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Laurent Dordet

ローラン・
ドルデ／エルメス・オルロジェ社CEO

〈エルメス〉
の時計に宿る独自の価値とは？
フランス屈指のラグジュアリーメゾンであ

新作の時計開発には、機構が複雑に

る一方、高級機械式時計においても特別

なればなるほど年数を要するが、初期の

な存在感を放つ
〈エルメス〉
。
その開発を担

段階ではクリエイティビティを自由に発揮

うのが、1978年にスイスのビエンヌに設

できる環境作りを大切にしているという。

立された時計部門の エルメス・オルロジ

「そうした企業風土によってサプライズを

ェ だ。現在そのCEOを務めるのは、
ローラ

生み出せるのです。開発スタッフには、常

ン・
ドルデ。〈エルメス〉
のシルク部門とプレ

に私を驚かせてほしいというメッセージを

シャスレザー部門の最高責任者を歴任。

伝えています。最近でいえば、今年１月に
発表した アルソー ルゥール ドゥ ラ リュ

研ぎ澄まされた審美眼を持つ彼は、
果たして
〈エルメス〉
の腕時計にどんな価値を見出し

ンヌ には驚かされましたね」
この時計の文字盤の主役は、北半球

ているのだろうか。
さっそく聞いてみた。
「〈エルメス〉
の腕時計の歴史は、
スイス

と南半球の月齢を表示する２つの大きな

の老舗と比べれば日が浅いもの。
しかし

ムーンフェイズ。それらの縁を沿うように

時計自体の品質においては、
そうした老

時分と日付表示のスモールダイヤルが廻

舗と変わらない最 高の技 術を提 供して

るという独創的なデザインは、驚きと新鮮

います。そのうえで、
フランスならではの

さに満ちあふれている。「スタイルにおい

豊かな創造性でオリジナリティや驚きを

ても機構においても、みなさんにワクワク

もたらす時計でありたい。こうした哲学は、

感を提供したい」。そう語るドルデが演出

他の自社製品と変わりません」

する次なるサプライズに期待したい。
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〈エルメス〉
1928年より時計作りを手掛けている
〈エルメス〉。
エルメス・オルロジェは、スイスに本社とアトリエ
を構える時計事業の子会社として、1978年に
設立された。
馬具をモチーフにした アルソー な
どの名作を生み出し、高級機械式時計文化の
中でも確固たる地位を築いている。

●本誌掲載商品の価格表示は
すべて本体のみ
（税抜き）
の価格です。
●本誌内の記事及び写真、イラストなどの
無断複写、複製、放送などを禁じます。
●本誌の編集内容に関するお問い合わせは
編集部直通☎03-5543-1230
までお願いいたします。
なお、土・日・祝日はお休みとなっております。

Takanori Nakamura

写真＝仲山宏樹

文＝遠藤 匠 photo : Hiroki Nakayama
（BOIL）text : Takumi Endo

PROFILE
1965年、デンマーク生まれ。国立演劇
学校で学んだ後、
『プッシャー』
で長編
劇場映画に初出演。
以降、
『しあわせな
孤独』
『アダムズ・アップル』
『アフター・
ウェディング』『誰がため』
『ヴァルハ
ラ・ライジング』などに出演し、 北欧
の 至 宝 と 呼 ば れ る 存 在 と な っ た。
2010年にはデンマーク女王から爵位
を授与されている。2012年、
『偽りな
き者』でカンヌ映画祭最優秀男優賞を
受賞。2013年には
『ハンニバル』のレ
クター役でブレイクし、ドラマ界のス
ターとして世界的人気を集めている。

M A D S
M I K K E L S E N

【 マッツ・ミケルセン 】

写真＝ Ugo Richard / Contour by Getty Images 文＝渡邉ひかる

photo : Ugo Richard / Contour by Getty Images text : Hikaru Watanabe
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デ

ンマークを代表する俳優として、いま

いったシチュエーションに陥ったら、ほとんどの

げてみてほしい。そうすれば、女性のほうが、彼を

や世界を股にかけた活躍を見せてい

人が独り言さえいわないと思う。リアルだよ」

救ったと読み取ることができる。そこから動けず、

るマッツ・ミケルセン。同じデンマー

主人公が置かれている状況と同様に、撮影自体

なんの選択もすることができないまま座って死

も過酷なものだったという。

を待つだけのルーティーンを繰り返していた男

ス・ウィンディング・レフンの監督作『プッシャ

「これまでもクレイジーな作品をたくさんやっ

が、彼女の登場によって行動することを決めたの

ー』で長編映画初出演を果たして以来、母国のシ

てきたけど（笑）、経験した中で最も過酷な撮影だ

だから。この映画は、生き残ることと生きること

ョウビズ界を担う存在に。
『 キング・アーサー』で

ったね。風、雪、寒さという自然の脅威が常につき

の違いを描いた作品だ。やはり、人は１人では生

ハリウッドに進出してからは、
「 興味深い作品で

まとっていたんだ。しかも、劇中のシーンのほと

きていけない。誰かがいないとダメなんだ」

あれば、どの国での撮影にも赴く」をモットーに、

んどに僕が出ている。肉体だけでなく、精神的に

「自ら望んでそうするなら（笑）、１人で殺風景な

国際派スターの座を確固たるものにしてきた。数

も大変だったよ。常になにかしらのトラブルが起

ところを眺める時間も悪くはない」というミケル

年ほど前には連続ドラマ『ハンニバル』に出演し、

きていたから、35日間の撮影予定だったにもか

センだが、俳優になる前はプロのダンサーとして

アイコニックなキャラクターであるハンニバル・

かわらず、19日しか撮影できなかったんだ。嵐の

活躍していたこともあり、
「 基本的にカラダを動

レクターを演じて大ブレイク。日本にも熱狂的な

シーンを撮りたいのに、太陽が突然出てきたり、

かすことが好きで、オフのときはスポーツを楽し

ファンが多く、ファンイベントを開けば参加希望

晴天のシーンなのに雪が降ってきたりもして。途

むことが多い」そう。
『 残された者−北の極地−』

者の女性たちが殺到するほどの人気ぶりだ。映画

中からはスケジュールを組むのをあきらめ、天候

の撮影を終えた後、８カ月ほどのオフを取った。

やドラマにさほど詳しくない人でも、
『007 カジ

に合わせて臨機応変に撮影を行うことになった」

「仕事をしないのは得意なんだ（笑）。何時間も自

ノ・ロワイヤル』の血の涙を流す悪役ル・シッフル、

過去最高に過酷な撮影に対応できたのは、ミケ

転車に乗って頭を空っぽにしたり、テニスをした

マーベル作品『ドクター・ストレンジ』の敵役カエ

ルセンをはじめ、作品を手掛ける者たちのチーム

シリウス、
『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・スト

力あってのことだろう。物語の中の男には、力を

といいながら、やはりアクティブな性格は仕事

ーリー』のゲイレン・アーソ博士といえば、どれか

合わせる相手もいない。だが、映画の中盤。男の前

の仕方にも表れているよう。天才画家フィンセン

ひとつにはピンとくるかもしれない。

にヘリコプターが墜落。彼は機内から瀕死の女性

ト・ファン・ゴッホの半生を描く『永遠の門 ゴッ
ホの見た未来』、人間の思考が筒抜けになった世

そんなミケルセンがモットーを体現するかの

を救い出し、救援を求めて歩きはじめることに。

ように、今度はアイスランドへ。無人の雪山を舞

「表面的には、彼が女性を救おうとしているよう

台にしたサバイバル映画『残された者−北の極地

に見えるかもしれない。けれど、少し深く掘り下

り、家族と過ごしたり。最高のご褒美だったね」

界が舞台のS Fスリラー『カオス・ウォーキング
（原題）』など、待機作はまだまだ続いている。

−』で、孤立無援の主人公を演じている。
「『ハンニバル』のプロデューサー、マーサ・デ・ラ
ウレンティスから電話があり、 絶対に読むべき
脚本よ！ といわれたんだ。だから、エージェント
から送られてくる脚本の束の一番上に持ってき
て、すぐに読んだ。美しく、シンプルで、誠実な物
語だったね。その２カ月後には、アイスランドで
の撮影に参加した。実をいうと、企画の初期段階
では物語の舞台は火星で、主人公もアメリカ人だ
ったのだけど。ラッキーだったよ」
孤独がつらいのは火星でも雪の荒野でも同じ
ことかもしれない。ミケルセン演じる男は氷点下
の地に不時着して以来、自身で定めたルーティー
ンに沿って時間を過ごしている。あたりを歩き、
魚を釣り、救難信号を出す。それだけの毎日だ。
「彼はサバイバルの達人というわけじゃない。毎
日のルーティーンでただ生き延びているんだ。あ
まり表情を変えない男だが、ちょっとした感情が
見えた瞬間に、彼という人物を一気に感じられる
と思う。言葉もほとんど発さないしね。実際、こう

『残された者−北の極地−』
極寒の白い荒野に取り残された男オボァガード（ミケルセン）
。飛行機で不時着したらし
き彼は、壊れた機体を生活の拠点に、荒野を歩き、魚を釣り、救難信号を出し、睡眠を取る
ことを繰り返すだけの日々を送っていた。そんなある日、
彼の目の前にヘリコプターが墜
落。
オボァガードは瀕死の女性パイロットを救い出すが……。監督はブラジル出身の新進
クリエイター、
ジョー・ペナ。
●11月8日より、
新宿バルト9ほかにてロードショー
© 2018 Arctic The Movie, LLC.

