に、ブ
ラウンのカーフレザーストラップを合わせたクラシッ
クなモデル。37㎜と小振りなケースだが、独特の形状
が存在感を際立たせている。ラグが手首に合わせた位
置に設計されているため、快適なつけ心地が楽しめる。

01---

レイダー・ハープーン
38万5000円
ケース径42㎜、自動巻き、SSケース、ラバーストラップ、
300m防水、キャリバーFL301

潜水時間の計測に特化した1本針が特徴のダイバーズ。
これは分針で、同時に分針の先の白色アワーリングの
数字が何時かを示している。センターには秒ディスク
を備えている。クッション型のケースに、14角形の風
防リングと頑強なボディがなんともたくましい1本。

02---
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問セイコーウオッチお客様相談室 10120-061-012

PROSPEX

1965年に誕生した国産初のダイバーズウォッチをルーツに持
つ。その技術力は進化を続け、1000m防水を備えた特殊モデ
ルも生み出した。さらにそのフィールドは海だけに留まらず、
山岳や極地など過酷な状況下にも耐えうるランドマスター等、
ダイバーや冒険家を支えるモデルを多数展開。どんな環境で
も性能が発揮できるプロユースに特化したブランド。

本格仕様のタフネスウォッチが自慢。

［ プロスペックス ］

01

02

02

世界限定500本

SBDX039
48万円
ケース径39.9㎜、自動巻き、SSケース、シリコンバンド、
200m空気潜水防水、キャリバー8L35

〈セイコー〉ダイバーズウォッチの誕生55周年を記念した限定モデル。
1965年のメカニカルダイバーズの復刻デザインで、文字盤のブルー
は南極海を表現したもの。ケース素材は、世界最高レベルの耐食性を
備えたエバーブリリアントスチールを採用している。

01---

SBDB039
63万円
ケース径44.8㎜、スプリングドライブ、チタンケース＆ブレス、
300m飽和潜水防水、キャリバー5R65

グリーンの文字盤とベゼルが印象的なモデル。これは、南極にある露
岩地帯スカルブスネス付近の水中で見られる苔と藻が作り出す森を
表現したもの。高い審美性を持ち、かつ性能は300m飽和潜水用防水機
能を備えるなど本格的。裏蓋にシリアルナンバーが刻印されている。

02---

世界限定1700本

CREDOR

究極のドレスウォッチを製造する、日本が誇る高級ブランド。
〈クレドール〉は、フランス語で ＂黄金の頂き＂ という意味。
その名のとおり、ゴールドやプラチナなど貴重な素材を使用
し、極上のタイムピースへと仕上げている。薄型で上品なコ
レクションを得意としているので、華やかなパーティやかし
こまったシーンなどでは大いに活躍してくれるはず。

日本の美意識を表現する。

［ クレドール ］

GSWE842
115万円
ケースサイズ35×21㎜、クォーツ、
18KPG×SSケース＆ブレス、日常生活用防水、キャリバー5A70

伸びやかなオーバル型のピンクゴールドケースがエレ
ガント。ダイヤモンドをあしらったベゼルは、まるでド
レスのドレープのような美しさ。文字盤には幾重の波
模様が施され、こちらにもダイヤモンドをセッティン
グ。しなやかなブレスなので、つけ心地が快適。

GCCD993
100万円
ケースサイズ46.4×38.5㎜、自動巻き、
SSケース＆ブレス、日常生活用防水、キャリバー6L75

リネアルクスシリーズ初の機械式モデルは、美しいエ
ナメル文字盤が特徴。『夜明け』がデザインテーマで、冬
の夜明け前の水面に浮かぶ〝暁の氷〞を七宝技法で描い
ている。4段階の釉薬を重ねることで表現したブルー
のグラデーションが、優雅な手元を演出してくれる。

01---

02---

数量限定60本

01

PICK UP BRAND
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ウンはアウトドアっぽくてか
さ張るのが普通。だから出張
に持って行くには不向きだっ

たはず。ところが、そんな印象を覆すダウ
ンがあるのをご存知だろうか？　それが
イタリアンエレガンスとテイラリング技
術を併せ持つ〈ヘルノ〉の1着。ご覧のと
おり見た目はベーシックで大人好み。旅
先の着こなしで重宝するのはこの手のタ

イプだ。それに、いまやビジネススタイル
はカジュアル化。スーツ不要の出張なら
これ1着で事足りる。また、コンパクトに
収納できるのがほかとは違う点。これは
ダウンパックを使わずダウンを直接注入
する、インジェクション製法という職人
技のおかげ。もともと〝軽すぎるダウン〞
で名高い〈ヘルノ〉だが、さらに収納とい
う面でも満足度は高そうだ。

ダ
Packable lightweight down blouson

しっとり上品な光沢を湛えたダウンはなめらかな肌触り。７デニー
ルという薄いナイロンにダウンを直接注入する技術により、圧倒的
な軽さを実現した。中綿にはダウン、フェザーに撥水機能を備えた機
能性ポリエステルを加えてあり、雨に濡れてもボリューム感を損な
うことはない。各8万8000円（以上ヘルノ／ヘルノ・ジャパン）

［ パッカブル ライトウエイト ダウン ブルゾン ］

ダウン選びの新基準は
軽量、しかもパッカブル。
出張先で予期せず時間が空いた。そんなとき、堅苦しいビジネスコート
で外出するよりも気軽に羽織れる暖かなダウンがあれば、気分もよりリ
フレッシュできるはず。上質で軽量と評判の高い〈ヘルノ〉のダウンは
パッカブル仕様。ワーケーションや出張時、スーツケースの片隅にスペ
ースを取らずに収まるのは嬉しい。これなら冬も活動的にいけそうだ。
写真＝野口貴司、正重智生　スタイリング＝中川原 寛　ヘア &メイク＝松本 恵　
構成・文＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi, Tomoo Syoju（BOIL）　styling : Kan Nakagawara（CaNN） 
hair&make-up : Megumi Matsumoto　composition & text : Keiko Oshima

