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Make a Statement
with Your Timepiece.

リーダーにふさわしい時計。
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フィリップ・ノアック／アウディ ジャパン 代表取締役社長
文＝遠藤 匠 text :Takumi Endo

EVの未来と〈アウディ〉が日本で愛される理由。
ガソリンとディーゼル車販売禁止の動き

スの欧州市場のセールスオペレーションを統

が進む欧州の主要国を中心に、売り上げを

括し、
欧州とロシアの市場を右肩上がりで成

伸ばしているのがE V（電気自動車）。
しかし

長させた実績の持ち主。果たして彼には、
日

「日本市場における関心はまだまだ低いの
が現状です」
と、アウディ ジャパン代表取

本の自動車マーケットはどう見えているのか。
「欧米と違うのは、顧客との関係性が非常

締役社長フィリップ・ノアックは語る。

に近いこと。月あたりの販売台数は欧米よ

「EVは、
日本ではコンパクトカーを中心に

り少ない傾向ですが、
そのぶん顧客と密なコ

浸透しつつありますが、
プレミアムセグメント

ミュニケーションが必要なのです。これはプ

はそれほどではありません。
しかし、
この10月

レミアムな製品を提供する企業としては当

に日本政府も温暖化ガスの排出量を2050

然です。だからこそ顧客中心主義を徹底し、

年に実質ゼロにする方針を発表しました。

ディーラーとの連携、
アフターサービスといっ

今後、脱炭素化という流れが加速し、EV

たすべての面で高いクオリティを提供できな

がさらに浸透する可能性は十分あります」

くてはなりません。手前味噌ですが、2020

同社は、
そんな日本市場に向けてブラン

年のセールス満足度調査＊で2年連続１位

ド初のEVとなる＂e-tron Sportback＂を発

を獲得でき、商談、契約手続き、納車という

売。
さらに2025年までに、30車種以上の

3部門で最高評価を得られました。努力の

電動化モデルを発売し、全販売台数の4割

甲斐あったと思うと、
とても嬉しいですね」

を占めることを目指している。
ちなみにノアック

プレミアムで魅力ある製品を提供しなが

社長は、〈アウディ〉のアジアパシフィック

らも、顧客第一主義を徹底する姿勢。日本

地域の販売や、直近ではベントレーモーター

で愛されている理由は、
そこにあるようだ。

＊
J.D. パワー ジャパン日本の2020年度日本自動車セールス満足度調査（SSI - Sales Satisfaction Index）
中で前年に続いて第1位。
ラグジュアリーブランド（対象5ブランド）
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〈アウディ〉
四輪駆動＂クワトロシステム＂などの伝統を受け継ぐ
一方、現在は
＂技術による先進＂
というテーマを掲げ、
E Vレーシングカーで培った技術を生かした電動化モ
デルに注力する
〈アウディ〉。2021 年以降に、
スポー
ツモデルの＂ e - t ro n G T ＂やコンパクトS U V の〝 Q4
e - t r o n ＂とクロスオーバータイプの＂ Q 4 e - t r o n
Sportback ＂を発売する予定。

PROFILE
1961年、米ケンタッキー州生まれ。俳
優 デ ビ ュ ー は1978年。1994年、
『ER
緊急救命室』でブレイクした後、『フロ
ム・ダスク・ティル・ドーン』『アウト・
オブ・サイト』『オー・ブラザー！』など
の映画に出演。初監督作『コンフェッシ
ョン』以降、監督としても高く評価され
ている。『シリアナ』でアカデミー賞助
演男優賞に輝いたほか、『フィクサー』
『マイレージ、マイライフ』
『ファミリ
ー・ツリー』で同主演男優賞にノミネー
ト。
『オーシャンズ』シリーズのダニー・
オーシャン役でも知られる。

G E O R G E
C L O O N E Y

【 ジョージ・クルーニー 】

写真＝ Josh Telles / AUGUST / amanaimages

文＝渡邉ひかる

photo : Josh Telles / AUGUST / amanaimages text : Hikaru Watanabe
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ーティン・スコセッシ、スパイク・リー

コメディ『サバービコン 仮面を被った街』以来約

からデヴィッド・フィンチャー、ギレ

３年ぶり。主演作となると、ジョディ・フォスター

1994年当時、俳優としてなかなか日の目を見

ルモ・デル・トロまで。名だたる映画監

が監督を務め、クルーニーが経済番組の人気司会

ないクルーニーにブレイクをもたらしたのは、今

督たちが映像配信サービスとタッグを組み、新作

者を演じたサスペンス『マネーモンスター』以来

も名作として語り継がれる医療ドラマ『E R緊急

を世に送り出すのがもはや自然になりつつある

約４年ぶり。ジョージ・クルーニーの健在ぶりを、

救命室』だった。心優しいが無鉄砲な小児科医ダ

昨今。それに呼応するかのように、ハリウッドス

久々に実感できる１作となるのは間違いない。

グラス・ロスを演じた彼は、たちまち全米のセク

マ

ころがありそうだ。

さらに、
『 サバービコン 仮面を被った街』が全

シーアイコンに。ドラマ内でもトップの人気を誇

機会も上昇の一途をたどっている。そんな中、一

米で公開された2017年以前と、
『 ミッドナイト・

る存在となり、道が一気に開けた。それに並行し

流のフィルムメイカーであり、ハリウッドのトッ

スカイ』がお披露目される今年とでは大きな違い

て出演した映画の数々でも知名度を上げ、
『ER緊

プに君臨する俳優でもある彼は、当然のことなが

がある。一度めの結婚と離婚以来、長く独身貴族

急救命室』のレギュラー出演を終えた1999年か

らというべきか、製作者として、監督として、主演

を貫いてきたクルーニーは2014年、弁護士の女

らは映画界に本格シフトチェンジ。ブラッド・ピ

俳優として流れに乗ることになった。ジョージ・

性と結婚。３年後の2017年には、双子の男女が誕

ットやマット・デイモンらスター俳優と共演した

クルーニーにとっての久々の新作となる『ミッド

生した。
『グッドナイト＆グッドラック』などの社

『オーシャンズ』シリーズなどを世界的にヒット

ナイト・スカイ』は、彼がネットフリックスとはじ

会派作品を監督として放ち、人権活動にも熱心で、

させる一方、
『シリアナ』でアカデミー賞助演男優

めてのタッグを組んだSF大作だ。

政治家としての活躍も望まれるクルーニーのこ

賞を受賞、
『グッドナイト＆グッドラック』で同監

リリー・ブルックス＝ダルトンの小説『世界の

と、国際的に活動する人権派弁護士とのカップリ

督賞にノミネートされ、＂映画界へのシフトチェ

終わりの天文台』を原作にした『ミッドナイト・ス

ングはまさに理想的だった。活動ペースのスロー

ンジが最も成功したTVスター＂になった。いまや

カイ』は、滅亡の危機にある地球が舞台。地球滅亡

ダウンが私生活と関連しているかは定かでない

大勢の人々に知られているこの事実を改めて考

を目前にしてもなお、北極の天文台に留まって孤

が、じっくりと腰を落ち着け、映画人としての自

えると、やはり人生はなにが起こるか全くわから

独な生活を送る科学者オーガスティンをクルー

分と向き合うには適した環境だろう。もちろん、

ない。おそらく『ER緊急救命室』のロス先生に恋

ニーが演じる。そんな彼のそばには、同じく北極

かわいい双子の父親になったことも、ペースダウ

した視聴者たちは、彼がハリウッドを代表する監

に取り残されたらしき謎の少女の姿が。絶望的で、

ンの要因の１つなのではないか。いずれにせよ、

督となり、自作に主演する姿を望みはしても思い

ミステリアスでもある状況の中、宇宙での任務を

父になったクルーニーが放つヒューマンドラマ

浮かべることなどなかっただろうから。現在59

終えて地球へ戻ろうとする宇宙船乗組員サリー

としても、
『 ミッドナイト・スカイ』の中には見ど

歳。まだまだ今後が楽しみな年齢だ。

（フェリシティ・ジョーンズ）らの存在を、オーガ
スティンは知ることになる。しかし、サリーらに
地球の現状を伝えようとするものの、宇宙との交
信はなかなかうまくいかない。果たして、オーガ
スティンは交信を通じて宇宙船の帰還をとめ、乗
組員たちを救うことができるのか？

そして、や

がて明らかになる衝撃の真実とは？

人類の滅

亡を前にした男の孤独な闘いと宇宙船での過酷
なドラマが絡み合い、物語は深遠なメッセージを
はらんでいく。
＂ジョージ・クルーニーと宇宙＂といえば、スタニ
スワフ・レムのS F小説『ソラリスの陽のもとに』
を映画化した『ソラリス』、サンドラ・ブロック扮
する主人公が宇宙空間で孤独なサバイバルを繰
り広げる『ゼロ・グラビティ』などが思い出される。
どちらもシリアスで、壮大さとスリリングな味わ
いを湛えた作品だったが、
『 ミッドナイト・スカ
イ』もそれらに続くものとなりそうだ。また、クル
ーニー監督作となると、コーエン兄弟が脚本を手
掛け、マット・デイモンを主演に迎えたブラック

『ミッドナイト・スカイ』
地球滅亡を目前にしてなお、
北極に残る孤独な科学者オーガスティン（クルーニー）。
謎の
少女と出会い、
共同生活をすることになった彼は、
任務を終えて地球へ戻ろうとする宇宙
船の乗組員らの存在を知る。交信を通じて帰還をとめようと奔走するオーガスティンだ
ったが……。
共演は
『博士と彼女のセオリー』
のフェリシティ・ジョーンズ、『アルゴ』
のカ
イル・チャンドラーなど。
●12月23日より、
ネットフリックスにて独占配信開始
Netflix映画『ミッドナイト・スカイ』12月23日(水)より独占配信開始

That’s Aether. It’s a spaceship
that we hoped would be our future.