This was by far the most difficult shoot I’ve ever done,
which is saying a lot because
I’ve done a lot of crazy stuff in my life.
これまでクレイジーな作品をたくさんやってきたけど、
今回がこれまで経験した中で最も過酷な撮影だったね。
マッツ・ミケルセン

COVER STORY

ク出身で、こちらも後に世界的名匠となるニコラ
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in Your

CLOSET

充実した旅はトラベルケースからはじまる。
旅は心をかき立てる。非日常のときをともに過ごすのがトラベルケースだ。旅慣れたエレガントなスタイルに、
機能性も不可欠。お気に入りの逸品ならば、帰途にはきっと思い出がいっぱいに詰まっていることだろう。
写真＝野口貴司 スタイリング＝中川原 寛 ヘア & メイク＝ Hanjee、松本 恵
構成＝大嶋慧子 撮影協力＝東京ミッドタウン、ビルボードライブ東京

文＝柴田 充

photo : Takashi Noguchi styling : Kan Nakagawara(CaNN) hair&make-up : Hanjee(Signo), Megumi Matsumoto
text : Mitsuru Shibata composition : Keiko Oshima special thanks : TOKYO MIDTOWN, Billboard Live Tokyo

TRAVEL
CASE

グローブ・トロッターの
AERO

1897年英国で創業した〈グローブ・トロッタ
ー〉は、当時の最先端素材であるヴァルカン・
ファイバーをトラベルケースに採用。一躍そ
の名を世界に知らしめた。もしその創業者が
現代に新たなトラベルケースを作ったら、と
いう発想から生まれたのがこちら。素材は独
自開発のカーボン・ファイバー・コンポジット。
軽量かつ高強度と高弾力性を併せ持つ。さら

Globe -Trotter

にブランド初の4輪キャスターやTSAロック
など、旅に便利な実用性も向上している。
カーボン特有の質感がモダンな旅を演出。キャリーケー
ス右から34万8000円、28万8000円
（以上グローブ・トロ
ッター／グローブ・トロッター 銀座）、
男：スーツ19万円、
ベスト4万5000円
（以上ギーブス＆ホークス／ヴァルカ
ナイズ・ロンドン）、手に持ったコート17万8000円
（グレ
ンフェル／ヴァルカナイズ・ロンドン）、その他はスタイ
リスト私物 女：コート6万6000円、ニット4万1000円、
スカート2万4000円
（以上ウィッスルズ／ヴァルカナイ
ズ・ロンドン）、その他はスタイリスト私物

グローブ・
トロッター
グローブ・トロッター 銀座 ☎03-6161-1897 ヴァルカナイズ・ロンドン ☎03-5464-5255
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in Your

エレガントな秋の夜、2人が主役になる。

CLOSET

晩秋は夜が楽しい。少しドレスアップして夜の街へと繰り出せば、2 人の距離もずっと近くなるに違いない。
ジャズライブに耳を傾け、ゆっくりとディナーを楽しむ。だがお楽しみはこれからだ。秋の夜は長く、深い。

Giorgio Armani
ジョルジオ アルマーニ

SUIT
ジョルジオ アルマーニの
シルク&カシミヤ スーツ

Louis Vuitton

WATCH
ヴァシュロン・コンスタンタンの
パトリモニー・エクストラフラット・
パーペチュアルカレンダー

ルイ・ヴィトン

C A
D B

FRAGRANCE

Vacheron Constantin

ルイ・ヴィトンの オンブレ・ノマド

ヴァシュロン・コンスタンタン

SPORTS OPTICS
ライカの ウルトラビット 8×20BR

Leica

D

ライカ

C

B

A

伊達男はブラックジャケット着用でも

暗がりだからこそ、香りにはひと際敏

男のドレスアップにスーツは欠かせな

信頼性が違う。汎用性の高い8倍率に、

ダークネイビーを選ぶ。
それは完全に暗

感になるもの。 オンブレ・ノマド は、

い。それもナイトタイムを彩るなら、か

軽量かつコンパクトなボディ。携行や

闇に埋没することなく、
ブラック以上に

香料の中でも最も神秘的な成分のひと

しこまったビジネススタイルではなく、

長時間の使用にもストレスを感じさせ

エレガントな存在感を浮かび上がらせ

つであるウードウッドが香り立つ。ベ

艶っぽいチェック柄のスーツを選びた

ない。ドイツのミニマリズム漂うシン

るからだ。
そんなフォーマルな雰囲気を

ンゾインとラズベリーをアクセントに

い。極上のシルクとカシミヤを用い、ワ

プルでエルゴノミクスなデザインは、

湛えるのが
〈ヴァシュロン・コンスタン

調香し、スモーキーなインセンスとと

イドラペルのダブルブレステッドはナ

アウトドアからドレスアップしたシー

タン〉
。美しいネイビーダイヤルに永久

もに砂漠の旅へと誘う。それは旅の神

ポリ風のサルトリア仕立て。クラシッ

ンまで違和感なく馴染む。

カレンダーの精緻を備え、
手元を飾る。

髄を追求するブランドにふさわしい。

クなスタイルに気品が漂う。

双眼鏡8万9000円
（ライカ／ライカカスタマー
ケア）

ブティック限定モデルの時計800万円（ヴァシ
ュロン・コンスタンタン）、スーツとニットはA
と同じ

香水4万1000円、香水用ボトルケース5万5000
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）

男：スーツ70万円、
ニット参考商品
（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）
、
時計はCと同じ 女：トップス11万8000円
（ジョル
ジオ アルマーニ／ジョルジオ アルマーニ ジャパ
ン）

〈ライカ〉ならではの優れた光学技術は

ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7070 ルイ・ヴィトン クライアントサービス 70120-00-1854 ヴァシュロン・コンスタンタン 70120-63-1755 ライカカスタマーケア 70120-03-5508
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in Your

CLOSET

大人のコートにこそチェックという選択を。
コートが恋しくなるこの季節、
シックなチェックを選んでみたい。
ダークトーンが主流になる時季だからこそ
ダークなブルーのチェックが映える。着ている本人はもちろん、周囲の気持ちまでも弾ませてくれるのだ。

JACKET
&COAT

ドーメルの
チェックJKとチェックコート

色柄も控えめになりがちなウインターファッ
ションだが、今季はこんなスタイルはどうだ
ろう。コートは、上質なウールにカシミヤ、シ
ルクをブレンド。遠目ではモノトーンに見え
ても、近づくとブルーのチェック柄が浮かび
上がる。さらにウールとシルクをブレンドし
たジャケットは、千鳥格子の上にウインドー
ペンを重ね、コートとのチェック・オン・チェ
ックのお洒落が楽しめる。それは寒々しい街
の風景にも、さりげなく華やぎを添える。

Dormeuil

チェックのコート45万円、ジャケット20万3000円、パ
ンツ7万5000円、タイ2万6000円、手に持ったグローブ
3万2000円（以上ドーメル／ドーメル青山店）、その他
はスタイリスト私物

ドーメル

ドーメル青山店 ☎03-3470-0251
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in Your

ドライビングプレジャーを演出する名脇役。

CLOSET

小春日和、郊外へのドライブへと誘われる。
それもオープンエアがいい。陽光を存分に浴び、
たとえ頬を刺す
風は冷たくともそれが心地よい。いつしか開け放っているのはルーフだけでなく、気持ちであることに気づく。

Paul Stuart

GLOVES
ポール・スチュアートの
キルティング グローブ

M-65
ポール・スミスの
M-65

ポール・スチュアート

Coach
コーチ

Paul Smith

C A
D B

ポール・スミス

lucien pellat-finet

SHOES
コーチの
クロスビー ターンロック
ドライバー

BLANKET
ルシアン ペラフィネの
スカル入りブランケット

ルシアン ペラフィネ

D

C

B

A

車内に1枚あると重宝するのがブラン

マスキュリンなミリタリーテイストの

スムースで美しい発色のネイビースウ

冬ともなると、
オープンエアのドライブ

ケット。
〈ルシアン ペラフィネ〉
はイン

M-65スタイルは、ドライビング時でも

ェードは見るからに上品。柔らかなソ

に欠かせないのがグローブ。それも本

ターシャ編みのアイコンに、
スワロフス

腕の動きを妨げない。表地にはメモリ

ールを組み合わせ、リラックスした履

格的なドライビング用というよりも、
暖

キー・エレメントをあしらう。オープン

ポリエステルを用い、ロゴプリントし

き心地が味わえる。また、甲の部分には、

かく洒落たスタイルが休日気分にも合

エアでは膝かけで活用したり、
車外に出

たメルトンの襟裏や左肩のレザーパッ

ブランドのアイコニックなデザインで

う。
甲は山羊革のスウェードにキルティ

るときはパートナーにそっとかけてあ

チがアクセントに。また中綿に採用し

ある ターンロック をさりげなくあし

ング加工を施し、
防寒性とスタイリッシ

げるにもいい。
極上のカシミヤの風合い

た機能性素材のコアブリッドは、光を

らう。ドライビングだけでなく、ビジネ

ュさを併せ持つ。
ネイビーのカラーも上

に加え、
その優しさに心までも温まる。

吸収し熱に変え、保温性を維持する。

スや街歩きなど幅広い用途にも応える。

品で、
シーンを選ばず使うことができる。

サ イ ズ は225×225 ㎝。ブ ラ ン ケ ッ ト180万 円
（ルシアン ペラフィネ／ルシアン ペラフィネ
東京ミッドタウン店）、ブルゾンはCと同じ

ブルゾン7万5000円、ニット5万円、パンツ4万
円
（以上ポール・スミス／ポール・スミス リミテ
ッド）、グローブはAと同じ、その他はスタイリ
スト私物

シューズ3万5000円、バックパック9万2000円
（以上コーチ／コーチ・カスタマーサービス・ジ
ャパン）
、
パンツはCと同じ

グローブ1万6000円
（ポール・スチュアート／
SANYO SHOKAI カスタマーサポート）、その他
はスタイリスト私物

SANYO SHOKAI カスタマーサポート（ポール・スチュアート）70120-340-460 コーチ・カスタマーサービス・ジャパン 70120-556-936 ポール・スミス リミテッド ☎03-3478-5600 ルシアン ペラフィネ 東京ミ
ッドタウン店 ☎03-5647-8333
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どうやら厳しい寒さは先だから