贅沢にして機動力を高めた〈ヘルノ〉の新作。

HERNO

ジャケット内側にある小さな
ポケットの中に、本体をくる
くるとまとめて収納できる

パッカブル仕様

問ヘルノ・ジャパン ☎03-6427-3424　www.herno.com

エンジに近いトーンを抑
えたオレンジは、大人ら
しい落ち着き感が魅力。
ダウンジャケット8万
8000円（ヘルノ／ヘル
ノ・ジャパン）、その他は
スタイリスト私物
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Urban safari27

007の活躍の裏に
タフで軽量なコラボ時計あり。

ボンドが頼りにするのは〈オメガ〉だけ。

OMEGA

激しいアクションを繰り広げながら、決死の任務を遂行するジェームズ・ボンド。映画
史上最も有名なスパイである彼は、〈オメガ〉の〝シーマスター〞を愛用し続けている。こ
れはその最新作。タフな男を象徴する007だが、新作に求めたのは丈夫さだけにあら
ず。〝軽さ〞という新たな強みを得た時計が、その活躍を支えているようだ。
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

27

しいガンアクションや息をの
むカーチェイスを繰り広げな
がら、決死の任務を遂行。そん

な危険を顧みない007を支える愛用品に
は、当然ながらタフさが求められる。それ
は、彼が肌身離さず身につける腕時計に
もいえること。ただ、どうやらそこには〝軽
さ〞も求められるようだ。
　それを物語っているのが、シリーズ最
新作『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』で
ボンドが着用している＂シーマスター＂の
007エディション。この時計の製作段階
では、「軍隊出身の007のような男は、軽
量化された時計を求めるだろう」という
主演ダニエル・クレイグのリクエストが
採用されたという。その結果、超高耐磁&
高精度のマスタークロノメーター仕様の
キャリバーでタフネスを追求する一方、
チタンケースの採用で劇的な軽量化が図
られている。それゆえに激しいアクショ
ンもこなせて、お洒落をする際の佇まい
も優雅に見える。007に近づくには、まず
はこの時計が必須となりそうだ。

激

問オメガお客様センター　☎03-5952-4400

Seamaster Diver 300M
007 Edition

1995年の『007／ゴールデンアイ』以降、ボン
ドが着用している007仕様〝シーマスター＂の
最新モデル。300mの防水性能を誇り、飽和
潜水対応のヘリウムガス排出バルブなど、プ
ロダイバー仕様のスペックを搭載。チタン製
ケース＆メッシュブレスレットに、ヴィンテ
ージカラーのダイヤルやベゼルが映える。ケ
ース径42㎜、自動巻き、チタンケース&ブレス。
99万円（オメガ／オメガお客様センター）

［ シーマスター ダイバー 300M 007エディション ］

ダニエル・クレイグが演じる最後のボンド作
品となる『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』。
007シリーズ25作めとなる作品で、日本では
2021年春に公開予定となっている。

Information
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ル＆ロス〉は、視認性、機能性、
信頼性、高精度の４つの理念
を掲げ、ミリタリーや航空計

器から着想を得たオリジナリティ豊かな
モデルで知られる。ラインナップは、ヴィ
ンテージを象徴する丸型とインストゥル
メントを象徴する角型という、それぞれ
のフォルムに独自の世界観を展開し、時
計愛好家やファッショニスタからも高く
支持されている。その中でも今、最も注目
を集めているのがBR 05だ。
　丸と角の異なるスタイルを融合したデ

ザインに、一体感あるブレスレットを備
え、アーバンというブランドの新境地を
開拓した。この新たなラグジュアリース
ポーツにさらにクロノグラフが加わった。
　シンプルな３針に対し、ケース径と厚
みは2㎜増し、ミリタリー譲りの機能美
と力強い存在感が漂う。それでもベゼル
と共通したフォルムの2カウンターは、
洗練されたスポーティさを演出し、ビジ
ネスからカジュアルまでシーンを選ばな
い。多様化する都会のライフスタイルに
必要なのは、まさにこんな時計だろう。

〈ベ

オン・オフ自在のクロノグラフは
ミリタリーテイストが隠し味。
昨年のデビューから一躍ブランドの新しい顔になった〝BR 05〞に、待望のクロノグラフ
が登場した。アーバン・インストゥルメントをコンセプトにするコレクションにふさわしく、
都会的なスタイルにメカニカルな計器の魅力を添える。そこに息づくのは〈ベル＆ロス〉
のアイデンティティであるミリタリーテイストだ。
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

「センスがいい」と言われそうな都会派〈ベル＆ロス〉。

BELL&ROSS

美しくまとまりあるデザインはジャ
ケット姿に品格をもたらすもの。ビ
ジネスシーンにも映える。腕時計73
万円（ベル&ロス／ベル&ロス ジャ
パン）、その他はスタイリスト私物

BR 05 CHRONO BLACK STEEL

2カウンターのクロノグラフは、ネオレトロなテイストにヴィンテージ感
が漂う。カウンターは、文字盤と濃淡をつけたカラーにスネイル仕上げを施
し、さりげなくその存在をアピール。プッシュボタンも丸と角を融合したデ
ザインを崩すことなく、リュウズガードと一体になった美しいラインを実
現した。そこから窺えるのは美意識の高さだ。ケース径42㎜、自動巻き、SS
ケース＆ブレス、10気圧防水。73万円（ベル&ロス／ベル&ロス ジャパン）

［ BR 05 クロノ ブラック スチール ］

精悍なブルーの文字盤（写真左）
とフィット感に優れたラバース
トラップ仕様も用意。特に後者
は長時間着用しても装着感は心
地よく、テレワークでもストレ
スを感じさせない。ブルーダイ
ヤル仕様73万円、ラバーストラ
ップ仕様67万円（以上ベル&ロ
ス／ベル&ロス ジャパン）

ブルーダイヤルとラバー
ストラップ仕様も選択可能。

28

問ベル&ロス ジャパン　☎03-5977-7759
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HAWAIIAN HOTEL
Tropical places to visit without a passport!

