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Patrick Marraccini
パトリック・マッラッチニ／ブシュロン ジャパン CEO

革新を続ける名門ジュエラーの現在とは？
コロナ禍や環境保護問題、デジタル化

もその魅力に触れることができる。

の加速など、ハイジュエリー界にも様々

「〈ブシュロン〉の独自性は２つのフィロ

な変化が押し寄せている。そんな中、フラ

ソフィに基づいています。ひとつは革新

ンスを代表するハイジュエリーメゾン

性。常に叙情的で詩的な夢が出発点とな

〈ブシュロン〉は、ブランドの魅力を伝え

り、それを叶えるために革新的な技術が

るためになにを重視しているのか。パト

生まれます。2つめは、ジェンダーを問わ

リック・マッラッチニ氏に聞いてみた。

ない新しい価値観を提供するアプローチ

「ブティック、メディア、キャンペーンな

です。そこには＂ジュエリーは自分の個性

ど、現代ではお客様とのタッチポイント

を表現するためのもの＂という創業以来

が様々で、そのどれかひとつに限定され

の考えがあります」
また、エシカルな取り組みも顧客の共

ることはありません。だからこそ、イメー
ジやメッセージに一貫性を持たせ、それ

感を呼ぶものとして重要視している。

を保つことが大切です」

「2022年には、当社のダイヤモンドリン

〈ブシュロン〉はジュエリーを纏うこと

グの証明書が新たに生まれ変わります。

で叶える自己表現や、そのポジティブな

独自の認定基準は卓越した石選びを示す

姿勢を発信し続けているという。顧客た

と同時に、ジュエリー業界の持続可能な

ちはデジタル上でブランドのキャンペー

発展のためにトレーサブルな原料調達に

ンを目にすることに加え、ブティックや

取り組んでいることを示すものです」

イベントなどのフィジカルな場を通して

ブランドの革新は今も続いている。
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〈ブシュロン〉
創業は1858年。フランス５大宝飾店（グランサンク）
としてパリ・ヴァンドーム広場にブティックを構え
る。アイコンコレクションの"キャトル"や"セルパン
ボエム"は、タイムレスなデザインが魅力。コロナ禍
の中、予約制のリモートショッピングサポートをロ
ーンチ。
さらに今年はWEBサイトをリニューアルしe
コマースを開始。
大きな成果を上げている。
写真＝正重智生 photo：Tomoo Syoju
（BOIL）

PROFILE
1974年、米・カリフォルニア州生まれ。
『ボーイズ・
ライフ』でロバート・デ・ニーロの義理の息子役を
演じ、注目を集める。その後、『ギルバート・グレイ
プ』『タイタニック』などに出演し若手トップスタ
ーに。『アビエイター』『ブラッド・ダイヤモンド』
『ウルフ・オブ・ウォールストリート』
『ワンス・ア
ポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』でアカデミー
賞主演男優賞候補。
『レヴェナント：蘇えりし者』
で同賞を受賞。ほかの出演作に
『ジャンゴ 繋がれ
ざる者』『華麗なるギャツビー』などがある。

L E O N A R D O
D I C A P R I O

【 レオナルド・ディカプリオ 】

写真＝ Jay L. Clendenin / Los Angeles Times via Contour RA by Getty Images

文＝渡邉ひかる

photo : Jay L. Clendenin / Los Angeles Times via Contour RA by Getty Images text : Hikaru Watanabe
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ょうど今月の11日に、47歳の誕生日

天才詐欺師を演じた『キャッチ・ミー・イフ・ユー・

いる作品には興味を引かれるし、それを見るため

を迎えたばかり。レオナルド・ディカ

キャン』、香港映画の名作『インファナル・アフェ

に時間を割きたくなる。彼がハリウッドを駆け出

プリオがハリウッドの第一線を走り

ア』をリメイクした『ディパーテッド』、内戦下の

した頃も、駆け抜けてきた今も、それは変わらな

はじめてから、30年近くがたとうとしている。

アフリカ・シエラレオネを舞台にした『ブラッド・

い。そんな中、またしても興味をそそられる１作

＂30年近く＂とカウントしたのは、やはり彼のキ

ダイヤモンド』、ケイト・ウィンスレットと『タイ

が。主演映画『ドント・ルック・アップ』がネットフ

ち

タニック』以来の再共演を果たした『レボリュー

リックスで12月に配信。
『 マネー・ショート 華麗

ショナリー・ロード／燃え尽きるまで』、今をとき

なる大逆転』や『バイス』を手掛けたアダム・マッ

ルストレムが監督を務めたヒューマンストーリ

めくクリストファー・ノーランが監督を務めた

ケイ監督お得意のブラックコメディで、ディカプ

ーで、ディカプリオが演じたのは主人公の青年ギ

『インセプション』、ウォール街の狂乱を過激に描

リオが演じるのは落ちこぼれ気味の天文学者ラ

ルバート・グレイプの弟。知的障がいのある少年

いた『ウルフ・オブ・ウォールストリート』などな

ンドール・ミンディ。地球に衝突するかもしれな

アニー役での演技を絶賛され、まだ駆け出し期に

ど……。
『タイタニック』後の出演作を並べてみる

い巨大彗星を発見したミンディ博士が世界中に

いた彼はアカデミー賞助演男優賞にノミネート

だけでもお腹がいっぱいになりそうなほど、その

危機を知らせるべく奔走することになるも、事態

された。顔立ちはアイドルにも引けを取らないほ

フィルモグラフィは充実している。本人は「いい

は思わぬ方向へ進んでいくという。博士とともに

ど甘く美しく、背丈は成長期の恩恵を受けて日に

作品、いい役柄を求めているだけ」とシンプルな

奔走する大学院生役のジェニファー・ローレンス

日に伸び、演技力も抜群。ハリウッドの次世代ス

信念をたびたび口にしてきたが、求めたものを手

をはじめ、メリル・ストリープ、ケイト・ブランシ

ターとして世界中から注目を集めるのに時間は

に入れられる立場にいるのもまた事実。2016年

ェット、ティモシー・シャラメら共演陣も豪華。ス

かからず、この作品ではいち早く来日プロモーシ

には、
『 レヴェナント：蘇えりし者』で念願のアカ

トリープやブランシェットは博士を翻弄する個

ョンも果たしている。その勢いのまま、ドラッグ

デミー賞主演男優賞も手に入れた。その受賞スピ

性派キャラとして登場するそうで、ディカプリオ

の闇に蝕まれる男子高校生を演じた『バスケット

ーチではキャリアの初期に出会った人々にも謝

と名女優たちのユーモラスなやり取りにも期待

ボール・ダイアリーズ』、天才詩人アルチュール・

意を示し、
「誰が欠けたとしても、今回の受賞は可

が高まる。おそらくディカプリオ自身も、撮影を

ランボーを破滅的に演じた『太陽と月に背いて』、

能ではなかったでしょう。今夜のことを当たり前

大いに楽しんだことだろう。充実のフィルモグラ

シェイクスピア劇のあまりに有名な主人公ロミ

のことだとは思いません」と述べている。

フィは、まだまだ更新されていきそうだ。2022年

オをアロハシャツ姿で演じた『ロミオ＋ジュリエ

集客力のあるスター俳優が決して多くはない

ット』などにも出演。アイドル的人気のある若手

昨今だが、レオナルド・ディカプリオの出演して

にはM・スコセッシ監督と組んだ『Killers of the
Flower Moon（原題）』が公開予定。

俳優にしては作品選びがいささかダークだが、演
技力を発揮するには十分な作品へと導かれてい
った。
そして迎えた1997年。
『 タイタニック』の年で
ある。20世紀初頭の海難事故を題材にしたスペ
クタクル大作で、ディカプリオは主人公の青年ジ
ャック・ドーソン役に。豪華客船に運よく乗りこ
んでアメリカを目指したジャックの身分違いの
恋、船の沈没危機、そして訪れる悲劇は大勢の観
客の涙を誘い、彼はトップスターとなった。作品
自体の評価も高く、アカデミー賞では作品賞など
計11部門を受賞。あまりにも大きな成功を手に
したにもかかわらずディカプリオは主演男優賞
の候補にすら挙がらなかったが、作品における彼
の功績を認める声はいまだ大きい。このとき、23
歳。レオナルド・ディカプリオの名前を知らない
人間は、誰もいなくなった。
巨匠マーティン・スコセッシとの記念すべき初
タッグ作となった『ギャング・オブ・ニューヨー
ク』、スティーヴン・スピルバーグと組んで実在の

『ドント・ルック・アップ』
天文学専攻のランドール・ミンディ博士
（ディカプリオ）
が、
教え子の大学院生ケイトとと
もに巨大彗星を発見。
その彗星は地球衝突の恐れを秘めていた。迫り来る危機を知らせよ
うとするミンディ博士とケイトは仲間の協力も得て奔走。大統領に対面する機会を得た
り、陽気な司会者のテレビ番組に出演することになったりもするのだが……。監督は『バ
イス』
のアダム・マッケイ。
●12月24日より、
ネットフリックスにて独占配信開始
Netflix映画『ドント・ルック・アップ』12月24日（金）より独占配信開始

This will affect the entire planet.