今選ぶコートは
重厚よりも軽快に。
今年は暖冬傾向で、厳しい寒さが訪れるのはまだ先なのだとか。
それならば、
まず手に入れるべきは、軽やかな仕立てのコート。オーセンティックで重厚な
ウールコートと違い、
こちらは素材やデザインも多様。洒落たスタイリングにも
挑戦しやすいので、街歩きの楽しさもぐっと広がるだろう。特にラグジュアリー
ブランドのものなら、旬なスタイルやディテールが存分に楽しめそうだ。
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝ Hanjee

文＝遠藤 匠

構成＝大嶋慧子

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

HERMÈS
街で目を引く配色にして
雨風でも心強い存在。
オンオフ兼用なんてことを考えると、
お
洒落にコートを着る楽しさが半減して
しまう。だから、
今季は休日限定で着る
コートも用意して、
思い切って色や素材
感で遊んでみてはどうだろう。
たとえば
〈エルメス〉が手掛けたルージュカラー
の1着はお誂え向き。
赤とはいえワル目
立ちしないトーンだから大人にぴった
り。しかも、ポリエステルを採用した生
地はゴム引きなので、防水性も抜群。突
然の雨にだって慌てることもない。
アク
ティブに過ごす休日でも頼れる存在だ。
光沢感のあるルージュカラーは、ダークトーン
中心になりがちな冬の装いに、ほんのり華やか
さを添えてくれるもの。見た目にレザーのよう
な風合も感じられ、お洒落で風格ある大人の装
いが楽しめそうだ。コート53万2000円、シャツ
10万1000円、中に着たニット16万2000円、パン
ツ14万7000円、ブーツ16万4000円、ハット7万
3000円（以上エルメス／エルメスジャポン）

エルメスジャポン ☎03-3569-3300
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LOEWE

3つの顔を持つ個性派なら
シーン別での着分けも楽しい。
ジャケットならまだしも、コートを何
着も揃えてシーン別で着分けるなんて
発想はなかなか持ちにくい。ところが、
そのハードルを1着で乗り越えさせて
くれるのが〈ロエベ〉の新作。実はこの
コート、ナイロンコートとウールコー
トをレイヤードした設計になっており、
それぞれを単体で着ることも可能。合
わせて着ると、ロングコートの重厚感
を感じさせないナイロンコートに、ウ
ールの襟がシックに映える。
気分に合わ
せ、
3通りのコート姿を楽しんでみよう。
レイヤードした状態で着用するときは、表側は
しなやかなナイロン、襟とウエストベルトはウ
ールに。エレガンスとスポーティさを併せ持つ
このスタイル自体も、コートのお洒落としては
すこぶる新鮮だ。コート参考価格48万6000円、
ジャケット19万7000円、シャツ10万5000円、パ
ンツ9万円、シューズ10万7000円
（以上ロエベ
／ロエベ ジャパン カスタマーサービス）

気温次第で着分け可能。

右がナイロン単体で着用した状態で、
左はウール。
単体で着ても、堂々とした見た目でサマになる

ブルネロ
ロエベ
ジャパン
クチネリ
カスタマーサービス
ジャパン ☎03-5276-8300
☎03-6215-6116
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DUNHILL

総柄に挑戦するなら
ヴィンテージ目線で。
軽やかなコートを纏うのであれば、気
分も華やぐ柄モノに挑戦するのもいい。
いきなりハードルが上がるような気が
するが、その心配は無用。
〈ダンヒル〉の
新作のように、総柄ながらワル目立ち
せず、
エレガンスを印象づけられる1着
も存在するのだから。
この柄のモチーフ
は、
高級ヴィンテージカーの内装にある
ウッドのような、
ウォールナットダッシ
ュ。
コートの素材は丈夫で耐水性に富む
ナイロンだから、
実際に週末ドライブに
おいてもよき相棒になってくれそうだ。
柄はデジタルプリントによって精緻に表現。比
翼仕立てのステンカラーコートを、リラックス
感のあるシルエットに落としこんだ。袖口にホ
ーン製ボタンを採用するなど、ディテールにも
高級感が宿る。コート15万5000円、ジャケット
25万円、ニットポロ8万9000円、パンツ4万6000
円、ブーツ24万2000円、グローブ6万7000円（以
上ダンヒル）
、ハットはスタイリスト私物

ダンヒル ☎03-4335-1755 www.dunhill.com/
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BRUNELLO CUCINELLI

それなりの場所にも使える
スタイリッシュな軽量コート。
ビジネスパートナーから高級レストラ
ンに招かれたら、
やはりひと目で上質と
わかるアイテムでキメたいもの。
とはい
えこの季節はまだ、
重厚なウールコート
の出番は少し先。
そんなときは、
この
〈ブ
ルネロ クチネリ〉
のような、
しなやかな
ナイロン仕立てのコートが重宝する。
この1着はカラダのラインが美しく見
えるような仕立てで、
肩の力が抜けつつ
もスマートな印象に。また、軽量なため、
出張先でも持ち運びやすいのも美点。
ビジネスマンにはぴったりだろう。
撥水性に優れるタフタ素材を採用。高密度に織
られているので、その風合いはシルキーで極め
てなめらか。クセがなくシンプルに徹したステ
ンカラーコートのデザインは、オンだけでなく
カジュアルな装いにもよく馴染む。コート29万
8000円、スーツ54万円、シャツ4万9000円、ネク
タイ4万1000円、帽子4万5000円
（以上ブルネロ
クチネリ／ブルネロ クチネリ ジャパン）

ブルネロ クチネリ ジャパン ☎03-5276-8300
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GIORGIO
ARMANI
〈ジョルジオ アルマーニ〉が手掛けると

上質極まるカシミヤコートも
見た目と着心地が想定外。
着心地のよいコートといえば、やはりカシミヤ仕立ての１着にたどり着く。
ところが、〈ジョルジオ アルマーニ〉の新作に袖を通してみれば、イメー
ジする以上の快適さとスタイルが存在することに気づかされる。カシミヤの
ポテンシャルを最大限に引き出したこのコートで、最高峰の称号を与えら
れている仕立てを体験してみてはどうだろう。
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア＆メイク＝ Hanjee

文＝遠藤 匠

構成＝大嶋慧子

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

Cashmere Coat
［ カシミヤ コート ］

首元だけがスナップボタンになっていて、開くとショール襟、閉じるとスタンドカラーとし
て着用できるユニークなデザイン。意図的に大きめにデザインされたパッチポケットが、洗
練されたシルエットに対する個性的なアクセントに。ウエスト部分にはハンドウォーマー
ポケットも用意されている。配色は街に映えるダークネイビーで、
フロントボタンの位置が
全体的に高めにレイアウト。そのため脚長に見せる効果も期待できそうだ。コート68万円、
ニット16万円、パンツ12万5000円、ストール2万9000円、シューズ参考商品、グローブ参考
商品
（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）

カ

ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7070 www.giorgioarmani-mtm.jp

シミヤが高級素材であること

ず、仕立て自体は、真骨頂でもあるアンコ

は広く知られていること。ウ

ンの１枚仕立て。芯地やパッドを極力使

ールよりも繊維が細く、柔ら

わず、裏地も配していないため、
グレード

かで保温力に富んでいるのはもちろん、

の高いカシミヤのとろけるような風合い

見た目もさりげないツヤ感を放ち、しっ

がダイレクトに伝わってくる。ショール

とりした感触も特徴。しかし、その 潜在

襟風のスタンドカラーでキリッと感があ

能力 をどこまで引き出せるかは、仕立て

りつつも、よくあるビジネスコートとは

の良し悪しにかかっている。
〈ジョルジオ

また違った品格と個性を印象づけられる。

アルマーニ〉が手掛けたこの１着は、間違

ダブルブレスト特有の風格も相まって、

いなく最高峰に位置づけられるもの。ま

街を歩く姿も絵になるに違いない。
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CARTIER

エレガンスを求めると
〈カルティエ〉
になる。

パリの伊達男に愛された
ドレスウォッチの真骨頂。
メンズウォッチの歴史をひも解くと、真っ先に登場する時計がある。それが
〈カルティエ〉の サントス 。ブラジルの大富豪で、パリで暮らしていた
伊達男サントス＝デュモンのために、ルイ・カルティエが製作した小ぶりな
角形時計は、世界初の男性用実用腕時計であり、のちに サントス と
して製品化された。つまりドレスウォッチの原点なのだ。
写真＝隈田一郎