心地いい海風を感じるハワイのホテルがやって来た！
爽やかな貿易風、光あふれ白く輝くビーチ、揺れるヤシの木……。
こんな天国のような体験ができる魅惑のハワイも、今はしばらくおあずけ。
あ～、残念。でも、そんなハワイが恋しくてたまらない人に朗報。
ハワイの老舗ホテルが日本にやって来たから。気分は十分ハワイだ！
文＝古関千恵子　text : Chieko Koseki

オーキッドが描かれたメインプールからは、
国定公園として守られた恩納村の美しいビー
チが。日本の海の透明さにきっと驚くはず

客室は全146室、広さ47㎡以上。＂ザ・カハラ 
プレステージ コーナー＂はクリスタルガラス
の光、黒・白・シルバーがモチーフでモダン

ワ
イキキの中心地からクルマ
で少し走った住宅街に佇む、
隠れ家リゾート〈ザ・カハ

ラ・ホテル&リゾート〉（以下カハラ）。
静寂を求めるセレブの支持を集め、館
内通路の一画を歴代大統領やハリウッ
ドスターたちの写真が華やかに彩る。
そんなカハラの世界進出第１号が、ブ
ランドの根幹＂スピリット・オブ・カハ
ラ＂を守り、2020年9月横浜に開業し
た。波をイメージしたタワーには、＂ク
リスタルモダン＂をコンセプトに、ハワ

イにまつわるモチーフが随所に取り入
れられている。ハワイを代表するプル
メリアをイメージしたライト、伝統的
なトライバル模様など、ハワイらしさ
にモダンなニュアンスがキラリ。圧巻
は14Fロビーのシャンデリア。本家の
ロビーラウンジへ一歩を踏み入れたと
きと同様の感動を覚えるはず。

白と青が織りなすラグジュアリーな天国へ！01 HALEKULANI 
OKINAWA

［ ハレクラニ沖縄 ］

都会とハワイが融合した今までにない楽園。

THE KAHALA
HOTEL & RESORT YOKOHAMA

［ ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 ］

02

ワ
イキキのオンザビーチに佇
む、100年以上にわたり愛
され続ける老舗リゾート。

ハワイ語で＂天国にふさわしい館＂を意
味する＂ハレクラニ＂。オーキッドを底
に描いたプールは、ダイヤモンドヘッ
ドに次ぐハワイの代名詞的風景。その
２軒めが、沖縄・恩納村に2019年誕生。
ビーチフロントウイングとサンセット
ウイングの２つの宿泊棟と、プライベ
ートプールや天然温泉付きのヴィラの
全360室。全室オーシャンビューが楽
しめ、広さも50㎡以上。本家ハワイの
客室で表現している繊細な色調や風合
いの＂七色の白＂が、ここ沖縄でも味わ
える。プールの浅瀬に置かれたビーチ
ベッドからはワイキキに匹敵する美し

い海が一望。室内に用意されたバスロ
ーブやバスタオルにも、〈ハレクラニ〉
のロゴの刺繍が施されており、気分は
もうハワイ。贅沢に囲まれ、夢見心地な
時間が送れそう。

DATA

沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1
☎0120-860-072（宿泊予約）
https://www.okinawa.halekulani.com/

DATA

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3
☎045-522-0008（宿泊予約）
https://thekahala.jp/yokohama/

A：イノベーティブ、ステーキハウ
スや日本料理など4つのレストラ
ンに加え絶景バーが　B：沖縄食
材が川手寛康シェフの手で新たな
食の世界に　C：クラブラウンジ
が利用できる部屋＂プレミア クラ
ブ オーシャンフロント＂

D：最上階のメインロビーにある＂ザ・
カハララウンジ＂。バータイムにはハワ
イをテーマにしたカクテルを　E：横
浜みなとみらいの大観覧車をイメージ
したアフタヌーンティー　F：季節問
わず楽しめる温水インドアプール

C

〝パンケーキ〞をお持ち帰り！

〈ハレクラニ沖縄〉オリジナルブレンドのパ
ンケーキミックス。隠し味的に米粉を使用
し、もちもち感を実現（1944円、税込）

〝ナッツ〞を
お持ち帰り！
オリジナルレシピに基
づいた＂マカダミアナ
ッツ＂。4種のチョコに
コーティングされたナ
ッツは食べごたえが満
点（6500円、税込）
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問ジョルジオ アルマーニ ジャパン  ☎03-6274-7070

たっぷりとゆとりを持たせた身頃に対し、ピー
クドラペルが小さめというバランスが新鮮。芯
材やパッドを使わず、美しくて印象的なシルエ
ットを描くのは、まさしく〈ジョルジオ アルマ
ーニ〉が得意とするところ。コート86万円、ニッ
ト24万円、パンツ16万5000円、シューズ7万
7000円、バッグ33万円、手に持ったスカーフ13
万8000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）