あれがアイテル。未来を託した宇宙船だ。
『ミッドナイト・スカイ』
より

COVER STORY

ターたちが映像配信サービスの作品に進出する

11

in Your

CLOSET

このブランドの魅力を女性に独占させておく手はない。
なにげない日常の大切さに気づいた今だからこそ、身近にする時計は自分らしくいられる1本を選びたい。
先進素材とオリジナリティあふれるデザインに洗練が薫る時計。女性たちの羨望の眼差しも感じられるはず。
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝星 隆士

文＝柴田 充

構成＝大嶋慧子

photo : Takashi Noguchi styling : Kan Nakagawara
（CaNN） hair&make-up : Takashi Hoshi
（Signo）
text : Mitsuru Shibata composition : Keiko Oshima

Harry Winston
ハリー・ウィンストン

WATCH

ハリー・ウィンストンの
＂Project Z14＂

軽量かつ耐蝕性に優れた特殊合金ザリウムを
採用する〈ハリー・ウィンストン〉の＂プロジェ
クト Z＂は、シリーズ14作めを数えた。オープ
ンダイヤルやオフセンターのインダイヤル、
レトログラード式運針などアイコニックなス
タイルを継承しつつ、よりコンテンポラリー
なデザインに。ブルーをアクセントカラーに
した渋いグレートーンもアーバンな魅力を添
える。男性にとってその魅力は、女性を虜にす
るハイジュエリーにも負けない。
ケース径42.2 ㎜、自動巻き、ザリウムケース、ラバー
ストラップ、10気圧防水。世界限定300本。腕時計
270万円
（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） 男：ジャケッ
ト27万円、ニット14万3000円、パンツ16万5000円、
ストール3万9000円、バッグ21万円、財布5万2000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） 女：ショール27万円、
イヤリング16万
5000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）
、
その他はスタイリスト私物

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 ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7070
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in Your

休日ランチこそちょっとゴージャスに楽しむ。

CLOSET

夜の会食を控えるようになり、むしろ休日ランチの楽しさを知った。ディナーではかしこまったお店も、気負うことなく
リラックスしたスタイルで楽しめる。つるべ落としの晩秋もゆったりとした時間が味わえるだろう。

Brunello Cucinelli

JACKET

ブルネロ クチネリの
＂カシミヤジャケット＂

ブルネロ クチネリ

BRACELET

ティファニーの
＂ハードウェア リンクブレスレット＂

Leica
ライカ

Tiffany & Co.

LUNCH

C A
D B

アジュール フォーティーファイブの
ランチ＂OMAKASE-MENU＂

ティファニー

Azure 45

CAMERA

ライカの＂Leica Q2＂

アジュール フォーティーファイブ

D

C

B

ミシュランの星を持つアジュール フ

男性の手元に惹かれる女性は多いとか。

じっくりと美しい被写体に向き合うに

〈ブルネロ クチネリ〉
の上質なジャケッ

A

ォーティーファイブでは、宮崎慎太郎

では、
テーブル上に置く手に
〈ティファ

はやはりカメラを手にしたい。ライカ

トなら、
リラックスしながらも礼を失し

シェフによるモダンフレンチを提供。

ニー〉のブレスレットはどうだろう。

Q2はレンズ交換の手間もいらないコ

ない。
身頃をソフトにフィットさせたス

〈ザ・リッツ・カールトン東京〉の45Fの

NYを代表するハイジュエラーならでは

ンパクトデジタルながら、有効4730万

タイルはタイムレスな気品が漂うもの。

窓から広がる眺望も楽しめる。産地直

の、
エネルギッシュな躍動感と都会的な

画素の35㎜フルサイズセンサーと明る

極上のカシミヤジャージ素材のおかげ

送の魚介、新鮮な野菜、果物やフランス

デザインは男の腕にも合う。
大胆なゲー

い高性能レンズを採用。埃や水滴の浸

で、柔らかに包みこむような着心地が

産の肉を用いたその日限りのランチ

ジリンクは、
インダストリアルな雰囲気

入を防ぎ、
天候も気にしないで済む。休

味わえる。ナチュラルなベージュはイ

OMAKASE-MENUに思わず舌鼓。

とともにラグジュアリーを演出する。

日に会心の１枚が撮れるに違いない。

ンナーやパンツとも色を合わせやすい。

ランチ8500円～、プライベートダイニング個室
料金2万円（アジュール フォーティーファイブ
／ザ・リッツ・カールトン東京レストラン予約）
※ランチタイムは11:30 ～ 14:30

ブレスレット93万円
（ティファニー／ティファ
ニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク）
、
服
はAと同じ

カメラ68万円
（ライカ／ライカ カスタマーケ
ア）
、
ポーチ12万円
（ブルネロ クチネリ／ブルネ
ロ クチネリ ジャパン）

男：ジャケット38万円、
ニット21万5000円、
シャツ4
万9000円、
パンツ14万円、
チーフ2万8000円
（以上
ブルネロ クチネリ／ブルネロ クチネリ ジャパン）
、
ブレスレットはCと同じ 女：ニット45万8000円、
ネ
ックレス10万円、
テーブルのバッグ参考商品
（以上
ブルネロ クチネリ／ブルネロ クチネリ ジャパン）

問ブルネロ クチネリ ジャパン ☎03-5276-8300 ライカ カスタマーケア 70120-03-5508 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 70120-488-712 ザ・リッツ・カールトン東京 レストラン予約 ☎03-6434-8711
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CLOSET

EV（＝電気自動車）の未来を開くプレミアムスポーツバック。
世界的なEV シフトが進行中。エンジン派にとっては少し寂しいが、EV の進化も著しく、
それは〈アウディ〉初のEV
＂e-tron（イートロン）＂を見ても明らか。
その進化に立ち合えることを喜びたい。

ELECTRIC
VEHICLE

アウディの
＂e-tron Sportback 1st edition＂
ドイツ自動車メーカーも各社それぞれのEV
戦略のもと、魅力的なモデルを送り出してい
る。
〈アウディ〉からも初のEV＂e-tron＂が登場。
日本では＂e-tron Sportback＂が第１弾となる。
洗練されたラグジュアリーなスタイルはEV
を意識させないが、アクセルを踏めばその違
いは 歴 然。加 速 は 異次元だ。〈アウディ〉は
2025年までに世界新車販売の4割を電動化、
EVも20車種を展開予定。いよいよEVも日常
の風景になりそうだ。

Audi

●全長×全幅×全高：4900×1935×1615 ㎜ ●車両
重量：2560kg ●ホイールベース：2930㎜ ●最高出
力：300kW ●最大トルク：664Nm ●駆動方式：四
輪駆動 ●税込車両本体価格：1327万円
（アウディ／
アウディ コミュニケーションセンター）

アウディ

右：
〈アウディ〉初のバーチャルエクステリアミラーをオプションで
装備。小型カメラにより車両側面後方の視界を確保する 左：充電は
家庭用の普通AC充電器と公共の急速DC
（直流）充電器に対応

問アウディ コミュニケーションセンター 70120-598-106
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in Your

冬ゴルフが身も心もリラックスさせてくれる。

CLOSET

冬の訪れを日増しに感じるこの季節、
グリーンに立てば凛とした空気に深呼吸したくなる。
そんな開放感を味わい、
ゴルフを楽しむには最適な季節だからこそ、お洒落や身のまわりの道具にも気を使いたい。

GOLF
WEAR

Mark & Lona

HEATED
TOBACCO
PRODUCT

マーク & ロナの
＂ハイパー ブロック
パフィー ベスト＂

JTの
＂プルーム・エス 2.0＂

マーク&ロナ

TaylorMade Golf

C A
D B

テーラーメイド ゴルフ

GOLF
GEAR

テーラーメイド ゴルフの
＂SIM グローレ＂シリーズ

JT
ジェイティー

SUNGLASSES

Oakley

オークリーの
ゴルフ用レンズ搭載
＂RADAR EV PITCH＂

オークリー

D

C

B

このサングラスはフレームに軽量性と

プレイ後に一服。
〈JT〉
の加熱式たばこ

一昨年発表され、大きな注目を集めた

〈マーク＆ロナ〉
の新作は1880年代のハ

A

快適な着用感を両立した特許素材オー

用デバイス
〝プルーム・エス＂が、
メンソ

〝M グローレ ＂に、今 年 大ヒットした

リウッドをテーマに、
ラグジュアリーで

マターを採用。
レンズ上部には曇りを軽

ールに特化した
〝プルーム・エス 2.0＂
と

〝SIM＂
シリーズのテクノロジーを融合。

ノスタルジックなコレクションを提案。

減 す る ベ ン チレ ー シ ョン を 設 け た。

してリニューアル。
メンソールならでは

クラブの理想型を目指すとともに、ル

ベストは軽量ながら防風性、撥水性、通

PRIZMレンズは光の波長を個々に調整

の爽快感と満足のいく吸い応え、
クリア

ール最大限の反発による飛びや、優し

気性など機能性に優れ、
人工ダウンとも

しコントロールすることで芝目のコン

なフレーバーを高次元で実現。
充電時間

さを実現した。
レベルを問うことなく、

いわれる中綿でSDGsにも配慮する。

トラストもよりシャープに見える。
この

の短縮や使用可能本数の増加など基本

日本人ゴルファーの平均的なクラブス

〈オークリー〉
独自の技術はありがたい。

機能も向上し、
より使いやすくなった。

ピードに最適なシリーズとなっている。

サングラス2万7100円（オークリー／ルックス
オティカジャパン オークリー）、服はAと同じ

プルーム・エス2.0 税込み価格3980円（JT ／プ
ルーム 専用カスタマーサービス）
、
服はAと同じ

アイアンセット13万円、ドライバー 8万4000円、
フェアウェイウッド各4万9000円、レスキュー
各3万9000円、パター 3万6000円、帽子4000円、
キャディバッグ実勢価格4万5000円（以上テー
ラーメイド／テーラーメイド ゴルフ）、その他
はAと同じ ※実勢価格は編集部調べ