スタイリング＝中川原 寛

文＝篠田哲生

構成＝大嶋慧子

photo : Ichiro Kumada styling : Kan Nakagawara(CaNN)
text : Tetsuo Shinoda composition : Keiko Oshima

ことで、
永遠の価値を作るのだ。

もそもこの時計は、パイロッ

年に生まれた原点モデルをイメージ。当

トでもあったサントス＝デュ

時のパリで流行していたアールデコ様式

しかも2針ノンデイトのシンプルなス

モンの「機上で時間を知りた

を取り入れた角形ケースは、工業的な力

タイルなので、ドレスシャツの袖口にも

い」という願望に応えるために作られた

強さと芸術的な優雅さの両方を備えてい

美しく収まる。こういった時計は、特にタ

実用時計だった。名門ジュエラーでもあ

る。ベゼルのビスは、当時の最先端テクノ

キシードを着用するようなパーティで効

る〈カルティエ〉が生み出した優美な姿は、

ロジーである鉄鋼造りのエッフェル塔な

果を発揮する。ファッションだけでなく、

同時にエレガンスの極みでもある。

どをイメージした。こういったモチーフ

時計でも完璧なエレガンスを発揮したい

自体が、フランス文化とも深く結びつく

なら、是非とも手に入れたい。

そ

最新作 サントス デュモン は、1904

カルティエ
カスタマー
サービスセンター
safari
21 Urban

70120-301-757

SANTOS DUMONT
WATCH LM
［ サントス デュモン ウォッチ LM ］

リュウズのカボションやグラフィカルなローマ
ン数字インデックスなど、〈カルティエ〉らしい
エレガンスをちりばめた。長時間駆動の最新ク
ォーツムーブメントを使用することでケースを
薄型化。7.3㎜厚にまとめている。ケースサイズ
43.5×31.4 ㎜、クォーツ、18KPGケース、アリ
ゲーターストラップ。126万円
（カルティエ／
カルティエ カスタマー サービスセンター）
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HARRY
WINSTON

NY流の美意識が漲る
〈ハリー・ウィンストン〉
をつけると、

唯一無二のデザインと
ジャンプする針 に心が躍る。
ニューヨーク発祥のハイジュエラー〈ハリー・ウィンストン〉は、 時計 という価値観
に縛られない独創的な時計でも評判。動きが楽しいジャンプするレトログラード針やニ
ューヨークをイメージしたデザインエッセンスをちりばめており、手元のアクセント効果は
極めて強い。ほかにはないクリエイティビティを楽しみたい人におすすめしたい。
写真＝正重智生

スタイリング＝中川原 寛

文＝篠田哲生

構成＝大嶋慧子

photo : Tomoo Syoju(BOIL) styling : Kan Nakagawara(CaNN)
text : Tetsuo Shinoda composition : Keiko Oshima

世界限定300本

HW Ocean
Retrograde Automatic 42mm

Project Z12
［ プロジェクト Z12 ］

［ HW オーシャン・レトログラード オートマティック 42mm ］

2018年に発表された限定モデル。
軽量なザリウムは、
軽くてつけ心地
が優れるだけでなく、素材特有の
グレーメタリックの色合いで着こ
なしにも迫力を加える。世界限定
300本。ケース径42.2㎜、
自動巻き、
ザリウムケース、
カーフ×ラバース
トラップ。285万円
（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）

2019年のモデルは、その創造性あふれる機構を継
承しつつケース素材はローズゴールドを使用した
もの。
こちらは限定モデルではない。素材とデザイ
ンで大人っぽく華やかな雰囲気が魅力。ケース径
42.2㎜、
自動巻き、18KRGケース、
アリゲータース
トラップ。
485万円
（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）

は餅屋というが、時計業界に

材ザリウムを使用し、さらにメカニズム

NYのシンボルであるマンハッタン橋の

おいては 餅屋じゃない時計

もユニーク。2つの針がある一見通常の

トラス構造をイメージしたブリッジを、

が面白い。キング・オブ・ダイ

時計にも見えるが、実はどちらも扇形に

ダイヤルの中心にあしらった。

ヤモンド の異名を持つ〈ハリー・ウィン

運針するレトログラード針。上半分が

この特徴的な機構たちは、翌年以降に

ストン〉は、ジュエラーならではの創造力

時 、下半分が 分 で、9時位置側から針

スポーツモデル HW オーシャン に採

を駆使し、ユニークな時計を作る。その創

が動きだし、逆サイドに到達するとジャ

用されるのがセオリー。絶対的な個性を

造性を濃厚に発揮するのが プロジェク

ンプして始点に戻り、再び動きはじめる

持つ2つの時計、どちらがお好みだろう

ト Z だ。航空宇宙産業で使用する特殊素

仕組み。こういった独自の機構に加え、

か。

餅

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
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OMEGA

挑戦する男にふさわしい〈オメガ〉の限定モデル。

東京2020にちなんだブルー時計で
ジャケット姿も誇らしく。
来るべき東京 2020 オリンピック・パラリンピックにて、オフィシャル
タイムキーパーを務める〈オメガ〉。この世界的なイベントの開催を
祝してスペシャルウォッチが誕生した。ベースモデルとなるのは、定
番 ムーンウォッチ で知られるスピードマスターだが、美しく爽やか
なブルーでこれまでにないエレガントな雰囲気になっている。
写真＝正重智生

スタイリング＝中川原 寛

文＝篠田哲生

構成＝大嶋慧子

photo : Tomoo Syoju(BOIL) styling : Kan Nakagawara(CaNN)
text : Tetsuo Shinoda composition : Keiko Oshima

Omega Speedmaster Professional
Tokyo 2020 Limited Editions
［ オメガ スピードマスター プロフェッショナル 東京2020 リミテッドエディション ］

オリンピックを記念したモデルなので、特別に
〈オメガ〉のマークにはホワイトゴー
ルドを使用。
日本限定2020本。
ケース径42㎜、
手巻き、SSケース＆ブレス。63万円
（オ
メガ／オメガお客様センター）、ジャケット8万9000円、ベスト3万2000円（以上タリ
アトーレ／エストネーション）
、その他はスタイリスト私物

番スピードマスターといえば、

相性はよいのだろう。オリンピックリン

トレンド感のあるブルーを組み合わせた

50年前のアポロ11号の月着

グのカラーのひとつであるブルーをベゼ

結果、クラシカルな雰囲気が強まり、ビジ

陸ミッションをサポートした

ルやダイヤルに取り入れた限定ウォッチ

ネススタイルとも好相性に。スーツやネ

伝説的な時計。その原点はモータースポ

は、スポーティ＆エレガンスな雰囲気を

クタイの色と合わせれば、定番モデルと

ーツのためのクロノグラフ。計測機器と

纏ったもの。ベゼルのタキメーター目盛

は思えぬ洒脱さが生まれる。

しての魅力も高く、それゆえスポーツの

りがスポーティさを強調。そのスタイル

祭典オリンピック・パラリンピックとの

を50年以上も受け継いできたが、ここに

定

オメガお客様センター ☎03-5952-4400

記念碑的モデルであっても、お洒落を
忘れない。
それが楽しい。

ケースバックには、東京2020オリンピックエ
ンブレムや限定ナンバーなどをあしらう
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豊

かな発想力とそれを実現する
技術の両方を備えてきた時計
師フランク・ミュラーは、マ

スター・オブ・コンプリケーション（複雑
時計の名匠） として名声を得ていた。そ
の後、自身の名を冠したブランドを立ち
上げるが、それ以降も美と技への探求心
は少しも失われてはいない。
ヴァンガード ７デイズ パワーリザー
ブ スケルトン は、古典的な時計技術と
モダンな表現力を巧みに融合させたモデ
ル。ゼンマイがほどける力で時計を動か
す機械式時計の場合、ゼンマイの持続時
間が長いほど精度が安定するし、時計が
止まらず針合わせの面倒もない。しかも
このモデルの場合は、スケルトン構造に
して時計技術をしっかりと見せる。スケ
ルトンは懐中時計の時代から存在する古
典技法だが、それを直線構造でモダンに
アップデイトしているのも特徴だ。
華やかな〈フランク ミュラー〉は、それ
だけでも手元のアクセントになる。しか
も特別な時計技術が見えるとなれば、そ
の楽しみはさらに深くなるだろう。

VANGUARD 7 DAYS
POWER RESERVE
SKELETON
［ ヴァンガード 7 デイズ パワーリザーブ スケルトン ］

ブレスレットへとなめらかに連続するモダンなヴ
ァンガードケースに、直線的なスケルトン構造を
組みこんだ。約7日間も連続駆動する力強い動力
ゼンマイは12時位置に鎮座しており、ゆっくりと
動きながら時を刻む様子がすべて見える。限定25
本。ケースサイズ53.7×44 ㎜、手巻き、SSケース
×ブレス。445万円
（フランク ミュラー／フラン
ク ミュラー ウォッチランド東京）