リラックスと余裕を感じる
オーバーサイズ感が絶妙。
カフェなどのリモートでも気楽に着ら
れるコートを狙うなら、オーバーサイ
ズを選ぶのもひとつの手。おすすめは、
〈ジョルジオ アルマーニ〉が仕立てたこ
の1着。カシミヤに少量のポリエステル
をブレンドした生地は非常に軽く、リ
ラックスした印象に拍車をかけてくれ
る。しかも、ダブルフェイス仕立てなの
で、ほどよい張りもある。だから、オー
バーサイズでもルースな印象に傾かず、
洗練されたシルエットを描き出せる。

GIORGIO
ARMANI

新ビジネススタイルを考えるとこの2択。

貫禄コートは上質素材と
機能性素材が先発候補。
新しいビジネススタイルが浸透し、仕事着の選び方もずいぶん変わってきた。それは
コートにもいえること。外出先でのリモートワークでも違和感なく着られ、そのまま
クライアントとの会合に出かけても失礼な印象を与えない。つまり、振り幅の広さが
求められるということ。そんな時代には上質な天然素材と機能性素材、２つのコートを
用意したい。スーツとカジュアル、両方に対応できる懐の深さが求められている。
写真＝野口貴司、正重智生　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, Tomoo Syoju（BOIL）  styling : Kan Nakagawara（CaNN） 
hair&make-up : Megumi Matsumoto  text : Takumi Endo  composition : Keiko Oshima

CASHMERE
&WOOL
カシミヤや上質ウールなどの天然素材
コートは、着る人の品格と審美眼を物語
るもの。新時代のビジネスシーンでもそ
こは変わらない。選ぶならテイラード技
術に裏打ちされたもの。それに限る。
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アーバンサファリVOL.18 日之出出版

問ブルネロ クチネリ ジャパン ☎03-5276-8300  ブリオーニ ジャパン ☎03-6264-6422  ロロ・ピアーナ ジャパン ☎03-5579-5182  ゼニア カスタマーサービス ☎03-5114-5300

A

生地は、ウールにカシミヤを混紡したもの。張りコシ
がある一方、肌あたりは柔らか。コート84万円（ブル
ネロ クチネリ／ブルネロ クチネリ ジャパン）

オフィスとリモートワークで印象を使い分
けられるのが、この1着。2枚の生地を細い
糸で繋ぎ合わせるテクニカルな手法を採用。
シックな印象のシェブロン柄グレーと、肩
の力を抜いて着られる無地のキャメル色と
いう、表裏で2つの顔が楽しめる。

TPOで印象を変えられる
技ありチェスターコート。

D

仕立てはもちろん、パッドも芯材もない1枚仕立て。
コート45万9000円、ストール5万5000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）

リラックス感と品のよさの両方を感じさせ
るこのコート。秘密は、オフ白にグレーメラ
ンジが浮かぶ配色だけにあらず。実はウー
ルカシミヤに、25%もシルクをブレンド
している。だから、ニットでカジュアルに着
ても、美しい光沢で違いを印象づけられる。

ウールカシミヤ素材に
華やかなシルクをブレンド。

C

表裏の生地を接着したシームレス構造。コート61万
2000円、スカーフ8万1000円、グローブ8万5000円
（以上ロロ・ピアーナ／ロロ・ピアーナ ジャパン）

「上質素材のコートだと雨が降る日は着に
くい」という人はこちらの1着を。カシミヤ
の繊維1本1本に見えない撥水バリアを施
す、レインシステム加工が施されている。だ
から突然の雨も心配ご無用。しかも超軽量
だからアクティブに動けるのも嬉しい。

〝高級素材のコートは雨が苦手〞
という常識は過去のもの。

B

上品な光沢を放つカシミヤフランネルは、伸びやか
で動きやすさも抜群。コート75万7000円、ストール
参考商品（以上ブリオーニ／ブリオーニ ジャパン）

こちらの1着は、正統派のチェスターコー
トと思いきや、袖を通してみると薄くて繊
細なカシミヤフランネルの1枚仕立て。
310gというコートとしては出色の軽さで、
その着心地は柔らかなカーディガンのよう。
これならリラックスして着こなせるはずだ。

驚きの軽さを実現した、
力を抜いて着られる１着。

AC

BD

BRUNELLO CUCINELLI

ERMENEGILDO ZEGNA

LORO PIANA

BRIONI

グレーを表側にし
て着用するときは、
フラップ付きのパ
ッチポケットがア
クセントになる

REVERSIBLE

31



初校 MT/
P32

アーバンサファリVOL.18 日之出出版

A

表地にデニム柄を用いたこのバックパックも、ゴア
テックスを採用。コート9万8000円、バックパック5
万9000円（以上ヘルノ／ヘルノ・ジャパン）

〈ヘルノ〉の中でも高機能を謳う＂ラミナー＂
コレクションの1着。見た目は上品な比翼
仕立ての定番ステンカラータイプだが、防
水・防風・透湿性が極めて高いゴアテックス
素材を採用。さらにダウンも封入している
ので寒さにもめっぽう強い。

雨や風、寒さに強い1着は
ビジネスコートの理想型。

D

コート6万2000円（モノビ／ストラスブルゴ）、シュ
ーズ2万1800円（リプロダクション オブ ファウンド
／ストラスブルゴ）、ストール4万2000円（アリアン
ナ／ストラスブルゴ）

このコートに採用した防水透湿素材は、フ
ァブリックメーカーであるイタリアのベス
テ社が手掛けたもの。雨の浸水を防ぎつつ、
ウエア内の蒸れを素早く排出するハイテク
素材で、ビジネスマンにはありがたい。フー
ドも実用的でスポーティな印象を醸す。

止水ジップを採用するなど
機能的にも安心感が違う。

C

比翼仕立てのフロントを閉じるとクリーンな雰囲気
に。コート31万円、サングラス3万9000円（以上ディ
オール／クリスチャン ディオール）

ミリタリーが出自のモッズコートは、動き
やすいシルエットが持ち味。これはそのス
タイルを洗練させ、悪天候でも着られるテ
クニカルコットンキャンバスで仕立てた1
着。ポケットに同色で施した＂Dior＂刺繍で、
さりげないブランドアピールも。