これは地球全体に関わることだ。
『ドント・ルック・アップ』
より

COVER STORY

ャリアを語るうえで欠かせないのが1993年の
『ギルバート・グレイプ』だからだ。名匠ラッセ・ハ
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CLOSET

充実した時を刻んでくれる相棒を選びたい。
慌ただしい年の瀬に、
まずは自分にお疲れさまを。閉塞感の続いた日々から、新たな日常がいよいよ動きはじめた。
〈ハリー・ウィンストン〉の1本はそんな時を刻み、
ときには鼓舞してくれる最高の相棒になるだろう。
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝中嶋竜司 文＝柴田 充

構成＝大嶋慧子

photo : Takashi Noguchi styling : Kan Nakagawara
（CaNN）hair&make-up : Ryuji Nakashima
（HAPP'S）
text : Mitsuru Shibata composition : Keiko Oshima

Watch

ハリー・ウィンストンの
＂Project Z15＂
女性たちの垂涎の的である〈ハリー・ウィンス
トン〉は、時計愛好家も虜にしてやまない。独

Harry Winston

自の特殊合金ザリウムを使った人気シリーズ
15作めは、軽量かつ耐蝕性を備えたザリウム
ケースに、前衛的なスケルトンダイヤルが際
立つ。ブランド初採用のレギュレーターは、そ
れぞれの針が独立し、表示する。かつて時計師
たちが精度の基準とした伝統機構を現代的に
解釈した。30秒ごとに始点にジャンプする
赤い秒針は、新たな日常をしっかりと刻む。

ハリー・ウィンストン
＂プロジェクト Z＂シリーズの新作は、ブラン
ドカラーをアクセントに用いたスケルトンの
分針がポイント。世界限定300本。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。297万円
（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）
、
ジャケット49万5000円、
シャツ
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）

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 ☎03-6274-7060
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in Your

ちょっと贅沢な＂普段使い＂を自分へのご褒美に。

CLOSET

振り返ってみれば、様々なことがあった1 年。知らぬうちに気持ちにストレスが溜まっているかもしれない。
そんな自分にちょっと贅沢なご褒美を。普段使いのできる逸品は日常を豊かにリフレッシュしてくれる。

Perfume

Tasaki

イセタンメンズの
＂The popular
perfume for men＂

タサキ

Montblanc

Jewelry

モンブラン

タサキの
＂ネオ クラシック
シルバー リング＂

Isetan Men's

C A
D B

キャップトップにはエ
ンツォ・フェラーリの
サインの刻印入り。そ
の情熱を手にしたい

Slippers

セルジオ ロッシの＂sr1＂

イセタンメンズ

Serg io Rossi

Fountain Pen

セルジオ ロッシ

モンブランの
＂モンブラン グレートキャラクターズ
エンツォ・フェラーリ＂

D

C

B

A

人気のスリッパが新素材の組み合わせ

気軽な気分転換には、フレグランスが

歴史的な偉人にオマージュを捧げる

シルバーのアクセサリーは硬質な存在

とカットを採用。裏地にはエコファー

いい。右の〈イソップ〉はバジルグラン

＂グレートキャラクターズエディショ

感と躍動感ある輝きで、男性も取り入

をあしらい、暖かくソフトで心地よい

ベールとシトラスノート、中央の〈バウ

ン＂
。2021年のモデルはご存知、エン

れやすいもの。そして、リングを普段使

履き心地が味わえる。立体感ある幾何

ム〉は森林浴のような樹木の香り、左の

ツォ・フェラーリだ。シンボルの赤に、

いするならピンキーがいい。小指にさ

学的なボリュームと、独自のスクエア

〈ぺンハリガン〉はシトラスとラベンダ

キャップ背面に跳ね馬を。クリップは

りげなくつけることができ、力強いデ

トウなどシャープなラインを組み合わ

ーが楽しめる。いずれも〈イセタンメン

クルマを表現するカーブを描き、さら

ザインがマッシブな印象を演出してく

せ、室内であっても、冬の足元をスタイ

ズ〉で人気の品。控えめで、日常にリラ

にトップにはモデナを象徴するイエロ

れる。さらにブレスレットをさらりと

リッシュに飾ってくれる。

ックス感をもたらす。

ーで〈モンブラン〉エンブレムを彩る。

合わせれば、こなれたセンスも漂う。

右：イソップ タシット オードパルファム50 ㎖
1万2650円 中：バウム オーデコロン 60㎖ 1万
1000円 左：ペンハリガン ブレナム ブーケ オ
ードトワレ100 ㎖ 2万2550円（以上イセタンメ
ンズ／伊勢丹新宿店）

万年筆13万4200円、ノートブック8470円
（以上
モンブラン／モンブラン コンタクトセンター）

＂sr1＂スリッパ12万4300円
（セルジオ ロッシ／
セルジオ ロッシ カスタマーサービス）

問タサキ 70120-111-446 コロネット（カナーリ）☎03-5216-6521 コロネット
（バリー）☎03-5216-6518 モンブラン コンタクトセンター 70800-333-0102
伊勢丹新宿店 ☎03-3352-1111 セルジオ ロッシ カスタマーサービス ☎0570-016600

男：リング10万8900円、ブレスレット2万4200円
（以上タサキ）
、
ジャケット16万5000円
（カナーリ
／コロネット） 女：ピアス31万6800円、リング
17万6000円
（以上タサキ）
、ニット19万3600円、
付け襟15万5100円
（以上バリー／コロネット）
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CLOSET

冬の寒さも楽しみたくなる、２人のコート。
コートは冬の男を凛々しく飾る。だからこそ着膨れすることなく、
スマートかつスタイリッシュに着こなしたい。
控えめなインナーと首元のアクセント、
そしてお洒落なライニングやラペルピンが温もりを醸し出す。

Coat

ルイ・ヴィトンの
＂ダブルフェイスモノグラムコート＂
今季のコートは、ビッグシルエットからエレ
ガントなスタイルへ。ダブルフェイス仕立て
のチェスターフィールドは、シックなダーク
グレーと、ライニングにはさりげなくモノグ
ラム・コンステレーション パターンを施す。
さらに刻印入りのラペルピンをはじめ、LV
カフスボタンがモダニティを演出。レディス
はエレガントなダブルフェイスのラップコー
トに、モダンなシグネチャーベルトがアクセ
ント。是非２人で楽しみたい。

Louis Vuitton

男：コート39万3800円、ニット14万
6300円、パンツ19万6900円、ブーツ
参考商品、ストール5万7200円、バッ
グ28万6000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） 女：コート58万8500円、ニッ
ト9万7900円、ブ ー ツ14万8500円、
サングラス8万4700円、バッグ58万
8500円、リ ン グ4万6200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）

ルイ・ヴィトン

問ルイ・ヴィトン クライアントサービス 70120-00-1854
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行動力を後押しする、もうひとつのポケット。

CLOSET

凛とした冬の空気に身は引き締まり、気持ちはよりアクティブになる。
そんなときにポケットは膨らませたくない。
おすすめしたいのはボディバッグ。最低限の携行品をスマートに収納する、
もうひとつのポケットだ。

Shoulder Bag

Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ フェラガモの
＂トラベル フルオ＂

2way Bag

ダンヒルの
＂GT ロックバッグ
トップ ハンドル＂

サルヴァトーレ フェラガモ

C A
D B

Berluti

Pouch Bag

ベルルッティ
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ヴィンテージスタイルに現代的なスピ

GTカーのレザーシートを思わせるよ

ブリーフケースをそのままダウンサイ

〈サルヴァトーレ フェラガモ〉のシグ

A

リットを融合したコレクション。象徴

うな精密に設計されたパデッドレザー

ジングしたスタイルで人気のミニバッ

ネチャーである＂ガンチーニ＂をモチー

的な＂ディオール オブリーク＂ジャカ

には、ブランドのDNAであるオートモ

グが、フルスクリット（カリグラフィを

フにした幾何学的なパターンを全面に

ードに、ブラックカーフのフラップを

ーティブの伝統が息づく。さらに堅牢

描いたもの）で登場。パティーヌのフラ

施し、シックなブラックにあざやかな

組み合わせ、硬質なメタルクラスプが

なフレーム構造を採用し、エレガント

ミングレッドは、インドの都市チャン

サックスブルーをあしらう。縦型フォ

全体を引き締める。ショルダー使いの

で伸びやかなシルエットを実現した。

ディーガルの建築や景観、豊かな色彩

ルムはコートにもスマートに映えるも

ほか、気軽なクラッチバッグにもなり、

スピード感漂うマッシブなスタイルに

から着想を得ている。ホリデーシーズ

の。十分な収納力は普段使いからトラ

2通りのスタイルが楽しめる。

大人の好奇心も加速するだろう。

ンにふさわしい限定色。

ベルユースにも適している。

バ ッ グ、W19×H14×D4 ㎝。34万1000円、コ
ート60万5000円（以上ディオール／クリスチャ
ン ディオール）

バ ッ グ、W24×H19×D6 ㎝。38万5000円、コ
ー ト53万9000円
（以上ダンヒル）
、メ ガ ネ5万
1700円（ダンヒル／ケリング アイウエア ジャ
パン カスタマーサービス）、その他はスタイリ
スト私物

バッグはオンライン限定。W24 × H17 ×D6
㎝。30万8000円、ジャケット26万4000円、サン
グラス5万6100円（以上ベルルッティ／ベルル
ッティ・インフォメーション・デスク）
、
その他は
スタイリスト私物

バ ッ グ、W12×H18×D5 ㎝。12万6500円、ジ
ャケット37万4000円、
サングラス4万6200円
（以
上サルヴァトーレ フェラガモ／フェラガモ・ジ
ャパン）

問フェラガモ・ジャパン 70120-202-170 ベルルッティ・インフォメーション・デスク 70120-203-718 ダンヒル 70800-000-0835 ケリング アイウエア ジャパン カスタマーサービス 70800-555-1001
クリスチャン ディオール 70120-02-1947
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これからの時計選びはステイタス性や品格はもちろん＂自分基準＂も大事。