問MARK & LONA表参道ヒルズ店 ☎03-5771-0967 テーラーメイド ゴルフ 70570-019-079

男：ベスト5万8000円、ニット5万5000円、カッ
トソー 1万4000円、パンツ3万9000円、ニット帽
1万円、グローブ7000円（以上マーク & ロナ／
MARK & LONA表参道ヒルズ店）、アイアンはB、
サングラスはDと同じ 女：ブルゾン5万3000円、
カットソー 1万9000円、スカート3万3000円、サ
ンバイザー 1万2000円、グローブ5500円、ソッ
ク ス3800円（ 以 上 マ ー ク & ロ ナ ／ MARK &
LONA表参道ヒルズ店）、アイアンはBと同じ

プルーム 専用カスタマーサービス 70120-108-513 ルックスオティカジャパン オークリー 70120-009-146

16

できるビジネスマンの手元には、貫禄とお洒落感覚が必要です。

新しい時代のリーダーにふさわしい時計。
ライフスタイルが大きく変わった2020年。
となると、新しい生活様式にふさわしい時計選びも重要になってくる。
そこで、
ウォッチジャーナリストがビジネスシーンで活躍してくれる時計をセレクト。
これさえ手元にあれば、新しい時代も波に乗れるはず。
文＝渋谷康人 text : Yasuhito Shibuya

01

ウォッチジャーナリストに聞いた
ビジネスシーンに映える1本とは？

上司の貫禄を宿す品格時計。

ウォッチジャーナリスト 渋谷康人さん
誰が見てもすぐに違いがわかる。その点で腕時計
はスーツ以上にあなたを雄弁に語るアイテム。で
はビジネスシーンに映える腕時計とは？ それは
主張しすぎない、
でも自分のパーソナリティ、
ライ
フスタイルにフィットして、それが自然に相手に
伝わるもの。選ぶなら「これが好きだ！」と素直に
思ったものがベスト。
ただ、
ちょっと＂冒険＂してみ
ましょう。
そんな遊び心も大切です。

上質なスーツを身に纏い、部下を伴って、颯爽とビジネスの場へ足を
運ぶ。そんなベテランのビジネスマンに、大人の貫禄を宿してくれる
のが品格あるタイムピース。手元に配するだけで、見た目から＂信頼
できる上司＂という雰囲気が漂い、羨望の的となるに違いない。

PATEK PHILIPPE

［パテック フィリップ］

CARTIER

［カルティエ］

伝説のメンズウォッチの最新版で
通好みの手巻きゴールド仕様。

＂シンプルウォッチの傑作＂として敬愛されるの

＂メンズウォッチの原点＂ともいわれる伝説的モ

が、
〈パテック フィリップ〉が1932年に製造し

デルの現代版。初代サントスは、３代めルイ・カ

たRef.96。時計史上に燦然と輝くこの名作の哲

ルティエが1904年に、冒険家で飛行家のアル

学、スタイルを継承するのが現行のカラトラバ

ベルト・サントス=デュモンのために製作した

コレクション。なかでもケースや文字盤のデザ

もの。その最新モデルは、手巻きでデイト表示な

イン、さらにムーブメントまで最もクラシック

しというシンプルなタイムピース。それでいて

で定番といえるのが、こちらの手巻きモデル。ラ

ケースはピングゴールドなので、高級感があり、

ウンド型のローズゴールド製ケースはポリッシ

貫禄も十分に備わっている。ジャケットの袖口

ュ仕上げが施され、実に美しい輝きを放ってい

からでも映えるので、スーツ姿にはうってつけ。

る。６時位置にはスモールセコンドを配置。

日常使いとしてもオススメしたい１本。

カラトラバ

サントス デュモン

Ref.5196

© Cartier

何世代も受け継ぐ価値のある
丸型シンプルウォッチの傑作。

文字盤、ムーブメントと、すべてがよき伝統を体現。ケース径37㎜、ケース厚7.68㎜、手巻き、パワー
リザーブ約44時間、18KRGケース、アリゲーターストラップ、３気圧防水。257万円
（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）

キャリバー 430MC搭載。時を重ねても色褪せないタイムレスな魅力を持つ。ケースサイズ46.6×
33.9㎜、ケース厚7.5㎜、手巻き、パワーリザーブ約38時間、18KPGケース、アリゲーターストラップ、
日常生活防水。164万4000円
（カルティエ／カルティエ カスタマー サービスセンター）

VACHERON
CONSTANTIN

AUDEMARS
PIGUET

［ヴァシュロン・コンスタンタン］

［オーデマ ピゲ］

ブラウンダイヤルが味わい深い
大人のフルカレンダーウォッチ。

スポラグ時計の原点にして究極。
待望のスモール＆コンビモデル。

1956年の傑作ウォッチのエッセンスを継承・

ロイヤル オークは天才ウォッチデザイナー、ジ

発展。ニュークラシックとして人気なのがフィ

ェラルド・ジェンタが手掛けた１本。フォーマル

フティーシックス コレクション。そのコンプリ

スーツに合うドレッシーな雰囲気と、カジュア

ートカレンダーモデル（月、日付、曜日に加えて

ルにもフィットするスポーティなテイストを兼

月齢表示まで備えている！）に新作が登場。それ

ね備えたタイムピースとして1972年に誕生。

が味わい深いブラウンダイヤルバージョン。カ

そこに新たに加わったのがトレンドでもある直

ーフストラップのブラウンとあいまって、実に

径34㎜サイズのモデル。サイズをダウンしてい

お洒落な印象。ピンクゴールドケースがクラス

ながらも、存在感があるのはコンビモデルのお

感を漂わせているので、貫禄も十分。ジュネー

かげ。ラグジュアリー感が漂う見た目で、大人の

ブ・シール付きと一目置かれる逸品。

余裕と風格がアピールできるはず。

フィフティーシックス・コンプリートカレンダー

ロイヤル オーク オートマティック

シースルーバック仕様でケース裏からムーブメントの姿が楽しめる。ブティック限定販売。
ケース径
40㎜、ケース厚11.6㎜、自動巻き、パワーリザーブ約40時間、18KPGケース、カーフストラップ、３
気圧防水。380万円（ヴァシュロン・コンスタンタン）

男女兼用で使える絶妙なサイズ
（シリーズ初）が魅力のコンビモデル。ケース径34㎜、ケース厚8.8㎜、
自動巻き、パワーリザーブ約50時間、SSケース
（18KPGベゼル）
、SS&18KPGブレスレット、50m
防水。225万円
（オーデマ ピゲ／オーデマ ピゲ ジャパン）

問カルティエ カスタマー サービスセンター 70120-301-757 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
オーデマ ピゲ ジャパン ☎03-6830-0000 ヴァシュロン・コンスタンタン 70120-63-1755
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OMEGA

［オメガ］

JAEGERLECOULTRE

［ジャガー・ルクルト］

新素材と革新のメカニズムで
機械式時計の未来を先取り。

機械式時計の名門が作った
クラシックなスポーツクロノ。

高精度と超高耐磁性を実現したコンステレーシ

半永久的に動く置き時計アトモスや、３次元ト

ョンの最新モデル。
パラジウムと銅を加えた18K

ゥールビヨン機構を搭載したジャイロトゥール

セドナゴールドのケースと、ベゼルに新しく使

ビヨンなどの超複雑時計。独創的なメカニズム

われるブルーセラミックとの調和を楽しむこと

で時計通を唸らせてきたスイス・ジュウ渓谷の

ができる。ムーブメントは独自の脱進機を使い、

名門。その新作は、ブランドの伝統を体現したク

マスター クロノメーター認定を取得。そのため、

ロノグラフ。６時位置にフルカレンダー、ムーン

一分一秒を争うビジネスマンにとっては強い味

フェイズ機能を備えている。ケースには新素材

方となるはずだ。約60時間のパワーリザーブと、

グランドローズゴールドを採用。これまでにな

タフなところも嬉しい。

い、贅沢な輝きとエレガントな美しさを実現し
ている。もちろん、つけ心地は快適そのもの。

コンステレーション
マスター クロノメーター

マスター・コントロール・クロノグラフ・カレンダー

1万5000ガウスの超高耐磁性で、マスター クロノメーター認定に合格したキャリバー 8901を搭載。
ケース径41㎜、ケース厚13.5㎜、自動巻き、パワーリザーブ約60時間、18Kセドナゴールドケース、
ラバーライニング付レザーストラップ、５気圧防水。230万円（オメガ／オメガお客様センター）

1000時間テストに合格した自社製ムーブメントが眺められるシースルーバック仕様。ケース径40㎜、
ケース厚12.05 ㎜、自動巻き、パワーリザーブ約65時間、グランドローズゴールドケース、ノボナッ
パ・カーフストラップ、
５気圧防水。302万円
（ジャガー・ルクルト）

GIRARD PERREGAUX

［ジラール・ペルゴ］

IWC

［アイ・ダブリュー・シー］

星々の輝きを文字盤に秘めた
大人のシンプルウォッチ。

オーセンティックなスタイルが光る
新・パーペチュアルカレンダーモデル。

スイスに本社を置く、機械式時計の名門。G P

ポルトギーゼ コレクションは、懐中時計のムー

1966は、ブランドを代表する、シンプルな丸型

ブメントを使って作られた大型腕時計がはじま

ウォッチの定番。この新作は、文字盤にアベンチ

り。しかし、その新作は、自慢のパーペチュアル

ュリンガラスを採用。まるで、夜空に星々がキラ

カレンダー機構を自社ムーブメントに搭載しつ

めいているよう。これはダークブルーのベース

つも、ケース径を42㎜と小さくまとめている。

に、銅の粒子をあしらっているから。ケースバッ

ハイスペックながら、ステンレススチールケー

クからは、美しい装飾が施されたムーブメント

スにすることで、こちらの価格を実現。永久保証、

を眺めることができる。ポリッシュ仕上げを施

購入時の最大8年保証という手厚いアフターケ

したピンクゴールドのケースが、スーツ姿をグ

アなのも大助かり。ブラックのストラップが全

ッと格上げしてくれるはず。

体をキリッと引き締めている。

ジラール・ペルゴ 1966 オリオン

ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー 42

完全自社製の薄型ムーブメント、キャリバー GP03300を搭載。シースルーバック。ケース径40㎜、ケ
ース厚9.4㎜、自動巻き、パワーリザーブ約46時間、18KPGケース、アリゲーターストラップ、30m
防水。197万円
（ジラール・ペルゴ／ソーウインド ジャパン）