移動が多い日に頼れるのは
動きを妨げないコート。

B

表地に加え、ボタンにもリサイクル素材を採用した
エコな作りも魅力。コート7万1000円、シューズ5万
6000円（以上ボス／ヒューゴ ボス ジャパン）

スラックスにもデニムにも映えるコートと
いえば、やっぱりベージュのステンカラー
コート。しかもこちらは表地に撥水加工を
施し、裏地がキルティングだから保温力も
高い。着ているうちにカラダのラインに馴
染む形状記憶機能もあり、着心地も快適。

自分のボディラインに
馴染む機能素材も秀逸。

AC

BD

HERNO

BOSS

DIOR

MONOBI

問ヘルノ・ジャパン ☎03-6427-3424  ヒューゴ ボス ジャパン ☎03-5774-7670  クリスチャン ディオール 70120-02-1947  ストラスブルゴ 70120-383-563
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アーバンサファリVOL.18 日之出出版

問プラダ クライアントサービス 70120-45-1913

襟にあしらわれたトライアングルの意匠は、ス
ポーティな印象を与えるラバー製。なお〈プラ
ダ〉は、すべてのナイロン製品を、2021年末ま
でにこのコートに採用した＂Re-Nylon＂に切り
替えることを目標に掲げている。コート〈参考
色〉31万9000円、シャツ6万8000円、ネクタイ2
万7000円、パンツ14万9000円、シューズ14万
3000円、バッグ37万5000円※すべて予定価格
（以上プラダ／プラダ クライアントサービス）

地球の未来を考えるのも
服選びのニューノーマル。
ニューノーマルという＂新しい時代＂を
踏まえてコートを選ぶなら、サスティ
ナブルという課題にも向き合うという
考え方も大事。〈プラダ〉が手掛けた1
着は、海で回収したプラスチック廃棄
物などをリサイクルした＂Re-Nylon＂
を採用。その一方でラバーパッチをポ
ケットや襟にちりばめるという遊び心
も満載。お洒落を楽しみながら、地球に
優しいコートを着こなす。これもまた、
新しい時代のお洒落だ。

PRADA

TECHNICAL
FABRIC
ビジネスウエアのカジュアル化、外出先でのリモー
トワークの増加で注目されているのが高機能コー
ト。ナイロン系素材を筆頭に軽くて丈夫、さらに撥
水性や防寒性も備えた素材は実用面で頼りになる。
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Mercedes-Benz

F D B

E C A

A：カーナビや安全運転支援システム
の設定等をすべてステアリング上で行
うことができるようになった新型Eク
ラス。ドライバーがステアリングから
手を離していないかをモニタリングす
る新たなセンサーも採用　Ｂ：イグニ
ッションをオンにするとシートベルト
が自動的に送り出されるオートマティ
ックベルトフィーダー　Ｃ：首元を暖
めるエアスカーフはカブリオレならで
は　Ｄ：カブリオレの装備したエアキ
ャップはフロントウインドー上部のデ
ィフレクターと後席後部の電動ドラフ
トストップで風の巻きこみを低減　Ｅ：
ファッション性と個性を重視したイン
テリアは6種類用意　Ｆ：あらかじめ
設定された手の動きだけで、各種のコ
ントロールや情報アクセスなどが可能
なジェスチャーコントロールも！

新しいクーペとカブリオレは
気のきいた装備・仕様が充実。

34

大人の美意識を満足させる
カブリオレとクーペがある。
美しいクルマを手に入れると週末が一変することがある。そのクルマがクーペやカブリ
オレならなおさら。よく晴れた週末を待ち焦がれ、風光明媚な郊外へと繰り出すのが楽
しみになる。人生は楽しむためにあるもの。新型Eクラスのクーペとカブリオレは見て美
しく、走る姿はさらに美しい。それを味わう週末は楽しいに決まっている。
文＝石井昌道　text : Masamichi Ishii

〈メルセデス・ベンツ〉の新型Eクラスには
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問メルセデス・コール　70120-190-610

Coupé
［ クーペ ］

Cabriolet
［ カブリオレ ］

Ｊ：写真の〈メルセデスAMG〉は専用グリルを採用。1952年に伝説的な公道レ
ース〝カレラ・パナメリカーナ・メヒコ〞で優勝した300SLの縦型フィンを継承し、
パナメリカーナグリルとも呼ばれる　Ｋ：サイドビューがEクラス・クーペの最
大の見せ場。息をのむほど美しいルーフライン、天地が薄く後方へスマートに延
びていくサイドウインドー・グラフィックなどが際立つ　Ｌ：美しいルーフライ
ンが行きつくリアエンドは大胆で力強いデザインとしてメルセデス・クーペ伝
統のプロポーションを形成。均整がとれて美しい姿は、まさにバックシャン

Ｇ：抜群の開放感を誇るフル４シーターのカブリオレ。オープンカーの後席は荷
物置き程度というイメージもあるが、Eクラス・カブリオレのそれは広々とし
ていて大人４人がくつろげる空間となっている　Ｈ：新型Eクラスではヘッド
ライトやラジエターグリルのデザインが一新された。下方が大きい台形のグリ
ルは安定感が強調される　Ｉ：カブリオレのルーツが幌の付いた馬車ゆえ、伝統
的にソフトトップを採用して、ハードトップよりも優雅な雰囲気を醸し出す。多
層構造のため遮音性が高く、雨粒がルーフを叩く音なども気にならない