心が躍る新作ウォッチはどれですか？
中身の確かな高級時計は、
ビジネスシーンで有効なのは確か。上質を理解する知性や審美眼など、相手に伝わる部分も多いだろう。
とはいえ、
いまやビジネススタイルも多種多様。TPO さえ押さえれば、自分基準を優先させた時計選びも悪くない。
さて、今年の新作に自分の心が喜ぶ時計はありますか？
文＝渋谷康人 text: Yasuhito Shibuya

CARTIER

［ カルティエ ］

伝説のドレスウォッチの
最新ブレスレット仕様。

01

紳士の時計が懐中時計から世代交代をはじめた
1917年に誕生し、100年を経た今もドレスウォ
ッチの絶対定番として愛される〈カルティエ〉の

伝統とモダンさを兼ね備えた
新世代クラシックウォッチ。

＂タンク＂。今年はSSケースで、エレガントでク
ラシックな装いの＂タンク マスト＂が登場。なか
でも、このブレスモデルは＂隠れた名品＂。

伝統のDNAを引き継ぎながらも、今どきらしい機能や見た目
を宿した新世代クラシックウォッチ。これさえあれば、かしこ

タンク マスト

まったシーンで大人の貫禄を保てるうえに、モダンさも纏え

6時位置にデイト表示、リュウズにカボション付き。自社製
のキャリバー 1847 MC ムーブメントを搭載している。ケ
ースサイズ41×31㎜、ケース厚8.37㎜、自動巻き、SSケー
ス&ブレス、日常生活防水。48万9500円（カルティエ／カ
ルティエ カスタマー サービスセンター）

る。まさに新しい時代のリーダー像を演出できるはず。

© Cartier

AUDEMARS PIGUET

［ オーデマ ピゲ ］

PATEK PHILIPPE

［ パテック フィリップ ］

新世代ウォッチ待望の
スモークブルー文字盤。

定番＂カラトラバ＂スタイルに
年次カレンダーモデルが登場。

一見するとシンプルな顔だがサファイア風防に

年に1度、3月初日にカレンダーを調整するだけ

秘密あり。縦に12時位置から6時位置にアーチ

でいい＂年次カレンダー＂。ブランドの先進性の

型のシルエットを秘めている。これによりグラ

象徴といえる機構をカラトラバタイプのケース

デーションのあるスモークブルー文字盤に豊か

に搭載。SSケース＆ブレスというのは、はじめ

な表情を与えている。多層構造のケースとラグ

ての仕様。山東絹仕上げと呼ばれる縦横サテン

の設計により、つけ心地は快適そのもの。

仕上げの文字盤が品格を高めている。

CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ
オートマティック

カラトラバ 年次カレンダー Ref.4947/1A

仕上げの美しさに感動すら覚える自社製ムーブメント＂キ
ャリバー 4302＂を搭載。約70時間のパワーリザーブと、タ
フネスぶりも発揮。ケース径41㎜、ケース厚10.7㎜、自動巻
き、WGケ ー ス、ラ バ ー ス ト ラ ッ プ、30m防 水。357万
5000円（オーデマ ピゲ／オーデマ ピゲ ジャパン）

少し小ぶりな38 ㎜のケースサイズとブルーのカラーリン
グも、上品さを後押しするポイント。ケース径38㎜、ケース
厚11 ㎜、自動巻き、SSケース＆ブレス、3気圧防水。551
万1000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）

GRAND SEIKO

［ グランドセイコー ］

OMEGA

［ オメガ ］

信州の幻想的な冬景色を
文字盤の上に表現。

スタイルはクラシック、
機能は最先端な1本。

＂信州 時の匠工房＂の時計師たちが仕上げた世

＂デ・ヴィル トレゾア＂に新しくメンズモデルが

界60本の限定モデル。
しずり雪の景色を表現し

登場。ケースに、美しさが持続する独自素材＂セ

たという文字盤は実にエレガント。ケースサイ

ドナゴールド＂を採用。文字盤には、味わい深い

ドにはサイズの異なる53個のダイヤモンドを中

バーガンディカラーを配色するなど、大人の余

央からラグにかけて流れるようセッティング。

裕と色気をさりげなくアピール。超耐磁性の手

優雅な見た目は大人の手元にこそふさわしい。

巻きの新キャリバー搭載も大きな魅力。

エレガンスコレクション 限定モデル
SBGY008

デ・ヴィル トレゾア スモールセコンド

機械式とクォーツの魅力を兼ね備えたスプリングドライブ
ムーブメントを搭載。世界限定60本。GSブティック先行
販売。ケース径38.5㎜、ケース厚10.2㎜、手巻き、18KPGケ
ース、クロコダイルストラップ、3気圧防水。418万円（グ
ランドセイコー／セイコーウオッチお客様相談室）

1万5000ガウスという強烈な磁気環境でも影響を受けず、
高精度で時を刻む＂マスター クロノメーター＂ムーブメン
トを搭載。ケース径40㎜、ケース厚10.07㎜、手巻き、セドナ
ゴールドケース、レザーストラップ、3気圧防水。199万
1000円（オメガ／オメガお客様センター）

問カルティエ カスタマー サービスセンター ☎0120-301-757 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
オメガお客様センター ☎03-5952-4400 セイコーウオッチお客様相談室 ☎0120-061-012
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見るたびに新鮮さを感じるグリーンダイヤル。
色で遊びを効かせてもチープに見えないのが高級時計。そんな中、とにかく新鮮さを感じたいというなら、選ぶ色はグリ
ーンで決まり。トレンドカラーといった面もあるが、名作時計が全く違った印象に。

PANERAI

［ パネライ ］

JAEGER-LECOULTRE

［ ジャガー・ルクルト ］

リサイクルステンレスを
ケースに初採用。

アールデコの名作に
グリーンダイヤルが誕生。

持続可能な発展を求める世界の動きに、
時計界で

1931年に発表された反転式ケースを持つアー

最も積極的に対応しているのが
〈パネライ〉
。
こち

ルデコスタイルの角型時計レベルソ。その初代

らの新作はケース素材にブランド史上はじめてリ

へのオマージュモデルである＂レベルソ・トリビ

サイクルされたステンレススチール素材＂eSteel＂

ュート＂に、
洗練されたグリーン文字盤が登場。
深

を採用。
大人ともなれば、
地球環境に配慮するの

みのあるカラーリングは大人の風格さえも感じ

は当然のこと。
それを手元で示せる1本。

させる。
6時位置にスモールセコンドを備える。

ルミノール マリーナ eSteel
ヴェルデ スメラルド

レベルソ・
トリビュート・スモールセコンド

ストラップもペットボトルからの再生素材を採用。搭載さ
れるP.9010ムーブメントは自社開発製造で、パワーリザー
ブ3日間（約72時間）の最新仕様。ケース径44 ㎜、ケース厚
15.45 ㎜、自動巻き、 eSteel ケース、 300m 防水。 105 万
6000円（パネライ／オフィチーネ パネライ）

ムーブメントは角型ケースに合わせて開発された完全自社
製キャリバー 822/2を搭載。パワーリザーブは42時間。8.5
㎜と薄いのでつけ心地も快適。ケースサイズ45.6×27.4㎜、
ケース厚8.5 ㎜、手巻き、SSケース、カーフストラップ、3
気圧防水。102万800円
（ジャガー・ルクルト）

ZENITH

［ ゼニス ］

最新の素材と色で登場した
魅惑のリバイバルモデル。

IWC

［ アイ・ダブリュー・シー ］

ケース径41㎜の新サイズは
デイリーユースに最適。

1969年に誕生した自動巻きクロノグラフの傑

航空黎明期の20世紀初めからパイロットウォッ

作A384。
その初代モデルのケースデザインとメ

チの世界をリードする名門〈IWC〉。今年の新作

カニズムを、最新の素材と現行のムーブメント

は、従来の43㎜よりひとまわり小ぶりにアップ

で継承したのがこちら。マットグリーン文字盤

デイトした直径41㎜のこちら。手元で映える絶

と黒のインダイヤル、ライトベージュのインデ

妙なサイズ感は日常使いにうってつけ。緑の文

ックスがお洒落。
ケース径は37㎜と小ぶり。

字盤と茶色のストラップの組み合わせがお洒落。

クロノマスター
リバイバル サファリ

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ 41

搭載ムーブメントはブランドを象徴する＂エル・プリメロ
400＂。パワーリザーブは約50時間。ブティック限定モデル。
ケース径37 ㎜、ケース厚12.6 ㎜、自動巻き、チタンケース、
ラバーストラップ、 5 気圧防水。 103 万 4000 円（ゼニス／
LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン ゼニス）

イージーチェンジシステムを採用しているので、ストラッ
プやブレスレットを自分で簡単に交換できる。コラムホイ
ール式自社製クロノグラフムーブメント搭載。ケース径41
㎜、ケース厚14.5㎜、自動巻き、SSケース、カーフストラッ
プ、10気圧防水。82万5000円（IWC）