ペラトン式巻き上げ機構を搭載する自社製キャリバー 82650を搭載。シースルーバック仕様。ケー
ス径42.4㎜、
ケース厚13.8㎜、
自動巻き、
パワーリザーブ約60時間、SSケース、〈サントーニ〉製アリ
ゲーターストラップ、
３気圧防水。234万円（IWC）

GRAND SEIKO

［グランドセイコー］

JAQUET DROZ

［ジャケ・
ドロー］

最先端ムーブメントを搭載する
ドレッシーな機械式モデル。

伝説の懐中時計スタイルが
ブラックジェイドでよりシックに。

今年、２つの革新的ムーブメントと搭載モデル

時計技術をベースに精密なオートマタ作品を

を発表。こちらは、そのうちのひとつ。新開発の

次 々 と 創 造 し た ジ ャ ケ・ド ロ ー 親 子 。彼 ら が

デュアルインパルス脱進機を採用したキャリバ

1784年頃に製作した懐中時計の優雅な文字盤

ー9SA5を搭載。針やインデックスのフォルム

スタイルを腕時計でよみがえらせたクラシック

をリファインすることで、美しさと視認性を両

なモデルこそがグラン・セコンド。こちらは、文

立。文字盤はグランドセイコーブルーを採用し、

字盤に邪気を払うとされるパワーストーン、ブ

高級感たっぷり。ステンレススチールのケース

ラックジェイドを採用。ケースをレッドゴール

とブレスが、洗練された雰囲気を表現。上司とし

ドにすることで、精悍かつ上品な印象を演出し

ての貫禄を後押ししてくれる。

ている。洗練された見た目が特徴で、どこか色気
を漂わせている大人にこそふさわしい逸品。

ヘリテージコレクション メカニカルハイビート36000
グランドセイコー60周年記念限定モデル

グラン・セコンド オフセンター ブラックジェイド

独自の構造と優れた性能の新型機械式ムーブメント、キャリバー 9SA5搭載。ケース径40㎜、ケース
厚11.7㎜、自動巻き、パワーリザーブ約80時間、SSケース＆ブレス、10気圧防水。世界限定1000本。
100万円（グランドセイコー／セイコーウオッチお客様相談室）

ゴールドローターを使ったムーブメントを搭載。世界限定88本。ケース径43㎜、ケース厚12㎜、自動
巻き、パワーリザーブ約68時間、18Kレッドゴールドケース、アリゲーターストラップ、３気圧防水。
282万円（ジャケ・ドロー／ジャケ・ドロー ブティック銀座）

問ジャガー・ルクルト 70120-79-1833 オメガお客様センター ☎03-5952-4400 IWC 70120-05-1868 ジラール・ペルゴ／ソーウインドジャパン ☎03-5211-1791
ジャケ・ドロー ブティック銀座 ☎03-6254-7288 セイコーウオッチお客様相談室 ☎ 0120-061-012
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AUDEMARS
PIGUET

［オーデマ ピゲ］

美しいグレーダイヤルと
バイカラーのケースに唸る。
偉大な伝統と膨大な遺産を持つこの名門が、
2019年に世に送り出したのがCODE 11.59 バ
イ オーデマ ピゲ。文字盤に独自の遠近感をも
たらすダブルカーブ構造のサファイアクリスタ
ル風防を筆頭に、これまでにない時の世界を実

02

お洒落感覚で魅せる時計。
新しい時代となって、ビジネスシーンも変化。リモー
トワークなど、場所にとらわれない働き方が求めら
れるように。装いもそれに合わせることが大事。カジ
ュアルなセットアップなら、まさにうってつけ。そこ

現。サンバースト模様を施したグレーラッカー

にデザイン性に優れ、高級感ある1本があれば完璧。

ダイヤルは、ため息が出るほどの美しさ。ケース
素材は、ピンクゴールドとホワイトゴールドを
採用。圧倒的な存在感を演出している。

CODE.11.59 バイ オーデマ ピゲ
オートマティック
ゴールドローターを採用したキャリバー 4302を搭載。シースルーバック。ケース径41㎜、ケース厚
10.7㎜、自動巻き、パワーリザーブ約70時間、18KPG×18KWGケース、アリゲーターストラップ、
30m防水。280万円（オーデマ ピゲ／オーデマ ピゲ ジャパン）

ZENITH

［ゼニス］

BVLGARI

［ブルガリ］

機械式で1/100秒を計測する
未来を先取りしたクロノグラフ。

エレガントでエッジの効いた
超薄型ウォッチの新定番。

1969年に開発した1/10秒計測ができるムーブ

シャープでエッジの効いた８角形をデザインコ

メント、エル・プリメロ。こちらのデファイは、時

ードに、幾何学的で現代的なフォルムを実現。超

計用に加えてクロノグラフ専用の脱進機構を搭

薄型ウォッチ＝クラシックという常識を打ち破

載。驚異の1/100秒計測を実現している。より

り、モダンでクールさを宿した１本に仕上げた

アクティブでスポーティなライフスタイルを送

オクト フィニッシモ。その新作は待望のブルー

りたい人にお誂え向きのモデルだ。文字盤はス

ダイヤルモデル。サテン仕上げをベースに、ディ

ケルトン。３時位置に30分積算計、６時位置に

テールにポリッシュ仕上げを効かせたケースと

60秒積算計、12時位置にクロノグラフ用パワ

ブレスレットが繊細でお洒落。なめらかなつけ

ーリザーブを備えている。ムーブメントとスト

心地も、快適そのもの。超薄型なので、ジャケッ

ラップのブルーが上品さを際立たせている。

トの袖口に引っかからずエレガントに見える。

デファイ エル・プリメロ21 ブルー

オクト フィニッシモ オートマティック サテンポリッシュ

エル・プリメロ9004 クロノグラフムーブメント搭載。ケース径44㎜、ケース厚14.5㎜、自動巻き、パ
ワーリザーブ約50時間、チタンケース、アリゲーター＆ラバーストラップ、
10気圧防水。132万円（ゼ
ニス／ LVMHウォッチ･ジュエリー ジャパン ゼニス）

プラチナ製マイクロローター式極薄自社製ムーブメント搭載。シースルーバック。ケースサイズ40
×40㎜、ケース厚6.4㎜、自動巻き、パワーリザーブ約60時間、サテン＆ポリッシュ仕上げSSケース
＆ブレス、100m防水。130万円
（ブルガリ／ブルガリ ジャパン）

TAG HEUER

［タグ・ホイヤー］

HUBLOT

［ウブロ］

歴史的なスタイルと
最新ムーブメントが融合。

セレブリティを魅了した
洗練のスタイルがさらに進化。

機械式クロノグラフの基本機構の開発でも知ら

1980年に創業したスポーツウォッチブランド。

れる名門ブランド。こちらのクロノグラフは創

船の丸窓をモチーフに、高級時計でありながら

業160周年を記念した１本。モータースポーツ

ラバーストラップを採用するなど斬新なアイデ

に関わるきっかけとなった傑作、ホイヤー カレ

アで時計界をリードする。こちらのクラシック・

ラ。その1964年モデルを継承した特別限定バ

フュージョンは、スポーティさに加えて、洗練さ

ージョンだ。クラシックな見た目と、サンレイブ

れたテイストが自慢。ケース素材には超軽量、耐

ラッシュ仕上げのシルバーダイヤルが精悍な印

傷性に優れたチタンを採用している。ブラック

象。バーインデックスの落ち着いた顔は、大人の

の文字盤とストラップが、なんともスタイリッ

日常使いとして申し分のない仕上がり。

シュでお洒落。３時位置に日付表示を配置。

タグ・ホイヤー カレラ 160周年 シルバーダイヤル
リミテッドエディション

クラシック・フュージョン チタニウム

世界限定1860本。キャリバー ホイヤー 02 ムーブメント搭載。ケース径39㎜、自動巻き、パワーリザ
ーブ約80時間、SSケース、アリゲーターストラップ、100m防水。69万5000円（タグ・ホイヤー／
LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー）

キャリバー HUB1112搭載。シースルーバック。ケース径45㎜、ケース厚11㎜、自動巻き、パワーリザ
ーブ約42時間、チタンケース、アリゲーター＆ラバーストラップ、５気圧防水。82万円（ウブロ／
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ）

問オーデマ ピゲ ジャパン ☎03-6830-0000 ブルガリ ジャパン ☎03-6362-0100 LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ゼニス ☎03-3575-5861
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ ☎03-5635-7055 LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー ☎03-5635-7054
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CARL F. BUCHERER

［カール F. ブヘラ］

オーセンティックなクロノで
魅惑のブルーダイヤル仕様。

PANERAI

［パネライ］

ラグジュアリーで
絶妙なヴィンテージ感が漂う。

卓越した技術力と洗練されたセンスにより2017

〈パネライ〉の原点は、ブリッジ型リュウズプロ

年に生み出された、オーセンティックなフライ

テクターがなくワイヤーループ型のアタッチメ

バッククロノグラフ。今年の新作は上品で爽や

ントにベルトを取り付けたラジオミール。この

かなブルー文字盤仕様。クラシックなツーイン

秋に登場した限定モデルは、熱心な〈パネライ〉

ダイヤルで、３時位置には30分積算計、９時位

ファンが集うウェブコミュニティ、
『パネリステ

置に秒表示を配置。それぞれレコード引きで装

ィ ドットコム』の創立20周年を記念したもの。

飾している。６時位置には日付表示を備え、日常

放射線状に広がるサテンソレイユ仕上げを施し

使いにも対応。外周にはタキメーターも完備。大

たサンドイッチダイヤルには、渋さのあるブラ

人のエレガンスを手元からさりげなくアピール

ウンカラーを配色。ベージュカラーのカーフス

してくれる通好みの１本だ。

トラップとあいまって、実にお洒落。

マネロ フライバック

ラジオミール ヴェンティ‐45mm

不動の人気を誇る定番クロノグラフ。キャリバー CFB1970を搭載。ケース径43㎜、ケース厚14.45㎜、
自動巻き、パワーリザーブ約42時間、SSケース、テキスタイルストラップ、30m防水。88万円
（カ
ール F. ブヘラ／ブヘラジャパン）