本ではデートカーというイメ
ージが強いうえ、少数派のク
ーペとカブリオレ。だが、欧州

では生活にゆとりのある大人のためのモ
デルとして根強い人気があり、プレミア
ム・ブランドならば数種類をラインナッ
プしている。〈メルセデス・ベンツ〉はクー
ペを6車種、カブリオレを3車種も用意し
ているが、なかでも代表格がEクラスだ。
セダンやステーションワゴンなども含め
たEクラスは〝センター・オブ・メルセデ
ス〞とも呼ばれるが、サイズが中間的とい
うことはもちろん、130年の歴史の中で
最も多くの販売台数を誇り、安全や快適
といったブランドのコアバリューを革新
的な技術とともに提供してきた。特に安
全に関わる技術は、上級モデルのオプシ
ョンではじまったものをEクラスで標準
装備として世の中に広めるなど、重要な

役割を担ってきたのである。
　現在のEクラスも最新の安全運転支援
システムを標準装備して安心・安全と快
適を届けているが、クーペとカブリオレ
はそれに加え、これぞラグジュアリーの
頂点といえる優雅さや美意識の高さでユ
ーザーの心を豊かにしてくれる。
　Eクラス・クーペの見どころはなんと
いっても流れるようなルーフラインだろ
う。サイドウインドーは窓枠のないサッ
シュレス、かつ中間に柱を持たないピラ
ーレス。ドアなどサイドの面にはあまり
デザイン要素を入れずにシンプルにまと
めている。その引き算のデザインが美し
さを際立たせるのだ。バウハウス（ドイツ
の伝統的な美術学校）がいうところの〝レ
ス・イズ・モア（少ないことは豊かである）〞
を連想させる。また、サイドウインドーを
下げると、クーペとしては異例なほど開

放感があるのが嬉しい。
　とはいえ、開放感ならカブリオレが一
枚上手。折りたたみ式の幌を持つ馬車を
ルーツとした4シーター・オープンのカ
ブリオレは、ルーフを畳んで室内を開放
することを目的としている。その爽快さ
はなにものにも代えがたいが、室内への
風の巻きこみが強いと優雅さが損なわれ
る。そこでEクラス・カブリオレはエアキ
ャップで風をコントロール。たとえ100
㎞/hを大きく超えたとしても快適性を
保つ。さらに、前席ヘッドレストには首元
を暖めるヒーターのエアスカーフを装備。
空気が澄んでいて陽光が気持ちいい秋か
ら冬にかけてが、実はオープンエアモー
タリングのベストな季節だが、このカブ
リオレなら寒さが気にならない。
　優雅で満ち足りたライフスタイルを演
出するのがクーペとカブリオレなのだ。

日

G

HI

J

KL
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走る姿が美しい風景になるクーペとカブリオレ。

●E 200 カブリオレ スポーツ（BSG搭載モデル）／1.5ℓ直4直噴ターボ：
871万円　●E 300 カブリオレ スポーツ／2.0ℓ直4直噴ターボ：956万円　
●E 450 4MATIC カブリオレ スポーツ／3.0ℓ直6直噴ターボ（ISG搭載モ
デル）：1226万円　●メルセデスAMG E 53 4MATIC+ カブリオレ（ISG搭載
モデル）／3.0ℓ直6直噴ターボ：1364万円　※すべて車両本体税込み価格

新型Eクラス カブリオレ ラインナップ

●E 200 クーペ スポーツ（BSG搭載モデル）／1.5ℓ直4直噴ターボ：832万
円　●E 300 クーペ スポーツ／2.0ℓ直4直噴ターボ：919万円　●E 450 
4MATIC クーペ スポーツ／3.0ℓ直6直噴ターボ（ISG搭載モデル）：1167万
円　●メルセデスAMG E 53 4MATIC+ クーペ（ISG搭載モデル）／3.0ℓ直
6直噴ターボ：1305万円　※すべて車両本体税込み価格

新型Eクラス クーペ ラインナップ
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ドッグアイテム

購入方法

safarilounge.jp
こちらのアイテム購入は『Safari』
公式のオンラインストアで。
『Safari Lounge』では今すぐに活躍する秋冬
モノを豊富にラインナップ。今回ご紹介したドッ
グアイテムは、右のQRからアクセス！

持ち運ぶときは平たく、使用するときに蛇腹を開けば
ボウルに変身。深さがあるため、ご飯がちらばらない
という利点も。カラビナでキャリーやカートに装着で
きるから、出かける際に携帯しやすいのもポイント。

携帯ポップアップボウルは
小さく畳めて持ち運びに便利。

犬は泳ぎが得意といわれて
いるけれど、苦手な子もい
る。そんな愛犬に喜ばれそ
うな1着がコチラ。飛びこ
みだってなんのその。たく
さん泳いで疲れたときは、
背中にある持ち手を使って
優しく海から引き上げて。

一緒に泳げて安心な
犬用ライフジャケット。

山遊びで気をつけたいのは、寒さと
天気の急変。そんなときは保温性の
高いソフトシェルジャケットの出番。
あざやかな色は愛犬の所在が確認し
やすく、キャンプ場や夜間の散歩で
も安心。着脱が容易なのも嬉しい。

愛犬を寒さから守るうえ
高い視認性で飼い主も安心。

引き締まった凛々しい姿の愛犬には、こんなスポーツ
コートはいかが？　保温性はもちろん、動きを邪魔し
ないぴったりフォルムで印象は精悍。タートルネック
風デザインもお洒落だから、愛犬自慢にも花が咲く⁉

タートルネック風デザインで
愛犬を凛々しくお洒落に。

内側はフリースで保温性に申し分なし。防風防水もば
っちり。S：背丈32㎝、首まわり25㎝、胴まわり34㎝。
5800円　M：背丈40㎝、首まわり29㎝、胴まわり44㎝。
6200円（以上ズーランド／Safari Lounge）

雪の日だって愛犬と一緒に遊びたい。そんなときは、
こんなアウトドアコートが役に立つ。お尻まですっぽ
り入るデザインで保温性も高く、ジッパーがなく着脱
も容易。もちろん防水、防風、耐候性もばっちり。

お尻すっぽりタイプなら寒さ対策も万全!?