GLASHUTTE ORIGINAL

TUDOR

［ グラスヒュッテ・オリジナル ］

［ チューダー ］

ドイツの美しい森を
彷彿とさせるあざやかな色彩。

ミリタリーテイスト漂う
大人の贅沢ダイバーズ。

ドイツの名門ブランドの新作にも、
あざやかな＂フ

〈チューダー〉のダイバーズとしては、はじめて

ォレストグリーン＂カラーが登場。
高級感のあるア

18Kイエローゴールドをシースルーバック仕様

リゲーターストラップにも同じグリーンカラーを

のケースに採用したモデル。そこにゴールデン

採用。
レッドゴールドケースとの色合わせが、
なん

グリーンを組み合わせた1本は、大人らしい上

とも上品でエレガント。
時針、
分針をオフセンター

品さとたくましさを兼ね備えている。39㎜と小

に配した文字盤がユニーク。

ぶりなのでスリムな手首にも快適にフィット。

パノマティックルナ

ブラックベイ
フィフティ-エイト 18K

文字盤の2時位置にムーンフェイズ、4時位置にラージデ
イト表示を備える。ケース径40㎜、ケース厚12.7㎜、自動巻
き、レッドゴールドケース、アリゲーターストラップ、5気
圧防水。235万4000円
（グラスヒュッテ・オリジナル／グラ
スヒュッテ・オリジナル ブティック銀座）

公認クロノメーターの自社製ムーブメント搭載。ケース径
39㎜、ケース厚12.7㎜、自動巻き、イエローゴールドケース、
ダークブラウンアリゲーターストラップ
（グリーンファブ
リックストラップ付属）、200m防水。191万6200円
（チュ
ーダー／日本ロレックス / チューダー）

問ジャガー・ルクルト ☎0120-79-1833 オフィチーネ パネライ ☎0120-18-7110 IWC ☎0120-05-1868
LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン ゼニス ☎03-3575-5861 日本ロレックス / チューダー ☎0120-929-570 グラスヒュッテ・オリジナル ブティック銀座 ☎03-6254-7266
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特別な魅力を宿しているコラボウォッチ。
意外性が求められるのは、ビジネスも時計の世界も一緒。コラボウォッチは「なにか面白いものはない？」といった期待に、
想定外のアイデアで応えてくれる。限定モデルが多く、その特別感にも心が躍るだろう。

PANERAI

［ パネライ ］

HUBLOT

［ ウブロ ］

ドイツとイタリアの美意識が
融合した限定GMTモデル。

多面的なケースは
まるで都市構造物のような美しさ。

ドイツのトップチューナー〈ブラバス〉が手掛け

タトゥースタジオ＂サンブルー＂とコラボしたア

るボート＂シャドウ ブラック オプス＂とのコラ

ートな時計。巨大な都市構造物をイメージさせ

ボモデル。ケースは軽量なカーボテック製。つけ

るモダンな外観が特徴。ケース素材にはグレー

心地が超軽快で、かつ堅牢。海外旅行に役立つ

セラミックを採用。多面構造によりグレーの濃

GMT機能付きで、メカニズムが鑑賞できるフル

淡が生まれ、スチールやチタンなど異素材との

スケルトン仕様。3時位置に日付表示を備える。

融合を彷彿とさせる工夫がなされている。

サブマーシブル S
ブラバス オプス エディション

ビッグ・バン サンブルー II
グレーセラミック

3年かけて開発したスケルトンムーブメントは、裏側にパ
ワーリザーブ表示を備える。世界限定100本。ケース径47㎜、
ケース厚16.27 ㎜、自動巻き、カーボテックケース、バイマ
テリアルストラップ（スペアストラップ付属）、30気圧防
水。561万円（パネライ／オフィチーネ パネライ）

約72時間というパワーリザーブを誇る自社製ムーブメン
トHUB1240を採用。世界限定200本。ケース径45㎜、ケース
厚16.5㎜、自動巻き、セラミックケース、ラバーストラップ、
10気圧防水。317万9000円（ウブロ／ LVMH ウォッチ・ジ
ュエリー ジャパン ウブロ）

BREITLING

［ ブライトリング ］

伝説のアメ車を表現した
ヴィンテージ感あふれる1本。

TAG HEUER

［ タグ・ホイヤー ］

〈ポルシェ〉とのコラボ時計は
絶妙な風合いが魅力的。

1960年代のアメリカン・スポーツカーとコラボ

ベゼルの１時位置に〈ポルシェ〉のロゴを刻印し

した1本。
こちらは日本にもファンの多い＂シェル

たスペシャルなモデル。文字盤のベースは、クル

ビー コブラ＂バージョン。
車体カラーのブルーを

マが疾走するアスファルトをイメージ。ゴツゴ

文字盤に反映し、
6時位置とケース裏に＂COBRA＂

ツとした風合いと、グレーカラーがお洒落。イン

のロゴマークが鎮座。
ストラップにはパンチング

デックスには〈ポルシェ〉のメーターなどにあし

加工を施し、
レース感を演出している。

らわれている特有の書体を採用。

トップタイム シェルビー コブラ

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 ポルシェスペシャルエディション

ヴィンテージ感たっぷりの2つ目文字盤。搭載ムーブメン
トは、公認クロノメーター検定に合格した高精度のブライ
トリング41。ケース径40 ㎜、ケース厚13.3 ㎜、自動巻き、
SSケース、カーフストラップ、100m防水。63万9100円（ブ
ライトリング／ブライトリング・ジャパン）

CVSTOS

［ クストス ］

ローターのデザインは
〈ポルシェ〉
のハンドルをイメージし
ている。パワーリザーブは約80時間を誇る。ケース径44㎜、
自動巻き、SSケース、カーフストラップ、100m防水。69
万3000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）

CHOPARD

［ ショパール ］

疾走感を表現した
究極の曲線美。

ライトグレーの文字盤が
洗練された大人を演出。

＂スーパーGT＂にも参戦中のレーシングスポー

クラシックカー・マニア憧れのイベントがイタ

ツブランド＂ARTA＂とコラボしたラグジュアリ

リア＂ミッレ ミリア＂。そのオフィシャルパート

ーな時計。優雅なカーブを描いたトノウ型ケー

ナーで公式計時も担当する〈ショパール〉が手掛

スが特徴。力強いボリューム感をもたせながら

けるコラボモデルは、グレー文字盤が実に上品。

も、チタン素材を採用することで軽量化と耐腐

3時位置に1000 MIGLIAのロゴマークを配し、

食性を実現。12時位置にはARTAロゴ入り。

特別感もたっぷり。ラグが短いのも特徴。

チャレンジ クロノIII-S
ARTA リミテッド エディション

ミッレ ミリア
2021 レース エディション

スケルトンムーブメントは3時位置にパワーリザーブ、9
時位置にホイール・モチーフの秒表示を搭載。世界10本限
定。ケースサイズ53.7×44 ㎜、自動巻き、チタンケース、ラ
バーストラップ、100m防水。253万円（クストス／フラン
ク ミュラー ウォッチランド東京）

パンチング加工のストラップなど、ヴィンテージ感あふれ
る仕様。公認クロノメーター。世界限定1000本。ケース径44
㎜、ケース厚13.79 ㎜、自動巻き、SSケース、カーフ＆ラバ
ーライニングストラップ、100m防水。95万7000円
（ショ
パール／ショパール ジャパン プレス）

問LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ ☎03-5635-7055 オフィチーネ パネライ ☎0120-18-7110 LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー ☎03-5635-7054
ブライトリング・ジャパン ☎0120-105-707 ショパール ジャパン プレス ☎03-5524-8922 フランク ミュラー ウォッチランド東京 ☎03-3549-1949
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04

新しい旅にふさわしいトラベラーズウォッチ。
海外出張を含め、来年は制限のない海外渡航に期待を寄せる人も多いだろう。そうなると手にしておきたいのが
旅情あふれるトラベル時計。GMT、ワールドタイマーの機能付き時計で、今からさっそくご準備を。

VACHERON CONSTANTIN

［ ヴァシュロン・コンスタンタン ］

軽量で頑強なチタン製は
冒険家の魂を宿した1本。

BVLGARI

［ ブルガリ ］

ラウンド型に進化した
名品オクトのワールドタイマー。

写 真 家 で 探 検 家 の コ ー リ ー・リ チ ャ ー ズ が

〈ブルガリ〉の精神に則った世界を旅することが

2019年に最も困難なルートからエベレストの

テーマ。その中央には現在地の時刻を表示する

登頂に成功。その際に着用していたスペシャル

時分秒針を配置。外周部には24時間で文字盤を

モデルを製品化。先端に三角型が付いた12時間

1周する24時間ディスクと、24の基準都市名を

で文字盤をまわるGMT針と、９時位置にある昼

記したディスクを備える。これにより現在時が

夜表示でホームタイムがわかる。

瞬時にわかるようになっている。

オーヴァーシーズ・
デュアルタイム・エベレスト

オクト ローマ
ワールドタイマー

ゴールドの自動巻きローターにはリチャーズの撮影による
エベレストの写真を元にした彫刻が施されている。ブティ
ック限定モデル。世界限定150本。ケース径41 ㎜、ケース厚
12.8㎜、自動巻き、チタンケース、ラバーストラップ、150m
防水。371万8000円（ヴァシュロン・コンスタンタン）

MONTBLANC

［ モンブラン ］

高級感あるブルーがエレガントで洗練された印象。ブレス
レットのつけ心地もなめらかで、
快適そのもの。
新開発の自
社製ムーブメントを搭載。ケース径41㎜、ケース厚11.35㎜、
自動巻き、SSケース＆ブレス、100m防水。102万3000円
（ブルガリ／ブルガリ ジャパン）