FRANCK MULLER
発想力に惹かれるのはいつも
〈フランク ミュラー〉。

7日間巻き上げ知らずの時計は
高いデザイン性も鑑賞級。
優美なデザインで人気を博している
〈フランク ミュラー〉だが、ブランドの骨格は天才独立時計師の発想力にある。時計学
校時代から才能を評価されていた時計師フランク・ミュラーは、組織に属さずに個人でオーダーウォッチを製作していたのだ
が、そのどれもが美しいデザインと精密なメカニズムの両方を持っていた。その信念は、現代の時計にも受け継がれている。
写真＝隈田一郎

スタイリング＝中川原 寛

文＝篠田哲生

構成＝大嶋慧子

photo: Ichiro Kumada styling : Kan Nakagawara(CaNN ) text :Tetsuo Shinoda composition : Keiko Oshima

フランク
☎03-3549-1949
Urban ウォッチランド東京
safari
24 ミュラー
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CK CALVIN KLEIN
上質レザーと洗練度の高さで魅せる
〈CK カルバン・クライン〉
。

手ぶらバッグ はすっきりフォルムほど大人らしい。
財布やスマホといった必要最小限の荷物だけ持って外出するとき。ポケット以上、リュック未満のサイズ感でちょう
どいいのが 手ぶらバッグ 。とはいえ、街でよく目にするサコッシュは、印象が子供っぽくてちょっと気が引けるもの。
〈CK カルバン・クライン〉の新作のようなすっきりフォルムをさらりと纏い、街を颯爽と歩くのが理想だ。
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

Shoulder Bag
Horizontal Type
［ ショルダー バッグ ホリゾンタル タイプ ］

長財布や500 ㎖ペットボトルが、収
まる絶妙なサイズにデザイン。背面
側には、スマホが収まるポケットを
用 意。W23×H16×D7 ㎝。バ ッ グ2
万5000円、財布1万4000円（以上CK
カルバン・クライン／イケテイ）

One Shoulder Bag
［ ワン ショルダー バッグ ］

斜めがけしても、肩にかけてもサマ
になる、ごくシンプルなワンショル
ダータイプ。開口部が大きく開くの
で、荷物の出し入れがしやすい。W
17 × H28 × D6㎝。2 万 7000 円（CK
カルバン・クライン／イケテイ）

ス

マホと財布さえあれば事足り
る外出に、ちょうどよいバッ
グは意外と見つからないもの。

ナイロンやコットン素材のサコッシュも
よさそうなのだが、ちょっと若者仕様に
見えるのが残念ではある。そこで、
あると
便利なのが、ほどよくコンパクトなサイ
ズのボディバッグやショルダーバッグ。
なかでも、手ぶら外出の 相棒 として頼
りになりそうなのが、
〈CK カルバン・ク
ライン〉の新作だ。
ロック シリーズにラインナップされ
たこれらのバッグは、いずれもスコット
ガード加工を施した防水牛革を採用。レ
ザー自体にはしっかりとしたコシがある
ため、フォルムは洗練された印象に。余計
なディテールを削ぎ落としたミニマルな
スタイルが街にもよく映える。それでい
て、表面には装飾的なエンボス加工も施
されているので、水濡れやちょっとした
傷がつくのを気にせず使うことができる

Shoulder Bag
Vertical Type

のもありがたい。近場への外出でも気軽

［ ショルダー バッグ バーティカル タイプ ］

に持ち歩けて、なおかつひと目でバッグ

縦型の大人っぽいデザイン。
ダブルジ
ップなのでより使いやすい。W17×
H22×D6㎝。バ ッ グ2万5000円
（CK
カルバン・クライン／イケテイ）
、
サン
グラス1万9000円(カルバン・クライン
／マーション ジャパン）

自体の質の高さが伝わる設計。大人がほ
しかった 手ぶらバッグ とは、まさにこ
ういうことではないだろうか。

イケテイ ☎06-6261-2194 https://store.iketei.jp/ マーション ジャパン 70120-356-733
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PAUL SMITH
元サッカー選手・鈴木啓太さんが
〈ポール・スミス〉のオーダーにチャレンジ。
メイド トゥ メジャー

ＭＴＭで作るスーツは
いかにして完成するのか？
10 月初旬に大阪エリア初のメンズフラッグシップショップとなる〈ポ
ール・スミス〉大阪店がオープン。ここでは最新メンズコレクション
や大阪店限定アイテムのほか、同ブランド国内初の メイド トゥ
メジャー を提供。そんな大阪店で、スーツにこだわりを持つ元サ
ッカー選手で実業家の鈴木啓太さんがオーダーに挑戦してみた。
写真＝野口貴司、隈田一郎
構成＆文＝大嶋慧子

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝生野智佳

photo : Takashi Noguchi, Ichiro Kumada styling : Kan Nakagawara(CaNN)
hair&make-up : Chika Ikuno composition&text : Keiko Oshima

Close up
鈴木さんが仕立てたスーツは
MTM ３パターンの中で ニュ
ーフィット
（1856）という新タ
イプ。
イタリアのヴィターレ・バ
ルベリス・カノニコ社の生地で、
柔らかさと落ち着き感を残しつ
つ、英国生地のハリ感や膨らみ
のある、やや起毛した素材感。
ス
ーツ21万円〜、シャツ2万4000
円、タイ1万6000円、シューズ5
万8000円
（以上ポール・スミス
／ポール・スミス リミテッド）、
チーフはスタイリスト私物

Profile
鈴木啓太

ライニングには大阪限定とい
うことと、ご本人の好みであ
ざやかなヒョウ柄を選択

1981年静岡県生まれ。2000年から
2015年のシーズンで引退するまで浦
和レッズにとって欠かせない選手と
なる。2006年にオシムジャパンに選
出され、主力に。現在はサッカーの普
及に関わるとともに、AuBを立ち上
げ、アスリートの良好なコンディシ
ョンの維持、パフォーマンスの向上
を目標に、スポーツビジネスの分野
でも幅広く活動している。
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メイド トゥ メジャー

MTMは意外と簡単。大きくは4ステップ！
もともとメイド トゥ メジャーとは、仮縫いや中縫いを省略したイージーオーダーやパターンオーダー
のこと。だが、既製品よりは敷居が高いというイメージを持つ人が多い。「サンプルサイズにピッ
タリとよく言われます」という鈴木さんだが、MTM の快適さと手軽さに満足したようだ。

スーツの生地を選ぶ。

1

ショップの一番奥にあるMTMのスペース。座り心地のよい
チェアやソファが置かれ、寛いだ気分でオーダーできる

3

細かく採寸する。

生地は、
〈ドーメル〉
〈ロロ・ピアーナ〉等の老舗生地メ
ーカーから厳選した約100種類。それに加え、ナチュラ
ルストレッチと撥水機能を備えるトラベルスーツ A
Suit To Travel In に用いられるオリジナル生地が揃う

一番近いサイズのサンプルを試着。

カラダに合ったスーツを着ることは
仕事のパフォーマンス向上に繋がる。
元浦和レッズのキャプテンで、現在はビジネスマ

2

サンプルを細かく修正していくにあたり、
オーバーバスト、胸囲、中胴まわり、ウエ
スト、
肩幅、
ヒップ、
袖丈等を計測。
特に肩
から袖までの裄丈に関しては、袖丈と同
じく左右違う人が多く、利き手のほうが
長いという人がほとんどとのこと。した
がって必ず左右別々に測る

サンプルの S 〜 XL2 の 7 サイズから最も近いものを選択して
試着。後ろからもサイズ感、アームホールや袖付けの位置等
も細かくチェック。鈴木さんは L がジャストサイズだった

ンとして活躍している鈴木啓太さん。当然のこと
ながらスーツを着る機会が年々増えていくという。
「今回のオーダーで、
一番迷ったのは素材と色選び

4

ですが、
ある意味それはMTMでスーツを作る醍醐
味。
ライナーにもこだわりましたよ
（笑）。スーツな
ので、
TPOももちろん大切ですが、
見えないライニ
ングには、
自分らしさを表現する遊び心を加えてみ

襟・ボタン・裏地の形を選ぶ。

ました」
。
また、
スーツはサイズ感がすべてだと鈴木
さんは語る。
「季節感やTPOのほかにサイズ感は最
も重要。スーツは仕事で長時間着るので、Tシャツ
姿より当然疲れます。
それをオーダースーツによっ
て軽減できるのです。僕はヘルスケアの仕事をし
ていますが、
日々の生活の中でいかに疲れずリラッ
クスできるかで、
仕事のパフォーマンスは決まりま
す。
そういった意味でも自分に合ったサイズのスー
ツのほうが圧倒的に疲れない。
オーダーはとにかく
一度してみないとそのよさは絶対にわからないの
で、
是非MTM体験をおすすめします」

A

ライニングは17種から

B

ボタンは10種から

C

ラペルは４タイプから

A：仕事用のスーツなので、極めてベーシックなネイビーを選んだ鈴木さん。しかしライニングは個性
と遊び心の見せどころということで、選んだのはヒョウ柄 B：スーツの格を左右するボタン。水牛、
くるみボタンなどがあり種類は10種類 C：ラペルはベーシックなノッチド、ピークド、ショール、ナ
ローラペルから選ぶ。今回は仕事用のスーツということでノッチドラペルに。幅は7㎝くらい
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メイド トゥ メジャー

MTMのスーツはこの３タイプから。
クラシカルとモダンが融合する〈ポール・スミス〉のテイラリングコレクション。これは、ブランドのクリエイティビティを、伝統的な職人技とオリジナリティ
あふれるディテールによって魅力的に仕立てたテイラードスタイル。この秋から日本初、大阪店でスタートした MTM のスーツのフィットは、下の 3 型。
ジャケット、トラウザーズの 2 ピース、またはちょっとひねりをきかせて、ベストを入れた 3 ピースでのオーダーも可能。納期は約 6 週間から。
鈴木啓太さんの
スーツはこのタイプ !