世界1020本限定。自社製キャリバー P.6000ムーブメント搭載。ケース径45㎜、ケース厚14.15㎜、手
巻き、パワーリザーブ約72時間、SSケース、トーンオントーンステッチ入りカーフストラップ、10
気圧防水。72万円
（パネライ／オフィチーネ パネライ）

BLANCPAIN

［ブランパン］

IWC

［アイ・ダブリュー・シー］

陸・海・空、あらゆる
世界を楽しみたい人に。

ジェット・パイロットのための
最先端・機械式クロノグラフ。

ダイバーズは高い防水性に加え頑丈さも備えた、

映画『トップガン』で知られる海軍戦闘機兵器学

最もタフで信頼できる万能ウォッチ。そして

校の卒業生用のモデルをもとに製作。1500本

1953年に誕生したフィフティ ファゾムスは、

世界限定と希少なモデルだ。名前にあるSFTIは

現代ダイバーズの原点にして究極のコレクショ

＂戦闘機戦術教育＂の略。魅力は独自の軽量セラ

ン。その新作は、お洒落なグリーンダイヤル仕様。

ミック素材による軽快な装着感。さらに最先端

カジュアルな仕事着のアクセントにうってつけ

のジェット戦闘機に直結するリアルなミリタリ

な１本だ。自社製の毎時3万6000振動のハイビ

ーテイストも然り。気圧の変化・衝撃・傷に強い

ートムーブメントは高精度を誇り、陸海空あら

本格仕様で、つけるだけで『トップガン』のファ

ゆるフィールドで、最適なパートナーに。

イターパイロット気分に浸れるはず。

フィフティ ファゾムス バチスカーフ
フライバック クロノグラフ

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ
トップガン ＂SFTI＂

フライバック機能付き自社製のキャリバー F385搭載。ケース径43.6㎜、ケース厚15.25㎜、自動巻き、
パワーリザーブ約50時間、
ブラックセラミックケース、NATOストラップ（セイルキャンバスストラ
ップタイムもあり）
、300m防水。169万円（ブランパン／ブランパン ブティック銀座）

PIAGET

［ピアジェ］

世界限定1500本。IWC自社製69380キャリバー搭載。ケース径44.5 ㎜、ケース厚15.7 ㎜、自動巻き、
パワーリザーブ約46時間、
セラミック
（酸化ジルコニウム）ケース、NATOタイプ・ファブリックスト
ラップ、
６気圧防水。108万円（IWC）

BREITLING

［ブライトリング］

世界を変える男のための
プレミアムなスポラグウォッチ。

ドレッシーなテイストも備えた
新生クロノマットの日本限定版。

1950年代からスイスでトップクラスの技術力

世界的な機械式時計ブームの象徴となった傑作

を誇り、機械式腕時計のエレガンスを極めた超

クロノグラフ。オリジナルデザインのブレスレ

薄型ウォッチの名門。今年、ケース厚わずか2㎜

ットとともに、原点回帰と進化を果たして登場

の世界記録を樹立したことでも話題に。その〈ピ

したのが、このモデル。計器らしさに加えてラグ

アジェ〉の新作は、あざやかなグリーンにゴール

ジュアリーなテイストも備えた、唯一無二のス

ドのインデックスが映えるスポーツウォッチ。

ポラグウォッチ。これは日本限定販売のシック

つけるほどにケースやダイヤルに秘められた美

で精悍な印象のブラックダイヤル。この秋、３針

しさ、ブランドの洗練されたセンスが堪能でき

で男女兼用が可能なケース径36㎜、32㎜のレ

る１本だ。世界を変える志を持つアクティブな

ディスモデルが新たに加わったことにより、ペ

人にこそ、ふさわしいタイムピースだろう。

アウォッチとしても楽しめるように。

ピアジェ ポロ

クロノマット B01 42 ジャパンエディション

世界限定888本。丸とクッション型を組み合わせた形状のケースに、自社製のキャリバー 1110Pを搭
載。ケース径42㎜、ケース厚9.4㎜、自動巻き、パワーリザーブ約50時間、SSケース＆ブレス、10気
圧防水。131万2000円
（ピアジェ／ピアジェ コンタクトセンター）

日本だけで購入できる限定販売モデル。ブライトリング自社製のキャリバー 01搭載。クロノメータ
ー。ケース径42 ㎜、ケース厚15.1 ㎜、自動巻き、パワーリザーブ約70時間、SSケース＆ブレス、
200m防水。89万円（ブライトリング／ブライトリング・ジャパン）

問オフィチーネ パネライ 70120-18-7110 ブヘラジャパン ☎03-6226-4650 IWC 70120-05-1868 ブランパン ブティック銀座 ☎03-6254-7233
ブライトリング・ジャパン ☎03-3436-0011 ピアジェ コンタクトセンター 70120-73-1874
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Slim d'Hermès
Quantième Perpétuel
［＂スリム ドゥ エルメス＂パーペチュアル・カレンダー ］

月による日数の違いや閏年を自動調整す
る 永 久 カ レ ン ダ ー、ム ー ン フ ェ イ ズ、
GMT、昼夜表示を備えた複雑時計ながら、
卓越した技術で驚きの薄さと軽さを実現。
2021年1月頃発売予定。左：ケース径39.5
㎜、自動巻き、18K PGベゼル＋チタン
ケース、アリゲーターストラップ、3気
圧防水。予定価格361万円 下：Pt950プ
ラチナベゼル仕様。予定価格361万円
（以
上エルメス／エルメスジャポン）

BACK

極薄型ムーブメントは厚さがなんと4
㎜。
自動巻きマイクロローターを備え、
全体にはHマークの装飾が施される
©Calitho

HERMÈS

チタンケースを採用した〈エルメス〉の新作。

＂永久＂を備えた時計は
美しさと軽やかさも＂A級＂。
ビジネスシーンでは相手の時計に目がいくこともしばしば。それが美しくエレガント
な時計ならなおさらだろう。
この〈エルメス〉の新作もまさにそんな時計。ただしこち
らは、輝くゴールドとマットなチタンケースのコンビという意外性を秘めた美しさ。
さ
らに永久カレンダーを備えるなど、
その価値はまさにA 級だ。
写真＝正重智生

photo : Tomoo Syoju（BOIL）

問エルメスジャポン ☎03-3569-3300

上

司たるもの、仕事ができてこ

ない斬新な見た目に。また、文字盤には

そまわりから尊敬されるもの。

12時位置に日付、6時位置にデュアルタ

でも、
＂ 憧れの上司＂となると

イム、9時位置にリープイヤー（閏年）を

どうだろう。仕事ができるうえにお洒落。

表示するカウンターをバランスよく配置。

さらにウィットを理解するような知性と

ひと目で〈エルメス〉とわかる軽やかなイ

夢やロマンを併せ持つ人が理想ではない

ンデックス数字も躍るようで、控えめな

だろうか。そして、そんな人にぴったりな

がらも印象は鮮烈。そう、上司たるもの、

のが、この＂スリム ドゥ エルメス＂パー

こうでなくてはいけない。さらに3時位

ペチュアル・カレンダー。なぜなら、この

置にご注目を。アベンチュリンの夜空に

時計には＂憧れの上司＂とリンクする魅力

浮かぶのは、マザーオブパール（白蝶貝）

がたくさん詰まっているから。まず見た

の月。上司の時計の中でムーンフェイズ

目がいい。ベゼルやリュウズ、針などは

機構が月齢を刻んでいるとは、なんとも

18Kピンクゴールド製。これが、光沢を抑

ロマンチックな話ではある。こんな時計

え素材感を表現したグレード５のチタン

をつけると女子社員もざわつくはず。当

ケースと好コントラストをなし、嫌みの

然アナタの評価は特A級!?
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コーデュロイパンツ6万3000円
（ファ
ブリック ブランド／ Safari Lounge）

ひ

と口にスニーカーといっても、
今はデザインも様々。トレー
ニング用のほか、テニス、ラン

ニングシューズなどは、＂ザ・スニーカー＂
としてお馴染みのところ。その一方で、こ
の〈トッズ〉＂ノーコード X＂のように、ア
スリートっぽさを感じさせないながらも
機能的でお洒落なタイプもある。お洒落
の視点からすると、大人らしいカジュア
ルで出かける週末は、後者のタイプのほ
うが断然使い勝手がいい。しかもそれが
シックで落ち着いた色ならなおさらだろ
う。そして今回ご紹介する＂ノーコード
X＂は、そんな色を纏った限定モデル。ア
ッパー部分には、ハイテクファブリック
を使用した快適なニット素材とカーフレ
ザーを使用。ひと目で〈トッズ〉とわかる
側面のTモノグラムがツートーンカラー
の中で効いていて、格上感も漂う。大人に
必要なスニーカーとは、まさにこのよう
なモデルではないだろうか。