CHOPARD

［ ショパール ］

２つの回転する地球と
ワールドタイムを備える。

落ち着いた雰囲気を醸す
モノトーンカラーがお洒落。

文字盤の12時位置と６時位置に、回転するドー

機械式時計コレクションL.U.Cの新作。プラズ

ム型の北半球と南半球型のワールドタイム表示

マ加工で表面を処理し、硬度や耐蝕性を向上さ

を備える独特のデザイン。その２つの半球は24

せた特殊なチタン素材をケースに採用。公認ク

のタイムゾーンを持つ固定スケールで囲まれて

ロノメーターの高精度で、旅する人を完璧にサ

いる。９時位置にはホームタイム表示として使

ポートする。GMT針は4時位置のリュウズで操

用されるセカンドタイムゾーン表示を配置。

作可能。６時位置には日付表示を備える。

モンブラン 1858 ジオスフェール
リミテッド エディション 1858

L.U.C GMT ワン ブラック

名登山家メスナーとのコラボ第2弾で、ケース裏にはメス
ナーが旅したゴビ砂漠を彫刻。世界限定1858本。ケース径
42 ㎜、ケース厚12.8 ㎜、自動巻き、ブロンズケース、カーフ
ストラップ、10気圧防水。78万1000円（モンブラン／モ
ンブラン コンタクトセンター）

モノトーンで統一したクールなカラーリングは大人にこそ
ふさわしい。パワーリザーブは60時間。世界限定250本。ケ
ース径42㎜、ケース厚11.71㎜、自動巻き、チタンケース、ラ
バーストラップ、50m防水。145万2000円
（ショパール／
ショパール ジャパン プレス）

BELL & ROSS

［ ベル＆ロス ］

GRAND SEIKO

［ グランドセイコー ］

ジェットセッターにふさわしい
角顔の都会派ウォッチ。

優れた視認性と
美しさを両立させたGMT。

四角ケースのカドを落とし、ブレスと一体化さ

太く見やすい時分針やインデックスを採用。秒

せたデザインが印象的なBR 05。その新作が初

針、GMT針など、それぞれが見分けやすいよう

のGMTモデル。赤い針が指すのはセカンドタイ

にバランスを極めたデザインは視認性が高いう

ムゾーン。時刻と昼夜は文字盤の外周にある黒

えにエレガント。角度によって豊かな表情を見

とグレーで色分けされた24時間目盛りから識

せるブルーダイヤルが手元で高級感を演出して

別。デイト表示を備え、日常使いにも対応。

くれる。リュウズと日付表示を４時位置に配置。

BR 05 GMT

スポーツコレクション SBGM245

シルバーのボディに、黒の文字盤を組み合わせることで引
き締まった印象に。かしこまった場面にもお似合いなタイ
ムピース。ケースサイズ41×41 ㎜、ケース厚11.07 ㎜、自動
巻き、SSケース＆ブレス、100m防水。63万2500円（ベル
＆ロス／ベル＆ロス 銀座ブティック）

搭載ムーブメントはキャリバー 9S66。秒針をとめること
なく時針を操作できるアワージャンプ機能で、時刻合わせ
も簡単。ケース径40.5㎜、ケース厚14.4㎜、自動巻き、SSケ
ース＆ブレス、20気圧防水。63万8000円
（グランドセイ
コー／セイコーウオッチお客様相談室）

問ブルガリ ジャパン ☎03-6362-0100 ヴァシュロン・コンスタンタン ☎0120-63-1755 ショパール ジャパン プレス☎ 03-5524-8922 モンブラン コンタクトセンター ☎0800-333-0102
セイコーウオッチお客様相談室 ☎0120-061-012 ベル＆ロス 銀座ブティック ☎03-6264-3989
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新たな43㎜径のケースが登場し
つけ心地も格段にアップ。
世界中をアクティブに飛びまわっていたあの頃
がようやく戻ってきた、
そう実感している人も多い
だろう。
これまでと同じようなことが不自由なくで
きる喜びを噛み締めつつも、
自分自身があの頃のま
まではどうか。やはりときを経たぶん、進化した大
人でありたいもの。
〈オーデマ ピゲ〉
のロイヤル オ
ーク オフショアは、
そんな人にふさわしい1本だ。
これまで42㎜、44㎜とその時代に好まれるサ
イズを展開してきたが、今年の新作はその間とな
る43㎜。オリジナルの特徴はそのままに、人間工
学に基づいたデザインを採用。つけ心地が格段に
アップしている。ケースのエッジは幅広くポリッ
シュ仕上げの面取りが施され、洗練された印象へ。
文字盤にある特徴的なデザイン＂メガタペストリ
ー＂はエッジの部分をよりシャープにすることで、
深みのある見た目へとアップデイトしている。ク
ロノグラフのカウンターは、視認性を向上させる
ため、分カウンターを9時位置、時カウンターを3
時位置、スモールセコンドを6時位置に配置。4時
と5時の間のデイト窓は、インナーベゼルにより
近くなっている。また12時位置にあるブランドロ
ゴも、これまでのシグネチャーロゴではなく＂AP＂
イニシャルのアプライドロゴに刷新。これまでと
は違う＂進化した姿＂を見せたいなら、これ以上頼
もしいタイムピースはないだろう。
チャコール ウィンドウペーンチェッ
クジャケット13万7500円、黒タート
ルネックニット4万700円（以上ラルデ
ィーニ／トヨダトレーディング プレ
スルーム）、レザーグローブ2万5300
円（デンツ／真下商事）

AUDEMARS PIGUET
AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK OFFSHORE
CHRONOGRAPH

［オーデマ ピゲ ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ］

最新の自社製一体型クロノグラフ、キャリバー 4401 を
搭載。コラムホイールとフライバック機能により、クロ
ノグラフをとめてリセットすることなしに再スタート
することができる。さらにカウンターのすべての針を
同時にゼロリセットさせる特許保持の機構を装備。パ
ワーリザーブは約 70 時間。付属のブラックラバースト
ラップなら、より精悍な印象に仕上がるはず。ケース径
43 ㎜、自動巻き、SS ケース、ラバーストラップ（ブラッ
クストラップ付属）、 100m 防水。 445 万 5000 円（オー
デマ ピゲ／オーデマ ピゲ ジャパン）

43㎜ケースを加えた〈オーデマ ピゲ〉の代表モデル。

挑戦し続けるアクティブ派には
進化をとめないクロノグラフがよく似合う。
世界が再び動きだした。
そこで頭ひとつ抜けるには、以前よりも進化した自分でなければいけない。
そんな大人を
後押ししてくれるのが、新モデル43㎜のロイヤル オーク オフショア。新時代にこそふさわしいモダンな1 本だ。
写真＝正重智生

※掲載商品お問い合わせ先／トヨダトレーディング プレスルーム ☎03-5350-5567 真下商事 ☎03-6412-7081 三崎商事 ☎03-5520-5011

スタイリング＝榎本匡寛

photo : Tomoo Syoju
（BOIL） styling : Masahiro Enomoto
（remix）
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カーディガン30万1400円（マロ
／三崎商事）、オフ白シャツ4 万
2900円（ラルディーニ／トヨダ
トレーディング プレスルーム）、
その他はスタイリスト私物

交換可能ストラップシ
ステムを採用している
ので、コーデに合わせ
て簡単につけ替えがで
きる。ケースと一体化
したスタッズをダブル
プッシュして取り外す
だけなので、慌ただし
い朝でも楽々。すべて
のモデルに 2 本めのス
トラップが付属。

D

C

B

A

カラーバリエーションが豊富！
全５種類のカラー展開なので好みの色や
装いに合わせて選べる。いずれもケース
径 43 ㎜、自動巻き、ラバーストラップ、
100m 防水。A：18KPG ケース、付属スト
ラップ／ブラックアリゲーター。665 万
5000 円 B：SS ケース、付属ストラップ
／ブラウンカーフ。445万5000円 C：チ
タンケース、付属ストラップ／ブルーラ
バー。445 万 5000 円 D：チタンケース、
付属ストラップ／ブラックラバー。429
万円（以上オーデマ ピゲ／オーデマ ピ
ゲ ジャパン）

日本特別
コンテンツ

問オーデマ ピゲ ジャパン

☎03-6830-0000
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HERMÈS

巧みな二面性で魅せる＂エルメスH08＂。

軽くて強い以外にも
つけて楽しい理由がある。
重責を担うビジネスマンが選ぶ時計は、確かな中身はもちろん、品のよさとステイタ
ス性が大事。ただ、
ビジネスウエアのカジュアル化が進んだ今では、時計の選択肢
も拡大。そうなると、
もっと ＂自分が楽しくなる＂要素を盛りこんでもいい。たとえば
〈エルメス〉の新作。
この時計は、毎日が楽しくなる仕掛けにあふれている。
写真＝正重智生

スタイリング＝中川原 寛

構成＝大嶋慧子

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

variation

HERMÈS H08

©Joël Von Allmen

［ エルメス エイチオーエイト ］

＂エルメスH08＂は仕様の違いで3タイプ。すべて、スイス製エル
メス・マニュファクチュール機械式自動巻きムーブメントH1837
を搭載。中身にも信頼が置ける。ケースサイズ39×39㎜、自動巻
き、10気圧防水。右：マットブラックのDLC加工を施したチタ
ンケース、ラバーストラップ。72万4900円 中：チタンケース
＆ブレス。76万8900円 左：マットブラックのDLC加工を施し
たチタンケース、ラバーストラップ。72万4900円
（以上エルメ
ス／エルメスジャポン）