内側はフリースで寒い季節にぴったり。収納袋付き。
S：背丈29㎝、首まわり28㎝、胴まわり39～66㎝。1万
2300円　M：背丈35㎝、首まわり32㎝、胴まわり44～
73㎝。1万2600円（以上ズーランド／Safari Lounge）

37

欲しいと思ったら、
今すぐ『Safari Lounge』へ!買いどき!

愛犬を思いやるアウトドアグッズ。
週末は愛犬と一緒に山や海へ。今回は、そんな楽しいひとときをアクティブに演出するグッズをご紹介します。
特にウエアは防寒やケガ防止などに役立つほか、愛犬のアウトドアらしいお洒落にぴったり。
元気に走りまわる愛犬が、さらに喜びそうなグッズばかりです。

引き締まった凛々しい姿の愛犬には、こんなスポーツ
コートはいかが？　保温性はもちろん、動きを邪魔し
ないぴったりフォルムで印象は精悍。タートルネック
風デザインもお洒落だから、愛犬自慢にも花が咲く⁉

内側はフリースで保温性に申し分なし。防風防水もば
㎝。

44㎝。 愛犬を思いやるアウトドアグッズ。

内側はフリースで断熱層あり。耐候
性に優れる。S：背丈28㎝、首まわ
り25.5㎝、胴まわり34～42㎝。7800
円　M ：背丈34㎝、首まわり28㎝、胴
まわり38～45㎝。8100円（以上ズー
ランド／Safari Lounge）

山遊びで気をつけたいのは、寒さと

愛犬を寒さから守るうえ
高い視認性で飼い主も安心。

内側はフリースで断熱層あり。耐候

防水と耐摩耗に優れた生地を使用。S：背
丈22㎝、首まわり37～49㎝、胴まわり39～
53㎝。7000円　M：背丈26㎝、首まわり45
～58㎝、胴まわり50～66㎝。8000円（以上
ズーランド／Safari Lounge）

何度でも折り畳み可能で耐久性があ
る食品用シリコーン使用。BPAを含ま
ないプラスチック素材で、犬への安全
性と環境に配慮している。カラビナ付
き。直径18㎝、高さ1.7～7.5㎝。90 
0円（ズーランド／Safari Lounge）

丈夫なコットンとバックルのタフな１本。S：首まわり25
～33.5㎝、幅1.5㎝。1400円　M：首まわり35～42㎝、
幅2㎝。1600円　L：首まわり36～52㎝、幅2.3㎝。
1800円（以上ズーランド／Safari Lounge）

大自然の中では、首輪をアウトドア仕様に
替えると愛犬も大喜び!?　バックルはワン
タッチで着脱可能だから、取り外しも楽ち
ん。愛犬のキャラクターや毛の色に合わせ
て、いろんな色をつけ替えしても楽しい。

目を引くカラーで
愛犬をいつもお洒落に。

持ち運ぶときは平たく、使用するときに蛇腹を開けば
ボウルに変身。深さがあるため、ご飯がちらばらない
という利点も。カラビナでキャリーやカートに装着で
きるから、出かける際に携帯しやすいのもポイント。

小さく畳めて持ち運びに便利。

目を引くカラーで
愛犬をいつもお洒落に。

きるから、出かける際に携帯しやすいのもポイント。

丈夫なコットンとバックルのタフな１本。S：首まわり
～33.5㎝、幅1.5㎝。1400円　M：首まわり
幅2㎝。1600円　L：首まわり36～52㎝、幅

きるから、出かける際に携帯しやすいのもポイント。
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お近くに書店がない、買い物に行く時間がないなど
書店でのお求めが難しい方に、
毎月発売ごとに『Safari』がお手元に届く
便利な年間購読をご案内いたします。

［ご注意］
■配送・配達手配状況により、
発売日にお届けできない場合がございます。
ご了承のうえお申し込みください。
■お届けは日本国内に限らせていただきます。
■日之出出版公式オンラインストアでの
会員登録が別途必要になります。
■お支払い方法で払い込みを選択いただきました
お客様につきましては、弊社より別途請求書を
発行させていただきます。
請求書到着後、14日以内に郵便局もしくは
コンビニエンスストアでの払い込みまたは
バーコード決済をお願いいたします。
■お申し込みのタイミングによっては、
発売日にお届けできない場合や、
ご希望の開始月号からお届けできない場合がございます。
■ご購読期間中の中途解約は承っておりません。
あらかじめご了承ください。

●お申し込みの際にご記入いただくお名前、ご住所、メールアドレスなどの
個人情報は日之出出版にて管理し、購読雑誌のお届けや定期購読サービ
スの提供に必要な業務連絡に使わせていただきます。またそれ以外に、弊
社からの各種ご案内（イベント・刊行物・プレゼントなど）やアンケートのお
願い、皆様にとって有益と思われる弊社および広告主などの製品やサービス
のご案内をお送りする場合がございます。利用目的にご同意のうえ、お申し
込みください。日之出出版の個人情報保護方針につきましては下記ウェブサ
イトをご覧ください。https://hinode.co. jp/privacypol icy/

●お支払い方法はクレジットカード（Amazon Pay）、
払い込み（郵便局・コンビニ）のいずれかをお選びいただけます。

https://hinode.co.jp/sfc

WEB

日之出出版公式オンラインストア

お電話

日之出出版 読者購読係
（受付時間：平日10：00～17：00）

☎03-5543-1340
●お支払い方法は払い込み（郵便局・コンビニ）
のみとさせていただきます。

お申し込みはコチラから！

アクティブな大人のために、カリフォルニ
アの自由なライフスタイルを提案する男
性ミドルエイジ誌。ラグジュアリーなカジ
ュアルファッションを中心に、クルマ、時
計、グルメ、旅行など幅広いジャンルをご
紹介しています。毎月25日発行。

『Safari』とは？

を読むなら
定期購読をおすすめします!