TOD’S

職人技とテクノロジーが融合した
〈トッズ〉
の新作。

都会派が選ぶスニーカーは
モダンで品よく、大人色。
スニーカーの選択肢は、
もはやスポーツブランドだけでないのはご存知の
とおり。むしろファッション、
ライフスタイルブランドのモノに目を向けると、
大人にぴったりなものが見つかる。たとえば〈トッズ〉のスニーカー。斬新
だが奇をてらわないデザインはまさに大人好み。
しかもシックなこの限定
色なら、お洒落にうるさい都会派も満足するのでは？
写真＝鎌田賢太郎

photo : Kentaro Kamata

TOD'S No_Code X
［ トッズ ノーコード エックス ］

〈トッズ〉＂ノーコード＂シリーズ第４弾モデルが＂トッズ ノーコードX＂。
従来よりも柔軟なカップソールを備え、軽さとグリップ力、最高のクッシ
ョン性が味わえる。
ペブルをエンボス加工したラバーアウトソールが〈ト
ッズ〉らしい。限定色はライトブラウン×ダークブラウンとダークグレー
×サファリグリーンの２色。〈トッズ〉一部店舗と『Safari Lounge』のみ
での展開となる。各9万3000円（以上トッズ／トッズ・ジャパン）

問トッズ・ジャパン 7 0120-102-578

Safari Lounge safarilounge.jp

着用

22

上質を知っている〈イセタンメンズ〉なら

てくれるものであれば、これほど頼りになるものはな

い。その点、
〈ボッテガ・ヴェネタ〉のトートバッグは理

想的。カーフ素材の柔らかな質感に加え、リッチな艶が

あり、なんとも贅沢。それでいてシンプルだから、どん

なスタイルにも馴染んでくれる懐の深さがある。

ナイロンコート、ニット、パンツ、スニーカーは参考商
品。手に持ったカードケース4万9000円（以上ボッテ
ガ・ヴェネタ／伊勢丹新宿店）

イントレチャートが高
級感を加速させる、都
会に馴染むトートバッ
グ。W35×H44×D8 ㎝。
ブラック。40万5000円
（ボッテガ・ヴェネタ／
伊勢丹新宿店）

『三越伊勢丹ラグジュアリー
オンラインストア』はコチラ！

※このページで紹介した商品はすべて、こちらの
オンラインサイトで購入可能。数量には限りがあります。

イセタンメンズ

オンにもオフにも持てるバッグ。それが、男の格を上げ

I SETAN MEN'S

お洒落のアップデイ トも思いのまま。

☎03-3352-1111

問伊勢丹新宿店

酸いも甘いも噛みわけるアラフォーともなれば、多くのものに囲まれるより、
「これ」と決めた価値ある
１点があればいい。そう思う人も多いだろう。特にお洒落はその傾向が強いかもしれない。しかしときには、
時代の流れとともに自分の中での定番品もアップデイトする必要がある。なぜなら、今にふさわしい
お洒落が楽しめるうえに、なによりも新鮮な気持ちが味わえるから。そこで、上質なものが揃う
〈イセタンメンズ〉の商品が購入できる
『三越伊勢丹ラグジュアリーオンラインストア』を紹介したい。
なかでも、大人の男に必要なアップデイトアイテムを厳選してお届け。これなら、好きな時間に選べる。
（ IL NIDO.STUDIO
） styling : Masahiro Enomoto
（ remix
）
photo : Hiroki Nakayama

写真 ＝ 仲 山 宏 樹 ス タ イ リ ン グ ＝ 榎 本 匡 寛

ボッテガ・ヴェネタの
＂トートバッグ＆SLG＂

ブルネロ クチネリの
＂クルーネックニット＂

ディースクエアードの
＂バックパック＆スニーカー＂

着ているのを忘れてしまいそうな極

今季、
創立25周年を迎えた
〈ディースクエア

上に柔らかい肌触りは、ヤミツキも

ード〉。
ブランドのアイコニックなアイテム

の。隣に座った彼女が思わず寄り添

に
〝ICON〞
ロゴをあしらった、
まさにアップ

いたくなるような風合いだ。カラー

デイトなアイテムたち。モノトーンながら

は毎年アップデイトされるので、1

コーデにアクセントを作ってくれる一品。

枚ずつ増やしていくのも楽しみ。

ナイロン生地バックパック。
W30 ×H40 ×D22 ㎝。7 万
6000円、ニットスニーカー
9万6000円
（以上ディースク
エアード／伊勢丹新宿店）

触れずとも、
ぱっと見
で上質な素材感が漂
う。色はベージュ、
グ
レー、
ネイビーの3種。
各11万5000円
（以上
ブルネロ クチネリ／
伊勢丹新宿店）

エトロの＂ショール＂
シンプルな装いをぐっと華やかにしてくれ
る小物のひとつが、ショール。なかでも、柄
使いに一目置かれるラグジュアリーブラン
ド〈エトロ〉のこれは、上質な風合いと大人
の色気を放つ一品。そんな格上感が魅力だ。
さらりと心地いいシルク混素材。
右：華麗な柄もブルーなら凛々しい。
6万6000円 左：リバーシブルな
ら柄がもっと楽しめる。9万9000
円
（以上エトロ／伊勢丹新宿店）

ダンヒルの＂シグネチャーSLG＂
〈ダンヒル〉を象徴するシグネチャーコレクションの

SLG。撥水性と耐久性に優れたコットンキャンバスは、
取り出す回数の多い小物にはうってつけ。高級感のあ
る作りは、デキる男の演出にひと役買ってくれるはず。

小物を統一して持つのもかっ
こいい。
右から、
コインケース
付き2つ折り財布4万1000円、
ジップタイプ長財布6万3000
円、キーケース2万6000円（以
上ダンヒル／伊勢丹新宿店）

アレキサンダー・マックイーンの
＂キャンバススニーカー＂

ブリオーニの＂定番ニット＂

シンプルなカラーリングも、

センシャルワードローブ〞シリーズ。なかでも、これからの季節にぴ

ソールの厚みや存在感のあ
るトウデザインで個性的な
足元を彩ってくれる。ブラ
ンド名も同色でサイドにさ
りげなく施してある。その
あえて控えめな主張が、ま
さに大人にふさわしい。
右：白スニーカーも、
このボリュ
ーム感なら主役級。7万3000
円 左：旬の短丈パンツにはハ
イカットを合わせたい。8万
2000円
（以上アレキサンダー・
マックイーン／伊勢丹新宿店）

男に欠かせないワードローブとして〈ブリオーニ〉が提案する〝エッ
ったりなのが、コチラのシルク混紡素材の定番ニット3型。

ベーシックな型と色で
汎用性が高い。右から、
ニ ッ ト ポ ロ10万8000
円、Vネックニット、
ク
ルーネックニット各8
万7000円
（以上ブリオ
ーニ／伊勢丹新宿店）
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CALVIN KLEIN
OPTICAL COLLECTION
快適さと洗練度が違う〈カルバン・クライン オプティカル コレクション〉。

テレワークもジム通いも
アイウエアは軽やかさが大事。
アイウエアは軽やかさが大事
メガネ選びもだいぶ選択の幅が広がった。
とはいえ過度なデザインは禁物。オン・オフ問わず適度に
カジュアルで快適なものを選ぶのがよい。おすすめはとにかく軽やかな装用感を追求したこれらの
新作フレーム。気持ちまで軽くなるから、
テレワークやジム通いもハツラツと取り組めるのでは？
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝星 隆士

文＝遠藤 匠

構成＝大嶋慧子

photo : Takashi Noguchi styling : Kan Nakagawara
（CaNN）hair&make-up : Takashi Hoshi
（Signo）
text : Takumi Endo composition : Keiko Oshima

モデル着用はコチラ

Shiny Gunmetal

Satin Black

Shiny Brown

Titanium
チタニウム

カフェでのテレワークの
開放感を細軽メガネが後押し。
自宅にこもってのテレワークも集中できるが、
開放的なカフェのほうが、意外に仕事がはか
どる人もいるだろう。このメガネフレームは、
フロントのリムに加え、テンプルの芯金にも
チタンを採用。かけていることを感じさせな
いほど軽く、フィット感も柔らか。だから、ス
トレスなく仕事ができるし、気分も晴れやか
に。テラス席で満喫するフレッシュエアも相
まって、いい企画が思いつきそうだ。
テンプルは丈夫なチタン芯を内蔵したプラスチック製。
メガネ各2万1000円
（以上カルバン・クライン／マーシ
ョン ジャパン）
、ニット1万3800円、Tシャツ7500円、
バッグ1万500円（以上カルバン・クライン ジーンズ／
カルバン・クライン カスタマーサービス）
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Milky Green

Honey Tortoise

Black

モデル着用はコチラ

Plastic
プラスチック

軽さだけじゃない。型崩れの
心配がないメガネでジムへ。
天地幅が広く、ジム通いで羽織るダウンのボ
リューム感にも映えるしっかりとしたセルフ
レームだが、実は軽さは驚くほど。しかもテン
プルの芯金が弾力性に富むベータチタンだか
ら、締めつけ感なしで快適。復元力も非常に高
く型崩れしにくい。となると普段から快適に
過ごせるうえ、ジムでのトレーニング時もメ
ガネが気になることもない。クラシックデザ
インで機能性が高いのは実にありがたい。
メガネ各1万7000円（以上カルバン・クライン／マーショ
ンジャパン）、ブルゾン4万1800円、パーカ1万6800円、T
シャツ7500円、パンツ2万3800円、バッグ2万6500円（以
上カルバン・クライン ジーンズ／カルバン・クライン カ
スタマーサービス）
、
その他はスタイリスト私物

0120-356-733 ［関東エリア］銀座メガネ ☎03-3490-1563 メガネのアド ☎042-527-0648 ［関西エリア］メガネ本舗
問マーション ジャパン
［中部エリア］メガワールド名古屋本館 ☎052-726-8310 カルバン・クライン カスタマーサービス
0120-657-889

0120-606-533
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Discover the beauty of Japan!