好きならダイバーズ、旅好き

ス〉メンズの世界を体現した1本。つまり、

だったりする。手にするたびに嬉しい驚

ならワールドタイマー。自分

高い美意識とプレイフルなメゾンの世界

きが訪れるのは、やはり〈エルメス〉らし

の趣味やライフスタイルをそ

観がぎゅっと凝縮されているというわけ

い。もちろんそんな遊び心は文字盤にも

のまま映し出すような時計は、好きな世

だ。そしてこの新作から窺えるのが、相反

表れる。針の中央を支点に動く秒針を見

海

界の入り口。見るたびに楽しくなるのは

する２つのものが織りなす調和とコント

ると、時計であって方位磁石のよう。また、

間違いない。
ところがこの
＂エルメスH08＂

ラスト。たとえばクッション型ケースは

お馴染みの数字インデックスも、８がメ

は、それらとは別のアプローチでつける

四角と丸を巧みに組み合わせ、緊張感と

ゾンを象徴するモチーフ＂シェーヌ・ダン

人を楽しませてくれる。というのも実は

軽快さを併せ持つもの。フルブラックモ

クル＂ということに気づいただろうか。さ

この時計、メンズ部門アーティスティッ

デルの場合、まるで鉱物のような重さを

らに4時位置の日付表示を見て「あっ」と

ク・ディレクターのヴェロニク・ニシャニ

感じさせるが、実はケースがグラフェン

思った人。もはやこの時計の楽しさに引

アンが30年以上にわたり率いる〈エルメ

複合素材（他のモデルはチタン）で超軽量

きこまれているに違いない。

＂エルメスH08＂
。ケースサイズ39×39㎜、自動巻き、グラフェン複合素材ケース、ラバーストラップ、10気圧防水。113万3000円、カードケース
6万7100円、グローブ17万2700円、ニットマフラー 11万9900円、ブレスレット4万9500円（以上エルメス／エルメスジャポン）

問エルメスジャポン ☎03-3569-3300 www.hermes.com

OMEGA

3種の計測機能を備えた今度の
〈オメガ〉
。

計測上手な時計をつけると
まわりに知性を測られる。
時によって磨き抜かれ、風格漂うヴィンテージスタイルは、いまや時
計の人気ジャンルのひとつになっている。だがそれも、単にデザイン
を復刻するのではなく、今の感性や技術を吹きこんでこそ価値があ
る。
〈オメガ〉の新作はブランドのヘリテージを生かし、’40年代のク
ロノグラフにオマージュを捧げた知性あふれる注目作だ。
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝中嶋竜司

文＝柴田 充

構成＝大嶋慧子

photo : Takashi Noguchi styling : Kan Nakagawara
（CaNN） hair&make-up : Ryuji Nakashima
（HAPP'S）
text : Mitsuru Shibata composition : Keiko Oshima
時計102万3000円
（オメガ／オメガ
お客様センター）、コート54万1200
円、ジャケット31万1300円、ニット
14万4100円、ストール6万500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）

モデル着用

variation

新

SPEEDMASTER CHRONOSCOPE
［ スピードマスター クロノスコープ ］

ブルーをアクセントにしたブレス仕様は爽やかに知性を語るもの。また、スポーティなパン
ダダイヤルのほか、
ゴールドを配合した独自の合金によって美しい色と耐腐食性を備え、経
年変化も楽しめるブロンズゴールドなど、選択肢も多彩。ケース径43㎜、手巻き、50m防水。
右、左：SSケース＆ブレス。各102万3000円 中：ブロンズゴールドケース、レザーストラッ
プ。166万1000円（以上オメガ／オメガお客様センター）

問オメガお客様センター ☎03-5952-4400 ※掲載商品お問い合わせ先／ゼニア カスタマーサービス ☎03-5114-5300

作＂クロノスコープ＂のネーミ

のクロノグラフに採用された＂スネイル＂

ングは、２つのギリシャ語か

デザインを採用。そこに記されたテレメ

らなる。ひとつは時間を意味

ーターとパルスメーターで距離と心拍数

するクロノス、そしてもうひとつは観察

をそれぞれ測ることができる。まさに時

を意味するスコープ。今回の新作は、この

間を多機能に活用した先人の知恵だ。

２つが合体した機能であるクロノグラフ

こうした伝統的なクロノグラフ機構に

における、
〈オメガ〉のヘリテージに着想

合わせ、ムーブメントはあえて手巻き式

を得て誕生した。

を採用し、ゼンマイを巻く楽しみも堪能

経過する時間を計測するだけでなく、

できる。しかも最新のマスター クロノメ

専用の計算尺によって様々な数値を測る

ーター認定の取得により、高耐磁性や60

ことができるのがこの時計。ベゼルには

時間のロングパワーリザーブを備え、現

タキメーターを備え、特定距離の2点間

代的な用途にも応えてくれる。ヴィンテ

を移動する時間から走行速度を計測する。

ージデザインに先進機能を秘め、刻み続

さらに文字盤には1940年代の〈オメガ〉

けるのは、知的な品格漂う大人の時だ。
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ENTRELACÉS DE CARTIER
WATCH AND CUFFLINK BOX
［ アントルラセ ドゥ カルティエ ウォッチ＆カフリンクス ボックス ］

ラッカーウッド製ボックスには、3本の腕時計と3種のカフリ
ンクスが収納可能。腕時計はクッションに巻きつけることで正
しい向きで保管でき、リュウズや裏蓋を守る。ルイ・カルティエ
が自らデザインした
＂アントルラセ ドゥ カルティエ＂のリボン
モチーフは、文具コレクションや磁器を彩る意匠としても知ら
れている。ボックスは、カラーバリエーションとしてほかにブル
ーもある。W28.5×H10.4×D19㎝。ウォッチ&カフリンクスボ
ックス予定価格36万800円、サングラス17万6000円、ノートブ
ック
〈２冊セット〉2万1340円、ボールペン4万5980円
（以上カル
ティエ／カルティエ カスタマー サービスセンター）

美しく整然とした収納が
できるレイアウト。腕時
計右：
＂タンク ルイ カルテ
ィエ＂
159万7200円 中：
＂パシャ ドゥ カルティエ＂
＂サント
83万6000円 左：
ス ドゥ カルティエ＂80
万8500円、カフリンクス
右：51万7000円 中：6万
7100円 左：8万2500円
（以上カルティエ／カル
ティエ カスタマー サー
ビスセンター）

時計やカフリンクスは、男の

と呼ばれるもので、かつてルイ・カルティ

身支度における＂仕上げ＂のア

エが、自己主張のためにアイデア帳の封

イテム。ヘアセットとコーデ

ろうに使っていたものなのだとか。腕時

ィネートを済ませたら、吟味した腕時計

計とカフリンクスは、調和するものを選

やカフリンクスを纏うことで思い描いた

ぶことで互いを引き立て合う。そして、そ

自分に仕上げられる。そんな役割を担っ

れが男の自己表現のひとつとしても認知

ているというのは言いすぎだろうか。そ

されている。そんなアイテムをこの箱か

れはさておき、
〈カルティエ〉のボックス

ら選ぶことで、自己演出に長けたルイ・カ

にそれらが収められていたら、毎日の身

ルティエの恩恵にあずかることができる

支度さえも特別な時間になる。

かもしれない。ちなみに腕時計とカフリ

腕

ラッカーウッドの仕上がりも白眉だが、

ンクスの一体収納型ボックスは、組み合

2つの＂Ｃ＂が重なり合うリボンモチーフ

わせをあらかじめ考えておけるので、身

はひとつのアート作品のような美しさ。

支度の手間を減らす役割も担ってくれる。

これは＂アントルラセ ドゥ カルティエ＂

実用面でも嬉しい恩恵があるのだ。

問カルティエ カスタマー サービスセンター 7 0120-301-757 www.cartier.jp

CARTIER

ギフトにも嬉しい収納上手な〈カルティエ〉。

美意識にあふれたボックスが
毎日の身支度を楽しくする。
身支度の仕上げとして、
その日の自分を演出してくれる腕時計やカフリンクスを纏う。
そんな外出前の＂儀式＂
を楽しませてくれる逸品が〈カルティエ〉にあることを
ご存知だろうか。
それが、
メゾンの頭文字の＂C＂が躍動するウォッチボックス。
箱から取り出す瞬間さえドラマチックな時間に変えてくれそうだ。
写真＝正重智生

スタイリング＝中川原 寛

文＝遠藤 匠

構成＝大嶋慧子

photo : Tomoo Syoju（BOIL）styling : Kan Nakagawara
（CaNN）text : Takumi Endo composition : Keiko Oshima

マリンクロノメーターの伝統が
宿る機能美クロノグラフ。
端正な顔立ちはまるで精密計測器を思
わせ、やや大ぶりのケースも決して違和
感はない。普遍的なスタイルは、ひけらか
すことなく秘めた実力を感じさせる。こ
れを機能美というのだろう。
誕生は1939年に遡り、貿易商が厳し
い航海にも耐えるマリンクロノメーター
の精度と堅牢性を備えた時計の製造を
〈IWC〉に依頼した。求める機能を実現す
るために選んだのは、懐中時計のムーブ
メントを腕時計用に使うことだった。は
たして誕生した時計は、ひと目で時刻を
読み取れる視認性に、高い精度を実現。ム
ーブメントサイズに準じた大径ケースは、
当時異色ではあったものの、むしろ高性
能の証だったのだ。そして貿易商がポル
トガル人だったことから、大航海時代の
面影も残す名がつけられたのだった。
その真価をさらに研ぎ澄ませたのが、
1995年に登場したクロノグラフ。文字
盤と同色のインダイヤルはミニマルな印
象を損なわず、気品が漂う。2019年にモ
デルチェンジしても、デザインの変化は
ほとんどない。まさに名作と呼ぶにふさ
わしい熟成進化だ。
これまでもこれからもその魅力は変わ
らない。時代を超越したタイムレスな存
在として輝き続けるだろう。

variation

モデル着用はコレ！

（IWC）
、コート53万6800円
（ムーレ
腕時計90万7500円
ー／コロネット）、その他はスタイリスト私物

IWC
時とともに進化する
〈IWC〉
の名作。

PORTUGIESER CHRONOGRAPH
［ ポルトギーゼ・クロノグラフ ］

全面に広げられた文字盤の上下にインダイヤルを備え、アラビア数字イン
デックスと上品なリーフ針が高い視認性とともに、美しさを際立たせる。従
来のクローズドバックからシースルーバックを採用し、ムーブメントの動
きも楽しめる。左のRG仕様は
〈サントーニ〉ストラップを特別に採用。ケー
ス径41 ㎜、自動巻き、アリゲーターストラップ、3気圧防水。右：SSケース
90万7500円 左：18KRGケース203万5000円（以上IWC）