創刊17周年

男性ミドルエイジ誌No.1

38

1年で2冊分が無料！
税込み定価890円×12カ月分＝
1万680円のところ

（特別定価アップ分および送料は弊社負担。
郵便局・コンビニでの払い込みの場合は別途手数料150円かかります）

特別価格
8900円

特典

（税込）
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MIYAKOJIMA
沖縄から世界に発信する、宮古島の最新ガストロノミー事情。
美食の最新スポットとして、国内外のフーディーたちが注目する宮古島。
とりわけ、若手シェフたちが島の食材で挑む料理の数々には新鮮な発見がある。
今回は、その象徴ともいえる気鋭のフレンチとイタリアンをレポートする。
取材・文＝中村孝則　text : Takanori Nakamura

Gastronomic City

縄県の離島、宮古島に気鋭の
フレンチやイタリアンの料理
店があると聞けば、多くの読

者は意外だと思うに違いない。かくいう
筆者も半信半疑であったが、実際に訪れ
て驚いた。
　まず、信頼できる美食家たちの間でも
噂になっている〈エタデスプリ〉をご紹介
しよう。この店は、宮古島出身の若手シェ
フ、渡真利泰洋氏によるフランス料理店
である。食材のほとんどを宮古島で調達
しているのだが、特筆すべきは＂地産
地消＂や＂ファーム・トゥ・テーブル＂と
いった口当たりのいいコンセプトに留ま
らず、琉球の食文化までも紐解き、世界で
ここにしかない革新的なフランス料理を
貪欲に追求している点にある。使う食材
も、島の珍しい魚からイラブーというウ
ミヘビの燻製や子ヤギ、なかには孔雀の
スープなんていう珍しいものも供される。
　聞けば、宮古島では持ちこまれたイノ
シシや孔雀が野生化し、害獣駆除の対象
になっているのだとか。渡真利シェフは、
そうした命にこそ、宮古島らしい深い味
わいがあることに気づき、ほかでは味わ
えないような上質な料理を作り上げてい
る。食材もさることながら、料理ひとつひ
とつに宮古島や琉球王朝の食文化を紐解
くテーマがあり、五臓六腑だけでなく知
的好奇心まで満たしてくれる。
　宮古島の食材や食文化の奥深さを味わ
うという意味では、イタリア料理店〈ドン
コリism〉も強く推薦しておきたい。オー
ナーシェフの望月直樹氏は移住組である
が、宮古島の生産者たちと深い信頼関係
を築き、常に最旬の食材で極上のイタリ
ア料理を作り上げている。どの皿からも、
手間暇惜しまぬ仕事ぶりや創意が感じら
れ、イタリア料理らしい店内の楽しさも
相まって、ダイニングの醍醐味を存分に
楽しめる。これでプリフィックスのコー
スが4500円というのは、こちらが心配
になるほどリーズナブルだ。
　この2店舗のためだけに宮古島に旅す
る価値は十分にあると思う。

沖

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

B

C

ED

A

A：伊良部島のお祭りにちなんだカツオ料理＂おーばんま
い＂。大漁旗に見立てたソースも艶やか　B：全室プライ
ベートのヴィラ。レストランからも紺碧の海が望める　
C：お酒のペアリングも創意にあふれる　D：沖縄の伝統
食に山羊汁があるが、こちらは子ヤギのロースト。臭みも
なく極上の味　E：豆腐ように見立てた料理は泡盛と

レストランは、海に面したスモール・ラグジュアリーな
〈紺碧ザ・ヴィラオールスイート〉内にある。コースを通
じて沖縄の自然や食文化を存分に堪能できる。宮古島生
まれの渡真利シェフはフランスなどで修業の後、地元に
戻り世界に誇る琉球・宮古ガストロノミー料理を目指す。

琉球王朝料理を進化させた珠玉のフレンチ。

Restaurant État d'esprit
［レストラン エタデスプリ］

DATA

沖縄県宮古島市伊良部字池間添1195-1
☎050-5597-0512
x完全予約2部制（18：00スタート／ 19：00スタート）
無休
https://www.konpeki.okinawa/restaurant/

DATA

沖縄県宮古島市平良字下里597
☎0980-79-0978
x18：00～ 24：00
㊡日曜・水曜
http://doncolino.com

A B C

D A：港であがった時々の
新鮮な魚は、個体に応
じて最高の火入れの状
態で提供される。付け
合わせの野菜類も絶品　
B：自家製の前菜の数々
には、季節の野菜やパ
テ類などが並ぶ　C：宮
古島の繁華街の中心
地にあり、島で人気の店
のひとつ　D：定番のプ
リンは大人味。島の泡
盛、華翁との超絶マリア
ージュは、“口福感”に包
まれること請け合い

イタリア料理とは地方料理の集
合体というのが本質だとすれば、
シチリア島に美食があるように宮
古島こそイタリアンにふさわしい
舞台だというのが、望月直樹シェ
フの考えだ。その理念は、料理に
あますことなく表現されている。
宮古島の山海の幸のポテンシャ
ルにも驚くに違いない。

島イタリアンの
お手本に舌鼓。

DONCOLISM
［ドンコリism］
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