代々、当主の家族が暮らし
て い た、母 屋 の2Fに あ る
＂木藤＂。ベッドルームから
は南棟の瓦屋根を望み、奈
良らしい風景が楽しめる

WAREHOUSE HOTEL

なぜだか懐かしい。古きよき日本の情緒に心休まる。

醸造所として、
あるいは材料を貯蔵する倉庫として、役割を果たしてきた堅牢な蔵。
今は、Wi-Fi や床暖房など快適な設備を調えたお宿として、再利用されるケースも。
時を吸いこんだ分厚い扉の向こうに、
日本ならではの非日常の体験が待っている。
文＝古関千恵子 text : Chieko Koseki

01

奈良最古の醤油蔵で古代に触れるロマン体験。

NIPPONIA

［ ニッポニア タワラモト マルトショウユ ］
良盆地の中央、ぐるりと水

呼ばれる伝統建築の醸造棟や住居棟、

田や大和青垣に囲まれた、

古文書や道具が残る書庫などを改築し

日本の原風景が残る田原本。

た客室は７室。
築130年の建物に手を加

この地に1689年、創業したのが奈良

え、床暖房やWi-Fiなど、今どき必須な

最古の醤油蔵〈マルト醤油蔵元〉。大和

設備にも抜かりなし。料理には、復活し

川周辺で育てられた大豆と小麦を使い、

たマルト天然醸造醤油を使用。醤油し

天然醸造にこだわった醤油は、皇室御

ぼり体験など醤油文化にも触れられる。

用達だったことも。戦後の混乱期に蔵
を閉じたものの、試験醸造を経て70年
ぶりに本格的な醸造が復活。そして宿
として、新たに門戸を開いた。大和棟と

ほかにもこんな部屋が！
C：当時、蔵人たちの作業風景を見
守ったシンボル的な建物の部屋
＂蔵人＂ D：古文書や財物が収め
られていた蔵の部屋
＂府庫＂
。18代
め当主が古文書を読み解き、昔な
がらの醤油を復活させるきっかけ
に。
室内には歴史を記した書物も

B
D

C

DATA
A奈良県磯城郡田原本町伊与戸170
☎0744-32-2064
https://maruto-shoyu.co.jp/

情緒あふれる街と四季を存分に楽しめる。
［ エッチュウ ヤツオベース オヤツ ］

日本のおもてなし文化を間近に体感！

桝一客殿

［ マスイチキャクデン ］

客室は本丸（定員7名）と二
の丸（定員５名）
。格子窓の
向こうは、
なりひら通り。
風
物詩＂おわら風の盆＂の町流
しを部屋から見物できる

＂書斎型ツインルーム50平
米＂。部屋番号はなく、桝一
客殿の旦那文化を象徴する
北斎作品のルームキーと客
室入り口の絵を合わせる

マスイチキャクデン

越中八尾ベース OYATSU

02

Masuichikyakuden

03

A：母屋の1Fにあるレストラン。土
壁がいい風合い B：70年ぶりに
復活させたマルト天然醸造醤油を
使った、
あんかけの朝食。大和の稲
作発祥の地である田原本。手塩に
かけて育てられた地元の野菜や、
邪気を払うとされる古代桃など、
自然の恵みを田園風景の中で

ニッポニア タワラモト マルトショウユ

奈

A

Nipponia Tawaramoto Maruto Shoyu

田原本 マルト醤油

エッチュウ ヤツオベース オヤツ

Ecchu Yatsuobase Oyatsu

B

A：どっしりとした扉の蔵の中では、
日によって、音楽イベントなどを開
催。興味のあるイベントは、
スケジュ
ールを確認してみて B：蔵の隣の
カフェ＆バースペースでは、地酒や
季節のドリンク、
和菓子など、
八尾な
らではのメニューをラインナップ

A

戸から明治にかけて栄え

取り持ってくれる。八尾で活躍するシ

た坂の町・富山県八尾。かつ

ェフの山の幸を使ったイタリアンのケ

て生糸や越中和紙を扱う問

ータリングや、行事＂おわら風の盆＂の

屋で、蚕業も営んでいた商家を一棟貸
しに。明治5年に建造された、原材料や
商品の集荷場として使われていた蔵を

江

改築。コンセプトは＂八尾の四季を感じ
る暮らしを体験する＂。滞在中はコンシ
ェルジュが町を案内。この地に根づく
町人文化に触れ、地元の人との交流も

B

遠

A：見上げるほど高い天井に、立派な
梁がわたされたロビー。モダンなソ
ファと蔵建築とのコントラストも絶
妙。ロビーの先には昔ながらの瓦が
積まれている B：江戸時代の文庫蔵
を生かした図書館。建築や江戸美術、
小布施にまつわる書物がずらり並ぶ

A

方からのお客をもてなす文

蔵が融合したその様は見事だ。たとえ

化が息づいている小布施。

ば、ガラスをメインにステンレスやタ

〈桝一客殿〉の祖・高井鴻山

イルを組み合わせたバスタブ。肩まで

三味線名人からの手ほどきなど、体験

も、葛飾北斎を招き、この地に文化遺産

湯に浸かれるよう、座面もある。ほかに

も町の暮らしに踏みこんだもの。普通

をもたらした。その流れは今も継続。江

も、家具にいたるまで、モーフォードの

の旅では満足できない人におすすめ。

戸時代からの文庫蔵や砂糖問屋の土蔵

美意識が貫かれている。

DATA
A富山県富山市八尾町上新町2701-1
☎076-482-6955
http://8-base.chu.jp/

３棟など12室を、
〈パークハイアット〉
で知られる建築家ジョン・モーフォー
ドが基本設計を手掛けた。小布施の暮
らしで得た彼のインスピレーションと、

DATA
A長野県上高井郡小布施町大字小布施815
☎026-247-1111
https://www.kyakuden.jp/
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color
variation

COMFORTABLE SET-UP
［ コンフォータブル セットアップ ］

裏起毛素材をベースに再生繊維のリヨセルを加え、
これまで以上に柔らかな風合いにアップデイト。ブ
ルゾンとジョグパンツは、カラダにきれいにフィッ
ト。各所にマルチカラーをちりばめた〈ポール・スミ
ス〉らしい遊び心によって、着ることの楽しさも演出
し た。ブ ル ゾ ン 各1万2000円、パ ン ツ 各1万1000円
（以上ポール・スミス アンダーウェア／ポール・スミ
ス リミテッド）、その他はスタイリスト私物

右：杢グレーと相性のいいブルーのストライプ柄を、
さりげなく施したフロントファスナー 中：よく見る
と、ドローコードを通すホールの穴かがりの色がア
クセントに 左：ポケット袋布はマルチカラー仕様

Paul Smith UNDERWEAR
シンプルで暖かい
〈ポール・スミス アンダーウェア〉
の新作。

だが、
窮屈さを感じてパフォーマンスが落ちては元も子もない。
でもこの1着なら大丈夫。スポーツ系ジャージと違い、見た目
に上品で高級感あり。
さらに裏起毛素材で快適だから、
集中の
妨げになることもない。
まさに仕事向きといった感じだ。
また、
セットアップだからコーデにも悩まず、
自宅で洗濯できるとこ

気を抜くとだらけてしまいがちなテレワーク。この際だから自宅用の仕事着を用意。気持ちを引き締めてみてはどう
だろう。お誂え向きは
〈ポール・スミス アンダーウェア〉
のブルゾン型セットアップ。ジャケットほど堅苦しくなく、ほどよ
いきちんと感がありつつも極めて快適な着心地。仕事のパフォーマンスアップに貢献しそうだ。
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

問ポール・スミス リミテッド www.paulsmith.co.jp

テレワークで大事なのが、
いかに気持ちを仕事モードにできる
かということ。そのため、
自宅でもスーツを着る人がいるよう

テレワーク用ウエアとして
重宝する快適セットアップ。
写真＝正重智生

見栄えがよくて、すこぶる快適だから
テレワーク用のウエアに最適。

ろも高ポイント。
これぞテレワークの相棒といえるのでは？

Information
12/1（ 火）に大阪府吹田市のららぽーとEXPOCITY 店に〈ポール・スミス アン
ダーウェア〉
のニューショップがオープン。今回のホームウエアも登場。

のマークが付いている商品は、
ショッピングサイト〈Safari Lounge〉で購入可能。 safarilounge.jp
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ブ

ルー文字盤の時計を持つご利

を見てみる。丸い文字盤は、光を受けると

益はいくつかある。ビジネス

放射線状に輝くサンレイ仕上げ。美しく

シーンではネイビーのスーツ

洗練度の高いブルーが豊かな表情を見せ

やジャケットがやはり基本。その着こな

つつ印象は上品だ。また、そんな文字盤が

しをお洒落に魅せるには、タイや時計を

強調されて見えるのは四角いケースだか

含めて色彩を統一する方法があるが、こ

らこそ。このあしらい方はさすが四角時

の点でブルー時計があれば鬼に金棒。ま

計で名高いブランドならでは。美しいブ

た、ブルーには誠実で若々しい印象も。こ

ルー時計のご利益がさらに増したように

れはビジネスでも大いに味方につけたい

見える。とはいえ本当のご利益は……。こ

要素だろう。そこで〈ベル＆ロス〉の新作

の時計をつける喜びかもしれない。

BELL & ROSS
機能美と都会的センスを纏った〈ベル＆ロス〉。

さりげな個性出しに効く
洗練ブルーの四角時計。
ビジネスで使う時計の文字盤は、
シルバー、白、黒が主流だったのは昔の話。近年は
ブルー文字盤への注目度が高まり、
日本人には特に人気だという。
そんな事情もあってか、
〈ベル＆ロス〉の新作＂BR 05＂のクロノグラフモデルにもブルーがラインナップ。
中身は信頼のスイスメイド。だが、
そのブルーのあしらい方にはパリの洗練が息づく。
問ベル＆ロス ジャパン ☎03-5977-7759

BR 05 CHRONO
BLUE STEEL
［ BR 05 クロノ ブルースチール ］

アーバン・インストゥルメントをコ
ンセプトに、都会派に向けたBR 05
コレクションのクロノグラフモデル。
丸と四角が融合したデザインにはア
ビエーションウォッチのテイストが
窺え、視認性、機能性、高精度、そして
信頼性も高い。上：ケース径42㎜、自
動巻き、SSケース＆ブレス、10気
圧防水。73万円 左：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）
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欲しいと思ったら、
今すぐ
『Safari Lounge』
へ!