問IWC 70120-05-1868 ※掲載商品お問い合わせ先／コロネット ☎03-5216-6521

普遍の価値にこだわれば
クロノもこの1本にたどりつく。
名作時計には名作たりうる歴史がある。＂ポルトギーゼ・クロノグラフ＂もそのひとつ。マリンクロノメーターの実力
を求めた情熱はクロノグラフと結びつき、
さらにスポーティな魅力を加えた。時を重ね、風格を増した佇まいは経験
を重ねた大人の男を彷彿とさせ、洗練された知性とともに毅然とした普遍的スタイルを演出する。
写真＝野口貴司

スタイリング＝中川原 寛

ヘア & メイク＝中嶋竜司

文＝柴田 充

構成＝大嶋慧子

photo : Takashi Noguchi styling : Kan Nakagawara
（CaNN） hair&make-up : Ryuji Nakashima
（HAPP'S）
text : Mitsuru Shibata composition : Keiko Oshima

CHAOS

［ カオス ］

長い毛足の温もりと極上の肌触
りが楽しめるカシミヤには、そ
の軽快感を損なわない軽量チタ
ンの＂カオス＂が合う。トノウ型
ケースは、12時位置にリュウズ
を移して美しいシェイプを際立
たせるとともに、ブラックDLC
を施し、ミニマルなデザインに
男らしい硬質感を醸し出す。
M.O.P. にマットインクで爆発
を描き、衝撃で割れたような文
字盤からムーブメントが覗く。
ケースサイズ48×40㎜、手巻き、
チタン× D L C コーティングケ
ース、ゴートストラップ、3 気圧
防水。
517万円（タサキ）

TASAKI
老舗ジュエラー〈タサキ〉の腕時計に見どころあり。

大人の冒険心を刺激する
個性あふれるタイムピース。
日本を代表するハイジュエラー
〈タサキ〉は、本格的なウォッチコレクションでも世界に名高い。
クリエイティビティは時計の既成概念を覆し、技術に裏づけられた
チャレンジ精神は大人の冒険心を刺激する。
まさに現代アートのように、
リラックスした大人のカジュアルスタイルに唯一無二の個性を演出する。
写真＝今江寿之

スタイリング＝葛西信博

ヘア＆メイク＝菊地倫徳

文＝柴田 充

photo : Toshiyuki Imae styling : Nobuhiro Kasai hair&make-up : Michinori Kikuchi text : Mitsuru Shibata

アバンギャルドなスカルなら
いつものデニム姿も新鮮。

PETIT SKULL

［ プチ スカル ］

代表作＂プチ スカル＂はM.O.P.ダイヤルに転写デザ
インで独自の世界観を表現。ひと目見ただけで視線
を釘づけにする存在感は、穿き慣れたブルーデニム
の印象も一新させるはず。 開けられた目や鼻から
は繊細なムーブメントの一部が覗き、デザインだけ
のスカルとは異なる。そんなストーリーも男ゴコロ
をくすぐるはず。ケースサイズ48×34.5 ㎜、自動巻
き、SSケ ー ス、ゴ ー ト ス ト ラ ッ プ、3気 圧 防 水。
330万円（タサキ）

問タサキ

日本独自の美意識に大胆なデザインを融合。
挑戦しなければ伝統も存在しない。
〈 タサ

スカル＂と、独自開発のムーブメントと強

キ〉の時計作りはまさにその象徴といえる。

烈なグラフィックで渾沌を表現した＂カオ

ハイジュエラーとして培った日本独自の

ス＂の2本は、まさに伝統と前衛が融合す

美意識、感性、工芸技術を注ぎつつ、より大

る。卓越した技術を用いて唯一無二の個性

胆なデザインを採用。その新作で起用した

を追求した時計は、自然体のファッション

のは気鋭の時計デザイナーのフィオナ・ク

にも合い、ラグジュアリーかつエッジな存

ルーガーだ。幼少期過ごしたメキシコの祝

在感を主張。年を重ねてもチャレンジ精神

祭や様々な死生観をモチーフにした＂プチ

を忘れない大人にこそよく似合う。

カオス ペンダント18KWG、
南洋真珠 黒蝶132万円
（タサキ）
、
ニットコート39万6000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）
、Tシャツ7150円
（サタデーズ ニューヨークシティ）

70120-111-446 ※掲載商品お問い合わせ先／ルシアン ペラフィネ 東京ミッドタウン店 ☎03-5647-8333 サタデーズ ニューヨークシティ ☎03-5459-5033
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ダ ウ ン ジ ャ ケ ッ ト8万
4700円、パーカ3万6300
円、ス ウ ェ ッ ト パ ン ツ3
万8500円、バックパック
4万1800円、手 に 持 っ た
マフラー 3万6300円
（以
上エンポリオ アルマー
ニ／ジョルジオ アルマ
ーニ ジャパン）

精巧なムーブが覗く
スケルトンモデルをアクセントに。
表と裏からムーブメントが覗ける、フル
スケルトンデザインのフェイスがユニー
ク。身につけるだけでなく見るだけでも
楽しい1本は、男の所有欲もくすぐる。ケ
ース径43㎜、自動巻き、SSケース＆ブレ
ス。7万2600円（エンポリオ アルマーニ
／フォッシルジャパン）

昨

詳しくはこちら

今の快適ブームの流れもあり、

マットブラック仕様であること。より都

休日スタイルはカジュアルな

会的で落ち着いた雰囲気が楽しめるうえ、

中にも快適さを重視。パーカ

印象はとてもモダン。いつもの着こなし

にダウンといった楽なスタイルで過ごす

が、ずいぶんと見違えるのは間違いない。

という人も多いだろう。そんなときは時

そして、文字盤とケース裏から機械式ム

計選びも大事。精悍な黒時計なら、リラッ

ーブメントが見える、スケルトン仕様で

クス感のあるカジュアルをぐっと引き締

あることもこの時計の大きな個性。洗練

めてくれる効果あり。その結果、さらにお

されたデザインの中に遊び心も見え隠れ

洒落度が増すということにもなる。

するため、まさにこだわりある大人にぴ

たとえば、こちらの〈エンポリオ アル

ったり。もちろん普段のスーツ姿にも似

マーニ〉の1本はまさにそんな時計。ただ

合うのはご想像どおり。オン・オフ使える

ほかと違うのが、こちらは艶感を消した

時計はやっぱりデザインが違う。

問 フォッシルジャパン ☎03-5992-4611 ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7070 www.armani.com

EMPORIO
ARMANI

装いをキリッと引き締める
〈エンポリオ アルマーニ〉の新作。

都会派の手元に似合う
洗練デザインの時計。
毎日服を着替えるように、
シーンや着こなしに合わせて時計もつけ替える。そんなお洒落感
度の高い男に似合う時計といえば、やはり〈エンポリオ アルマーニ〉。今シーズンも都会的
で洗練されたデザインが豊富に揃ったが、
なかでも週末のカジュアルスタイルをぐっと引き
締めてくれるのが精悍な黒時計。大人にふさわしい遊び心まで感じるデザインもいい。
写真＝筒井義昭

スタイリング＝浅井秀規

ヘア＆メイク＝須山忠之

撮影協力＝ WHAT MUSEUM

photo : Yoshiaki Tsutsui styling : Hidenori Asai hair&make-up : Tadayuki Suyama special thanks : WHAT MUSEUM
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INTERVIEW
好調〈ボルボ〉が取り組んでいること。

ボルボ・カー・ジャパン代表取締役社長

2021年上半期に、94年の歴史の中で過去最高の半期業績を記録し
たボルボ・カーズ社。7月発表時で、過去12カ月間の世界の販売台数
は約77万5000台。
さらに電動化された＂リチャージ＂ラインナップは総
販売台数の25％に達したという。
もちろんその勢いは日本でも同様。
なぜ〈ボルボ〉は好調なのか。ボルボ・カー・ジャパン代表取締役社長
マーティン・パーソン氏にその要因について聞いてみた。

マーティン・パーソン

最

近、街で見る〈ボルボ〉が増えたと
実感している人も多いだろう。事

Martin Persson

1971年スウェーデン生まれ。1996年交換
留学で初来日。
翌年帰国し、
リンショーピン
大学大学院理学修士号、ボルボ大学院開発
プログラムを取得。1999年ボルボ・ジャパ
ンに入社。キャリアを積み、2008年本国の
ボルボ・カー・コーポレーションのグローバ
ルCRM責任者に就任。その後、ロシア、中国
に赴任し、ボルボ・カー・ロシア社長などを
経て、2020年10月から現職。