KENSINGTON

SOHO

［ ケンジントン ］

［ ソーホー ］

NEW FIT（1856）
［ ニューフィット ］

3モデルの中で最も細く、ショルダー、チェストな

最もベーシックなレギュラーフィット。
ナチュラル

長めの着丈、ショルダーラインはドロップ型でや

ど、
すべてのフォルムが細めで着丈も短め。パンツ

ショルダーで脇が広め。着心地のよさには定評が

やゆったりとしたシルエットの最新モデル。
トラウ

の股上も浅く、ベルトループやフラップ等もコン

ある。
トラウザーズはミッドウエストで、
テイパー

ザーズは股上が深いテイパードシルエット。スー

パクトに設計。スーツ18万円〜（生地により異な

ドタイプ。
スーツ18万円〜
（生地により異なる）
、
シ

ツ18万円〜
（生地により異なる）
、
シャツ2万4000

る）
、
シャツ2万円、
タイ1万6000円、
チーフ7000円

ャツ2万4000円、
タイ1万2000円、
チーフ7000円

円、
タイ1万2000円
（以上ポール・スミス／ポール・

（以上ポール・スミス／ポール・スミス リミテッド）

（以上ポール・スミス／ポール・スミス リミテッド）

スミス リミテッド）
、
チーフはスタイリスト私物

メイド トゥ メジャー

日本で唯一〈ポール・スミス〉のMTMができる
『ポール・スミス 大阪店』
大阪随一のショッピングエリアである心斎橋。ここにオ
ープンしたばかりのこのショップは、まさに旗艦店と呼
ぶにふさわしいモダンかつコンテンポラリーな雰囲気が
漂う造り。入り口のブルーのファサードは、
イギリスのレ
ンガ造りの建物からインスピレーションを得たもの。
213㎡の店内は木材を重ねたスクリーンによって3つの
エリアに区分けされており、店内の至るところに世界中
から集められたアートのような家具が配置。レジカウン
ター背面のアートウォールも〈ポール・スミス〉ならでは。
DATA
住 大阪府大阪市中央区南船場3-10-19
営 11:00 〜 20:00 不定休
☎06-6241-2330

ポール・スミス リミテッド ☎03-3478-5600
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For Your Great Time In The Sky

CHAMPAGNE ON BOARD

ファーストクラスで楽しむ極上シャンパン。

旅客機の座席クラスの最高峰、ファーストクラス。そこで供されるシャンパンももちろん最
高峰。くつろぎのひとときに欠かせない、黄金に輝く旅の友だ。その銘柄をご紹介しよう。
写真＝ANA、
エミレーツ航空、
エティハド航空、
たかせ藍沙 文＝たかせ藍沙

photo : ANA, Emirates, Etihad Airways, Aisha Takase text : Aisha Takase

空

の上の五ツ星ホテルと称され

〈ドン ペリニヨン〉と〈クリュッグ〉。どち

るファーストクラス。シャン

らも高級シャンパンを代表する銘柄だ。

パンは最も似合う飲み物だ。

写真でご紹介した航空会社以外でも、シ

航空会社によっては、ひとつの銘柄を

ンガポール航空などが採用している。そ

定番として提供していたり、定期的に銘

のほか、シャンパンの本場、
エールフラン

タイ国際航空

Thai Airways

柄を替えたり。2〜3種類の銘柄を用意す

ス航空は、10〜11月は〈テタンジェ〉、12

ることもあれば、ウェルカムドリンクと

〜1月は〈クリュッグ〉がお目見え。キャ

上空で提供する際の銘柄を替えることも。

セイパシフィック航空の10月は〈ウィリ
アム・ドゥーツ〉が登場。

定番として多く選ばれるのは、やはり

ANA

全日本空輸

JAL

日本航空
アメリカン航空

American Airlines

THAI AIRWAYS
[ タイ国際航空 ]

〈ドン ペリニヨン〉ヴィンテージ2009

エミレーツ航空

Emirates

JAL

ANA

[ 日本航空 ]

[ 全日本空輸 ]

〈サロン〉ヴィンテージ2007

微笑みの国タイのフラッグシップエアライン、タイ国際航空の ロイヤルファーストクラス のシャンパン
は〈ドン ペリニヨン〉
。高級シャンパンの代名詞のような銘柄だ。ボトルには蘭の生花が飾りつけてあって
とても華やか。CAさんは、
極上の微笑みとともにシャンパンをグラスに注いでくれる。

〈クリュッグ〉グランド キュヴェ

エティハド航空

Etihad Airways

1911年創業のメゾンで丁寧に造られる〈サロン〉。
最上質なシャルドネが収穫された年にのみ造る、
希少なシャンパンだ。JALは、その〈サロン〉を、世
界で唯一、機内で提供している航空会社。2007年
のヴィンテージはフレッシュな柑橘系に鉱物的ニ
ュアンスが特徴。温度を上げると洋ナシやパンの
ようなイーストの風味が広がる。
こちらも、
離陸前
のウェルカムシャンパンは別のもの。
〈サロン〉
は
上空で最適のコンディションで開栓される。

1843年にドイツ出身のヨーゼフ・クリュッグが創
業した、シャンパンの最高峰と称される老舗ワイ
ナリー。収穫年の異なるワインを多種ブレンドす
るため、単一ヴィンテージでは表現できない複雑
な味わいとアロマが特徴だ。世界各地にクリュギ
ストという熱烈なファンをもつ。ANAは1986年
の国際線就航以来、至高のシャンパンにこだわっ
て
〈クリュッグ〉を提供し続けている。離陸前のウ
ェルカムシャンパンは別の銘柄になる。

ETIHAD AIRWAYS
[ エティハド航空 ]

〈シャルル エドシック〉
グラン デ ミレネール2004
1851年に、シャルル =カミーユ・エドシックが、29歳で創立したワイナリー。
彼はダンディとしても知られていて、
類いまれなカリスマ性をもち、映画や
歌のモデルにもなった人物。当時は誰も見向きもしなかった、2世紀に造
られた地下採掘場跡
（クレイエール）を熟成庫に適すると見抜いた。同社の
シャンパンは、世界各国の王室や著名人にも愛飲されているほど。
そのプレ
ステージクラスが、機内で提供される グラン デ ミレネール だ。

EMIRATES

AMERICAN AIRLINES

[ エミレーツ航空 ]

[ アメリカン航空 ]

〈ドン ペリニヨン〉ヴィンテージ2008
17〜18世紀に修道士によって造られたシャンパン。
瓶内二次発酵に7年かけ、10年めにしてはじめて
出荷される芳醇な味わい。ファーストクラス各座
席のミニバーにはないが、CAさんに言えばいつ
でもグラスを満たしてくれる。
また、機内のバーラ
ウンジ
（ビジネスクラスと共用）
でシャンパンを飲
みたい場合には、CAさんが
〈ドン ペリニヨン〉を
持っていってくれる。
ちなみに、
ビジネスクラス搭
乗客に提供されているのは〈モエ・エ・シャンドン〉
。

〈クリュッグ〉
グランド キュヴェ
〈ランソン〉
ノーブル キュヴェ ブリュット ヴィンテージ
アメリカン航空では月により機内で提供されるシ
ャンパン銘柄が替わる。10月は、
〈ランソン〉
ノー
ブル キュヴェ ブリュット ヴィンテージだ。写真
の
〈クリュッグ〉
グランド キュヴェは、Flagshipフ
ァーストラウンジ内の、アメリカン航空搭乗客だ
けが利用できるFlagshipファーストダイニングで。
ロサンゼルスではミニボトルの飲みきりサイズ。
ニューヨーク、ダラスフォートワースなどにある。

タイ国際航空 http://thaiairways.com ANA http://www.ana.co.jp JAL www.jal.co.jp アメリカン航空 www.aa.com エミレーツ航空 http://www.emirates.com エティハド航空 http://www.etihad.com
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Dive into

ULTIMATE POOLS

崖から突き出た先端、ガラ
スの底に立てば、足の遥か
下にインド洋。宙に浮いた
ような想像以上のスリルを
味わえる異色のプール！

プールの水面と水平線が重なったインフィニティエッジに感動していた頃が、
もはや懐かしい。
なぜなら、世界を見わたせば、斬新な発想から生まれた
あっと驚く仕掛けのプールが続々と登場しているから。
リゾート地を楽しむ
大人にこそふさわしい、美しいだけじゃない次世代型プールをピックアップ。
文＝古関千恵子 text : Chieko Koseki