買いどき!

COOLGREASE SUPERIORE

［クールグリース・スペリオーレ］

髪に輝きを与える水性ポマードの最高峰。
世界初となる水性ポマードを生み出した＂阪本高生堂＂が長い
年月を経て開発したのが〈クールグリース・スペリオーレ〉。天
然成分を含み、のびがよく、ホールド力があるのが特徴。優れ
たセット力とツヤを保つから、クセのある髪や短い髪のセッ
トにもおすすめ。
お湯や水で洗い流せるのも嬉しい。220g 各
2000円
（以上クールグリース・スペリオーレ／ Safari Lounge）

グルーミングアイテム

基礎を作るシャンプーで
セットしやすい髪質に。
大人の身嗜みで気になるのが髪
のコンディション。そこでパサ
パサ髪を回避する、こちらのシ
ャンプーはいかが？ 天然ハッ
カを使用しているため、爽快感
に優れ頭皮についた皮脂汚れを
落としてくれる。さらに髪に潤
いを与え、セットしやすい髪質
へと導いてくれます。ほかにグ
リーンハーブの香りで上品に仕
上げたスタンダードタイプも。
500㎖ 2000円
（クールグリース・
スペリオーレ／Safari Lounge）

O’DOUDS

ひと味違うアイテムで
身嗜みにこだわりを。

［オダウズ］

毎朝のルーティンにもっと気を配ると、充実した1日を
はじめられるはず。特に香りやヘアケア、
グルーミングは、身
と心を整えるための大事な身嗜み。自分の好みや髪質、肌
状況をよく知ったうえで適切なアイテムを選びたい。
今回ご紹介するアイテムは、機能や成分にこだわりが
感じられるものばかり。若々しさへの対策もこれで万全。

JS SLOANE

［ジェイエススローン］

毎日使うものだからこそ
地球や人に優しいものを。
ヒューストンを拠点とするグルー
ミングブランド〈オダウズ〉のヘア
ワックス。成分はすべて自然由来
の材料に限定していて、化学薬品
や有機化合物はいっさい不使用。
肌や髪への刺激が少ないのが特徴。
セット力にも優れていて、のびが
いいからボリュームのある立体感
を1日中キープしてくれます。
ショ
ートからボリューム感のあるスタ
イルまで幅広く対応。114g 3300
円（オダウズ／ Safari Lounge）

時と場所に応じて
落ち着きある香りを纏う。
合成香料を含まず、すべて天然植物由
来のパフューム。フローラルな香りと
ウッディな香りをミックスしているか
ら、軽やかでリフレッシングな印象。
大
人らしく魅力的なイメージも演出して
くれます。芳香浴、ボディ・ハンドケア、
スキンケアなど様々な用途に使える。
パッケージは再利用可能な材料、ラベ
ル はリサイクル 紙を 使 用。50 ㎖ 1万
3500円（オダウズ／ Safari Lounge）

購入方法
こちらのアイテム購入は『Safari』
公式のオンラインストアで。
今 回ご紹 介したアイテムをはじめ、『 Safari
Lounge 』ではこの冬活躍するアイテムを豊富
にラインナップ。今すぐ右のQRからアクセス！

safarilounge.jp

快適な深剃りを助ける
きめ細やかなクリーム。
1940年代の優雅でクラシックな雰
囲気を漂わせながらも機能性はクリ
ーン＆モダンにアップデイトされた
〈ジェイエススローン〉。きめ細やか
でホイップのようなシェーブクリー
ムは髭を柔らかくして摩擦を減らし、
肌を守りながら心地よい深剃りを実
現。使用後はさっぱりとした爽快感
でアフターシェーブローションをつ
けて肌を整えて。236g 4500円
（ジェ
イエススローン／ Safari Lounge）

肌もケアしてくれるオイルは
髭をのばす男の必需品。
肌を保湿して、髭を健康な状態に保っ
てくれるオイル。ビタミンEが浸透し、
潤い・ツヤ・ハリを与え髭の成長を促進。
1日に1 ～ 2回髭につけることで効果
を発揮。仕上がりもベタつかずサラッ
としていて、ラベンダーの香りに包ま
れます。のびて乾燥した髭には水分と
栄養補給を。旅行先にも持っていける
携帯性の高さも魅力。60㎖ 4950円
（ジ
ェイエススローン／ Safari Lounge）
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を読むなら
定期購読をおすすめします!
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。

特典

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

特別価格

8900円

（税込）

周年
創刊17
No.1
誌
ジ
イ
ルエ
ド
ミ
性
男

（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）

お申し込みはコチラから！
WEB
日之出出版公式オンラインストア

https://hinode.co.jp/sfc
●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。

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/privacypolicy/

［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。

『Safari』
とは？
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。
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Gastronomic City

ローカル・ガストロノミーの聖地、南魚沼の絶品料理。

MINAMIUONUMA
ロ

ーカル・ガストロノミーとい
う言葉をご存知だろうか。地

新潟県の美食が熱い！今年７月、同県初となる
『ミシュランガイド新潟2020』
が
発刊されたこともあり、知られざる美食県の実力と魅力が、徐々に明らかに。
今回は、雪国であり米どころの南魚沼の注目すべき２つのお店をご紹介する。
取材・文＝中村孝則 text : Takanori Nakamura

A

方の美食の魅力を包括的に表

現する言葉として、昨今は頻繁に使われ
ているが、この言葉を生み出したのが新
潟県の南魚沼にある温泉宿〈里山十帖〉を
経営する岩佐十良氏である。岩佐氏は南
魚沼の豊かな食材や伝統的な食文化こそ
が、観光誘致の目玉になるはずだと多方
面で啓蒙活動を続けており、今年７月に

Satoyama Jujo -Sanaburi-

同県初となる『ミシュランガイド新潟20
20』では、宿のレストラン〈早苗饗- S A
NABURI-〉が、見事に一つ星を獲得した。
南魚沼は、日本を代表する米どころで
銘酒の産地として知られているが、美食
を目的で訪れる人は多くはなかった。し
かし〈早苗饗-SANABURI-〉の料理は、こ
の南魚沼という風土の魅力を存分に表現
し、ほかでは味わえない美食体験ができ
るとあって、他県はもとより海外からも
フーディーたちが訪れる。
料理長を任される女性シェフの桑木野
恵子氏は、南魚沼の四季折々の食材の物
語を皿の中に縦横無尽に盛りこむ。地元
の生産者には直接出向いて食材を厳選し、

サトヤマジュウジョウ サナブリ

自身で野山に入っては野生の山菜やキノ
コを採取する。厨房の側には発酵小屋を
設けて、地元の発酵文化にインスパイア

C

SATOYAMA JUJO -SANABURI-

B

［ 里山十帖 早苗饗-SANABURI- ］

された保存食などを生み出している。料

雪国の知られざる美食に出合う。

理人の前はアーユルヴェーダを学んだエ

〈里山十帖〉はオープンして6年めを迎えるが、その立ち
上げから参加している桑木野シェフの力量は、行くたび
に進化をしている。こちらは、この秋冬の最新の料理の
数々。美味しいのはもちろん新潟県とは、かくも食の豊か
な土地であるのかと、痛感する料理である。

ステティシャンという経歴の桑木野氏は、
そうした食材や食文化を通じて健康にな
る美食をテーマに掲げる。
健康食という意味では、その桑木野氏

親子２代で経営する老舗蕎麦店であるが、

A：煌麦豚のロースト。新潟県北部、岩船・胎内の肥沃な土
地で、小麦を主食に育てられているブランド豚をシンプ
ルに B：日本海の新鮮な甘エビは生のまま、舞茸のペー
ストで和えて上には食用菊をちらす C：天然のキノコ
は冬場は保存食として供される D：土鍋で炊かれた自
慢の新米。まずは煮えばなで E：地物のほうれん草炒め

後継ぎの米山俊介氏は、父から続く名物

DATA

も太鼓判を押す、八海山の門前蕎麦店〈宮

Miyanoya

野屋〉も強く推薦しておきたい。こちらは、

E

D

の山菜料理をさらに進化させ、気合の

ミヤノヤ

A新潟県南魚沼市大沢1209-6
☎025-783-6777
B完全予約制。昼 12：00～14：30、
夜 17：30～、19：45～
（2部制）、
朝 9：00～、
9：30～（2部制）
無休 http://www.satoyama-jujo.com/

入った蕎麦を打ってくれる。
『ミシュラン
ガイド新潟2020』でビブグルマンを獲
得し、これからがますます楽しみな店だ。
東京からは新幹線で１時間ちょっと。
新潟県の魅力を再発見する意味でも南魚
沼の美食旅に出向いてほしい。

Miyanoya

D

B

［ 宮野屋 ］

鮮烈な食感と清浄な後味の蕎麦。
もともとは、修験道の修行者や登山客たちのための蕎麦屋
だったという
〈 宮野屋 〉
は、美味しい水で打った瑞々しい蕎
麦と、オリジナルの山菜料理が名物だ。煮干しを使った独
特な旨みの蕎麦つゆも絶妙。春先は新鮮な山菜も供され
るが、保存食の山菜も最高。日本酒との相性は抜群だ。

取材・文 中村孝則

美食評論家

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。

A：自家製の漬物は味わいはもちろん、彩りも最高 B：絶
対に召し上がっていただきたい山 菜 盛り合わせ。独自の
調理法に舌鼓を打つだけでなく、山菜のポテンシャルすら
感じるはずだ C：お店は八海山の麓の八海山尊神社の
裏手にある D：地元の蕎麦粉を使うなど、研究に余念が
ない蕎麦は、歯ごたえも味もいい

DATA
A 新潟県南魚沼市大崎 3742
☎ 025-779-2145
B11：00 ～売り切れ次第終了
D 木曜

C

A