崖に佇む、
ヴィラリゾート。
注目のプールは、レストラ

ンやバー、サンデッキなどを併設した
デイクラブ ワンエイティー 内にある。

01

崖の先端から6mほど突き出したプー
ルは、なんと底の一部がガラス張り。足

崖から突き出たスリル満点のプール！

THE EDGE

元の約160m下にはインド洋が広がる。

in Indonesia

先端側面もガラス張りのため、その名
のとおり、空と海が180度広がる、パノ

[ ジ・エッジ ]

Laucala Island

バ

ジ・エッジ

リ島の南端、ウルワツの断

The Edge

大人は泳ぐだけじゃなく、驚きのプールも堪能。

ラマビューが楽しめる。食事はLAのビ
B

バリー・ウィルシャーの元副料理長が

A

Jalan Pura Goa Lempeh,
Banjar Dinas Kangin,
Pecatu, Uluwatu, 80364, Indonesia
☎+62-361-8470700
https://www.theedgebali.com/

腕を振るい、ワインリストも専門誌『ワ
A：断崖から突き出た ザ・クリフ・バー の床も、
一角がガラス張りになっている。カクテルやワ
イン、昼下がりにはアフタヌーンティーも楽し
める B：ヴィラは１・２・３・５ベッドルーム
の種類があり、全17棟。750 ㎡以上のゆったり
間取りを確保。
プライベートプール付き

インスペクテーター』の賞に輝くライ
ンナップだ。この絶景と美食を堪能す
るには予約が必須。1カ月半前には埋
まってしまうので、お早めに。

歩いてまわれるほどの小さ
な島が多いモルディブにあ
っても、
島を貫通したロング
プールがあるのはココだけ。
泳いで島を横断できる

島を横断するプールに驚愕！

[ フェアモント モルディブ シル フェン フシ ]

主

中、お目見えしたのがコチラ。
なんと長
B

ず、ラグーンと繋がったようなインフィニティエ

A

ィジーにおけるセレブ御用達のアイラ
ンドリゾート。熱帯雨林や切り立つ丘、
美しいビーチなど、広大な敷地にわず

ルは付いているが、人気は敷地中央にあるメイン

B

プール。3つのエリアのひとつ、25mのプールはシ
ースルーなガラスのキューブ型。彼女の泳ぐ姿が

ッジや水中のヤシ林、ジャクジーなど、
エリアごと

ばっちり見えるのも魅惑的だが、鍛え上げた自身

にいろいろな仕掛けも用意。ラグーン寄りのプー

の筋肉自慢をするにも最高のステージかも。

ルサイドでは時間帯によりDJプレイも。

Unit 2B Faamdheyrige Orchid Magu,
Male Maldives, Shaviyani Atoll
☎+960 654-8888
https://www.fairmont-maldives.com

in Fiji

か25棟のヴィラが立つ。各戸にプライベートプー

さ200mものモルディブ最長のプールが、島を東

DATA

[ ロザラアイランド ]

フ

いリゾートがアイデアでしのぎを削る

西にばっさりと貫いている。長さだけにとどまら

LAUCALA ISLAND

A

流は1島1リゾートのモルディブ。新し

水中の美ボディが透けて見える!?

A：モルディブ北部のシャビヤニ環礁
に位置。
ヴィラはビーチや水上、サンラ
イズやサンセットなど14タイプ。モル
ディブのモスクのような、アラビアン
な意匠が随所に B：バリ島の バン
ブーハウスプロジェクト のエローラ・
ハーディがデザインした、すべて竹材
で造ったというプールサイドバー

DATA
c/o KPMG, Chartered Accountants,
10 BSP Suva Central, Renwick Road, Suva, Fiji
ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド
☎0120-086-230
http://www.lhw.com/laucalaisland

A：ロングビーチを見わたすメインプ
ールは、一画に人工島もレイアウト。
貝
の形をモチーフにした、プールバーも
併設 B：椰子など天然の建材を使っ
た、伝統的なフィジー様式のヴィラ。
ハ
ーフムーン形の入り江やヤシ林の合間
などロケーションも多彩。こちらは広
さ134㎡ある ペニンシュラ・ヴィラ

フェアモント モルディブ シル フェン フシ

FAIRMONT MALDIVES,
SIRRU FEN FUSHI in Maldives

02

Fairmont Maldives,Sirru Fen Fushi

2000 ㎡ の メ イ ン プ ー
ル。ラッププールがガ
ラ ス 張 り に。SNSで
人気だが、超高級リゾ
ートゆえ、投稿するこ
ともステイタス!?

03

ロザラアイランド

DATA
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VAN
〈ヴァン〉には長く着続けたいジャケットがある。

品格と風合いにこだわれば
ツイードは正統派が一番いい。
冬に纏うジャケットの選択肢として、ツイードのよさを見直してみてはどうだろう。寒さ厳しいスコット
ランドの狩猟服がルーツだけあって、冷えこむこれからの季節でもすこぶる暖かく、伝統素材ならで
はの風格も味方につけられる。とりわけ〈ヴァン〉が手掛けたものは、ディテールや仕立てもクラシ
カルなスタイルに徹しているので、着こなしの格を上げる効果も期待できそうだ。
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

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

伝統的なスタイルに回帰しながら
高い技術で着心地のよさを追求。
マチ付きポケットやエルボーパッチといった、伝統
的なゲームジャケットのディテールが特徴的。採用
したツイードは、イギリスの老舗ムーン社が手掛け
たもの。伝統に裏打ちされた確かな品質を保ちなが
ら、柔らかな風合いを実現している。軽快な背抜き仕
立てなので、その着心地を十二分に堪能できる。
共地のパンツと合わせ、セットアップ
として着用することもでき、よりクラ
シックな感じに。ゲームジャケットの
ディテールによってほどよいカジュア
ル感も印象づけられるので、クレイジ
ーパターンのベストを合わせて、休日
モードのジャケットスタイルを楽しむ
のも一興だ。ジャケット5万3000円、シ
ャツ9800円、ネクタイ9000円、ベスト
1万8000円、パンツ2万3000円、手に持
ったコート4万9000円、ハンチング1万
6000円（以上ヴァン／ヴァンヂャケッ
ト）、その他はスタイリスト私物

生地は1837年から
伝統的な手仕事を
受け継ぐムーン社
製。代 名詞のツイ
ード は、し な や か
な風合いが魅力

ヴァンヂャケット ☎03-5829-9005
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CAGIANA
独創的な手法で快適さを実現した
〈カジーナ〉
。

長い出張で頼りになる
疲れを知らないオーダーメイド靴。
歩くことの多い出張時は、履き心地がよい靴にこだわりたい。そこでおすすめしたいのが〈カジーナ〉
のス・ミズーラ（オーダメイド）靴。特徴は、裏地を靴下のように縫製するボロネーゼ製法を採用し、
足が包みこまれるような心地よい履き心地を実現したこと。
さらにオンラインで注文後、購入者自身で
計測するシステムが独創的と話題になっている。
この靴なら、出張先での足取りも軽くなるだろう。
写真＝隈田一郎

スタイリング＝中川原 寛

文＝遠藤 匠 構成＝大嶋慧子

photo: Ichiro Kumada styling: Kan Nakagawara(CaNN ) text: Takumi Endo composition: Keiko Oshima

NOWAKI
［ のわき ］

衝撃吸収に優れたビブラム社のタンクソ
ールを採用したフルブローグ 野分 。ベ
ロの内側にエラスティックを施すことで、
スリッポンのような優しいフィット感を
演出。紐なしの状態で履くことも可能。
味と深みのある素材感のアッパーは、100％のベ
ジタブルタンニンでなめしたカーフレザー製。7
万円〜（カジーナ／ネイブレイン）

上：ベロと甲部を繋ぐよう
に伸縮性のあるエラスティ
ックを施すことで、紐なし
でもフィット 中：靴の内
側にあしらわれた鍵穴型の
装飾は、ブランドを象徴す
る意匠となっている 下：
専用の桐の箱も付属する

松屋限定

SINONOME
［ しののめ ］

フォーマル色の強い内羽根式
を採用した 東雲 は、セミブ
ローグのストレートチップ。
滑りにくく、耐久性に富むビ

How to order?

ブラムソールを採用。動きに
合わせて甲部が自然に曲がる
ため、歩行中の疲労を軽減。
和紙布とウレタンを組み合わせたイ
ンソールで、
ふかふかな履き心地に。
吸汗速乾性も高い。
松屋銀座限定。
6万
8000円〜
（カジーナ／ネイブレイン）

注文後は、最初に送られてく
る専用のフットメジャーセッ
トで、購入者自身が足囲と足
長を計測。そのうえで台紙の
上で足先をスマホで撮影し、
その画像と一緒にオンライン
に登録するシステム。

Information
松屋銀座の5Fメンズフロアに、松屋限定の 東雲 を含む、〈カジーナ〉の新作15モデルの受
注販売を行うポップアップストアが登場。開催期間は10/23
（水）〜 11/5
（火）
。実際の新感覚
の履き心地を体験しながら、
足の採寸もできる絶好のチャンス。この機会に是非。

ネイブレイン ☎0564-65-0241 cagiana.jp
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Gastronomic City

NEW YORK

NYのレストランと聞いて、美味しいものを期待する人は少ないかもしれない。
ところが、今は世界的
な美食ブームを反映し、様々なジャンルのレストランが誕生。美食を目的に訪れるフーディが増えつつ
ある。今回は異なるジャンルの３店をご紹介しながら、NYの最旬レストラン事情をレポートする。
取材・文＝中村孝則 text : Takanori Nakamura

Blue Hill At Stone Barns

N

Yが美食の都市として注目さ

NYのオススメ美食レストラン３店を訪ねる。

A

れるようになったひとつの
きっかけは、2016年のこと。

この年に、私が日本チェアマンを務める
世界ベストレストラン50 のアワード
がNYで初開催されたのであった。その翌
年の同アワードでは〈イレブン・マジソ
ン・パーク〉が初の世界一に輝き、美食都
市としてフーディたちに認知されるよう
になった。NYの魅力は、世界各国の伝統
的な料理だけでなく、実験的でイノベー
ティブなレストランを受け入れる風土が
あることだろう。今回紹介するNY郊外の
〈ブルーヒル・アット・ストーンバーンズ〉
ンは、いわゆるファーム・トウ・テーブル
（農場から食卓へ）と呼ばれる農場直結型
レストランのお手本として知られている
が、シェフのダン・バーバーは、食材の自
家栽培、自家飼育による味や鮮度の追究
だけでなく、土壌や生産方法、生育環境、
あるいはオリジナル・シードの研究など、
食に関わる社会問題をレストランから発

DATA

信する先駆者としても高く評価されてい
く、 美食の未来を考える うえでも知的
な美食体験ができるに違いない。ちなみ
に、現在 世界ベストレスラン50 では、

C

B

28位にランクインしている。

Blue Hill At Stone Barns
[ ブルーヒル・アット・ストーンバーンズ ]

ジャンルは全く異なるが、マンハッタ
ンの〈コスメ〉は、今までにないモダンな
この店は、今年の 世界ベストレストラン
50 で23位に入賞したが、メキシコ人女

A：アミューズの一例。その日に自社畑で収穫された野菜や果実やハーブ類
が、
思いもよらぬ調理法で提供される B：ダン・バーバーは、
米国
『タイム』
誌で 世界で最も影響力のある100人 にも選ばれた C：マンハッタンから
はクルマや列車で約１時間弱。美しい田園地帯にある一軒家レストラン

性シェフのダニエラ・イネスは、同アワー
ドの 女性シェフ賞 をダブル受賞した。
メキシコ料理の知られざる魅力を体験す
るだけでなく、日本にはないダイニング
の楽しさを演出するので、是非訪れてみ

The Carlyle Restaurant

Cosme

てほしい。最後に、最近ドキュメンタリー

[ ザ・カーライル・レストラン ]

[ コスメ ]

映画にもなった、
〈 ザ・カーライル・ア・

世界のセレブを魅了する
最高級ホテルの味わい。

ローズウッド・ホテル〉のレストランは雰
囲気、格式ともに申し分ないので、押さえ
の１店としてご紹介して締めくくろう。

A

マンハッタンの〈 ザ・カーライル・
ア・ローズウッド・ホテル 〉
は、ハリ
ウッド・スターや 歴 代 米 国 大 統
領、英国王室の御用達ホテルと
して知られるが 、
レストランは宿
泊 者 以 外でも利 用できる。料 理
はクラシックなフランス料 理 。セ
レブリティ気分も味わえる。

A

女性シェフによる
現代メキシコ料理店。

B

ザ・カーライル・レストラン

メキシコ料理をイノベーテ
ィブな高級料理に仕立てた
話題のお店。
タコスなどメキ
シコの伝統料理をベースに
した、
ユニークな皿の数々は、
ニューヨーカーたちにも大
人気。
店内はカジュアルな雰
囲気でアラカルトでも注文
できるので、
グループで訪問
するのもおすすめだ。

B

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。

C

A：この日のランチコースのメインディッシュにセ
レクトした、ラム肉のひと皿 。味わいのバランス、
ボリューム感ともに満 足する内 容 B：前 菜に
選んだアスパラガスのスープ。こちらも軽やかな
仕 上げ C：格式のあるインテリアや内装

DATA
35 E. 76th St., New York, NY 10021
☎ +1 212-744-1600
http://www.thecarlyle.com/

A：こちらは モーレ と呼ば
れる、メキシコ伝統料理をモ
ダンに仕立てた一品。トウモ
ロコシの粉を調理した付け
合わせとともに B：メキシ
コ出身のダニエラは 女性シ
ェフ賞 にも輝いた

The Carlyle Restaurant

シェフのダン・バーバーは、料理のクリエーションだけでなく社会活動家と
して高く評価されている。そのあたりは『食の未来のためのフィールドノー
ト』
（NTT出版）に詳しく書かれているので、
ご興味のある方はご一読いただ
きたいが、
機会があれば是非ご自身でレストランを訪ねてほしいと思う。

メキシコ料理店として人気急上昇である。

コスメ

ダン・バーバーが 食の未来 を追究する実験的レストラン。

Cosme

630 Bedford Rd. Pocantico
Hills, New York 10591
☎ +1 914-366-9600
http://www.bluehillfarm.com/

る 。美 味 し く 雰 囲 気 が い い だ け で な

ブルーヒル・アット・ストーンバーンズ

などはその筆頭だろうか。このレストラ

DATA
35 E. 21st St., New York, NY 10010
☎ +1 212-913-9659
https://www.cosmenyc.com/
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SUV? It's a Car Called

CROSSOVER
S

個性的なラテン系クロスオーバーが話題です。
簡単にいえば、乗用車とSUV のいいとこ取りしたのがクロスオーバー。
このジャンルが今
とても元気なのだが、ひと味違う個性を求めるならラテン系もいい。
さて、
その理由とは？
文＝九島事務所 text : Kushima Of fice

UVのラインナップが充実し
ている昨今、特に激戦区にな
っているのがコンパクトクラ

［ ポルシェ カイエン クーペ ］

ス。ドイツ勢を筆頭に様々なモデルがひ
しめき合っている状況だが、どれも輸入
車好きには親しみのあるメジャーブラン
ドだけに、すでに所有されている方も多
いのではないだろうか。
そんな中「変化球？」ともいえるクルマ
がある。
ご覧の
〈フィアット〉
500Xと
〈DS〉
DS3クロスバックだ。
そう、
アンチドイツ

Jeep Wrangler
Unlimited Rubicon

車の方にはピッタリのラテン系ブランド
のコンパクトSUVである。

［ メルセデス・ベンツCLS ］

その魅力はたくさんある。まずはこれ

SUVクーペの先駆者は独自の道を歩

を所有すると 通 っぽく見える。左ハン

ダミーの◎文字です■ダミーの◎文字です■ダミ
ーの◎文字です■ダミーの◎文字です■ダミーの
◎文字です★ダミーの◎文字です■ダミーの◎文
字です■ダミーの◎文字です■ダミーの◎文字で
す■ダミーの◎文字です★ダミーの◎文字です■
ダミーの◎文字です■ダミーの◎文字です■ダミ
ーの◎文字です■ダミーの◎文字です■ダ１５４

ドルのマニュアル車を乗り継いできたツ
ワモノ的な印象だ。それに個性が強く、街
でかぶる可能性が少ない。でもって、
ひと
目でお洒落感を伝えるインパクト大なデ
ザイン。
エクステリアもそうだが、インテ
リアは特にそれが強い。助手席に座った

Fiat

とたん、
誰もが
「かわいい」
とか
「ステキ！」
と口にするだろう。
さらにいえば当然走りが楽しい。ラテ

フィアット

ンのクルマならではの軽快で小気味のい
い運転が楽しめる。まぁ、そこはご自身で

安全装備も充実。上の
グレードのクロスには
アダプティブクルーズ
コントロールや自動ハ
イビームなども搭載

お試しいただくのが一番ですネ。
といった、いいところだらけのクルマ

Ds

が、実は思いのほかリーズナブルで売ら
れている。どちらもスタート価格は300

ディーエス

万円前後。ドイツ車と比べると……かな
りお得かと。どうですこの裏ワザ的クル
マ選び。現ドイツ車オーナーの方も試し
に乗ってみては？

全員とは言いません

が、ハマる人にはきっちりハマります。

FIAT 500X
［ フィアット 500X ］

見てナンボ、走ってナンボの仕上がり。
グレードは2つでスタートプライスは299万円から。
〈フ
ィアット〉500 のデザインエッセンスを取り入れながら
の仕上がりはさすが。大人5人が乗れる4ドアモデルを完
成させた。外装同様インテリアがポップなのがミソ。今年
の初マイナーチェンジで新エンジンを搭載。走りの楽し
さもさらに高めている。税込み価格299万円（CIAO FIAT）

DS 3 CROSSBACK
［ DS 3 クロスバック ］

DS（ディーエス）
という新たな高級車。
フランス製高級車復活の狼煙を上げた
〈DS〉
〈
。シトロエン〉
から派生した新ブランドとして高い注目を集めている。
外装もそうだがダッシュボードやシートなど、
乗りこむと、
すべてのデザインがほかとは違う。ダイヤモンド型にレ
イアウトされたスイッチやエアコンの吹き出し口が独自
の世界観を形成。
税込み価格304万5000円〜
（DSコール）
ボディカラーは全8色。そのほかに3種類のルーフカラー
を用意する。
組み合わせでセンスアップをアピール！

CIAO FIAT 70120-404-053 DSコール 70120-92-6813

※掲載商品問い合わせ先／●P23：エストネーション 70120-503-971