コストと充電へのアクセスが挙げられます。
BEVはバッテリーの製造コストが高いため、

済むことになります。その場合、お客様が公共
の充電設備を利用できれば、必ずしも自宅で

VOLVO

現在はICE（内燃機関車）よりもかなり高価で

充電する必要はありません。そして、
＂充電の

直入に業績好調の理由ついて尋ねてみた。

す。しかし、これは今後数年間で変化するでし

心配＂がなくなれば、静かで楽しいドライブ、

「第一に、
〈ボルボ〉は非常に強力で魅力的な

ょう。そうなれば、維持管理費が低く、持続可

低コストでの購入、持続可能性など、BEVの

製品ラインナップを持っています。現在の〈ボ

能性に優れたBEVが消費者に支持されるよう

メリットが前面に出てくるはずです」

ルボ〉は、より表情豊かなエクステリアデザイ

になるはずです。これを加速させる要因のひ

また、BEVを推進する一方で、新しいター

ン、洗練されたインテリア、そしてエキサイテ

とつが、政府によるBEVモデルへのインセン

ゲットに向けてブランドをアピールすること

ィングなドライビングパフォーマンスを備え

ティブです。
欧州でBEVの販売が本格化したの

が課題と語るマーティン氏。どうやら多くの

ています。もちろん安全技術でもリードし続

は、
政府が的を射た支援を行ったことが大きな

若い消費者は〈ボルボ〉に対して少し古いイメ

けています。第二に〈ボルボ〉のモデルは、より

要因です。残念ながら、日本ではそのレベルは

ージを持っていると感じているようだ。

環境に優しいクルマを求めるお客様の需要の

まだ低いと言わざるを得ませんが、
最近ではこ

「私たちが、
〈ボルボ〉
の現代的な位置づけを説

高まりにも合致しています。昨年、
〈ボルボ〉は

の状況が改善される兆しが見えてきています。

明できれば、
彼らは
〈ボルボ〉
の価値観が自分た

モデルラインナップ全体を電動化しました。

充電に関しては、
公共充電の拡大がポイントに

ちに合うと感じ、興味を持つようになります。

現在、私たちはマイルドハイブリッドとプラ

なります。
日本には人口密度の高い都市部、高

そのためには、
マーケティングに使用するメデ

グインハイブリッドを提供しています。そし

度な高速道路網、充電スポットとなる商業施

ィアチャネルとメッセージの両方を刷新する

て間もなく、最初の完全な電気自動車である

設（ショッピングモールなど）が数多く存在し

必要があります。
＂C40リチャージ＂発売と同時

＂C40リチャージ＂が加わります。さらに半導

ており、実は強力な公共充電ネットワークを

に開始するサブスクリプション・プログラムが

体不足に関連する供給の課題をよい形で克服

構築するうえで有利な状況にあるのです」

その一例です。
これはクルマを必要としながら

実、実際に売れている。まずは単刀

ボルボ

ま た 、消 費 者 の 心 構 え や 姿 勢 の 点 で は 、

することができたことも挙げられるでしょう。
これは、スウェーデンの本社が日本を重要視

も所有には興味がない消費者に適しています。

BEVはまだ新しい存在のため、消費者が最初

さらに
〈ボルボ〉
のサブスクリプション・プログ

に躊躇するのは当然のことと理解を示す。

ラムは、任意保険が含まれるうえ、お客様を固

この5年間で〈ボルボ〉はクルマの電動化を

「現在、多くの消費者が充電ポイントへのア

定期間で縛るのではなく、
3カ月前に予告すれ

急速に進め、日本市場においては、2025年に

クセスを心配しています。一方で、日本のドラ

ば違約金なしでキャンセルできるという点で

35％、2030年には100％をBEV（完全な電気

イバーの平均的な走行距離は、他の国に比べ

もユニークです。これは、若いお客様にとって

自動車）にするという目標を打ち出している。

てはるかに短いことを認識する必要がありま

非常に魅力的なものになるでしょう」

さらに日本でBEVが普及するためにはどん

す 。そ の 平 均 的 な 走 行 距 離 は 、週 に 2 0 0 〜

さらにオンライン販売も強化する〈ボルボ〉。
未来への取り組みはまだまだ加速するようだ。

しているということです」

なことが必要と考えているのだろうか。

250㎞程度だと仮定しましょう。
〈ボルボ〉の

「ひとつは現実的な課題、もうひとつは消費

BEVである＂C40リチャージ＂の場合、航続距

者の電気自動車に対するイメージや意識の問

離は400㎞以上です。そうすると、ほとんどの

題です。まず現実的な問題としては、BEVの

ドライバーは月に2〜3回しか充電しなくて

〈ボルボ〉C40リチャージ
C40リチャージは、今年4月に発表された〈ボルボ〉
初のEV専用となるクロスオーバーモデル。前後に
電気モーターを搭載し、航続距離は約485㎞。オン
ラインのみでの販売となる。日本導入を記念した
特別な100台では、特別なサブスクリプション・プ
ログラムの注文もオンラインで受け付け予定。

問ボルボ・カスタマーセンター 70120-922-662 volvocars.com

T H E U N M I S TA K A B L E

CADILLAC XT4

Premium ¥5,700,000円

Platinum ¥6,700,000

Sport (写真) ¥6,400,000

※消費税込

2.0L直列4気筒直噴ターボエンジン 9速AT 最高出力169kW（230ps）/ 5,000rpm 最大トルク350N・m（35.6kg・m）/ 1500〜4000rpm

facebook.com/
CadillacJapan

instagram.com/
cadillacjapan

twitter.com/
cadillacjp

w w w. c a d i l l a c j a p a n . c o m

※画像の背景はイメージであり、全て架空のものです。※記載の価格はメーカー希望小売価格（車両本体価格・消費税込）です。メーカー希望小売価格は参考価格です。販売業者は価格を独自に定めておりますので、キャデラック正規ディーラーにお問い合わせください。
ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社
価格には保険料、税金（消費税除く）、登録に伴う諸経費は含まれておりません。またリサイクル料金が別途必要となります。※写真は一部日本仕様とは異なる場合がございます。※記載の内容は 2021 年 11 月現在のものです。
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CADILLAC

〈キャデラック〉XT4＆CT5で週末をもっと楽しく優雅に。

デキる男が選ぶクルマは
余裕があるのに走りは俊敏。
ゆとりをもって過ごせる週末は貴重なひととき。
じっとしていられない性分であれば、
海や山、
そして街へとついつい出かけたくなるだろう。
そんなアクティブな大人には、
どこに行くにもゆとりたっぷりでグングン走る〈キャデラック〉のクルマがよく似合う。
果たしてその魅力とは、一体どんなところにあるのだろうか。
写真＝筒井義昭

文＝八木悠太

撮影協力＝浦安マリーナ

photo : Yoshiaki Tsutsui text : Yuta Yagi special thanks : Urayasu Marina

ま

わりから一目置かれる
＂デキる

は俊敏かつ堅実。一方で、最先端技術を取

男＂とは、どんな人が多いだろ

り入れつつラグジュアリーサルーンの価

う。まずは包容力のある男。と

値を追い求めたCT5は、
流麗で躍動感あふ

きには女性のわがままも素直に受け入れ

れる美しいデザインが特徴。
ときに効率よ

る広い心を持つ人は、
自然と多くの仲間に

く巡航し、
またときに鋭く反応して駆け抜

も慕われる。次に行動力のある男。機転を

ける。そんな走りの楽しさも合わせて、知

きかせつつ、
キビキビとものごとを進めら

性とパワーを兼ね備えるサラブレッドを

れる人は、
女性にとってもビジネス相手に

思わせる。また、アメリカ車というと大柄

とっても頼もしい存在だ。
そしてここに並

なイメージだが、
CT5はライバルのEセグ

ぶ２台の
〈キャデラック〉
は、
まさにそれら

メントのクルマとほぼ同じサイズ。
XT4は

の要素が当てはまる＂デキる男＂のような

ミドルSUVの中でも比較的コンパクトで、

クルマといえるだろう。

街乗りしやすい機動力も魅力だ。
それでい

まずはSUVのXT4。
抜群のプロポーショ

て、
どちらも静寂かつ広々とした室内空間

ンを誇るボディは、
エアロダイナミズムの

を誇り、
ラグジュアリーホテルで過ごして

観点からも優れた面構成で仕上げられ、
さ

いるかのような、
贅沢な乗り味を堪能でき

ながら美しいフォームで駆けるトップア

る。街中でも郊外でも、どんな週末の過ご

スリートのよう。
ダイナミックかつ高効率

し方にも応えるよき相棒となるクルマ。
ひ

な最新のパワートレーンにより、
その走り

とたび乗れば、
その虜になるだろう。

Information 日本橋髙島屋S.C.でXT4とCT5を展示。
12月17 ～ 19日までの 3日間、東京・日本橋の日本橋髙
島屋 S.C.で、
〈キャデラック〉XT4とCT5を展示。ここでご
紹介した2 台を実際に見て触れる絶好のチャンス。この
機会に〈キャデラック〉
の世界観を体感してみては？

期間：12月17日
（金）～19日
（日）
場所：日本橋ガレリアコミュニティスペース
住 東京都中央区日本橋2-5-1
◯

Cadillac CT5 Sport
［ キャデラック CT5 スポーツ ］

流麗なスタイルと高い運動能力を持つ
躍動するプレミアムセダン。
●全長×全幅×全高：4925×1895×1445㎜
●ホイールベース：2935㎜ ●エンジン：直列4気筒 DOHC 16バルブ ターボ
●総排気量：1997㏄ ●最高出力：240 PS
（177 kW）
／5000 rpm
●最大トルク：350 N･m
（35.6㎏･m）
／1500～4000 rpm
●トランスミッション：10速AT ●駆動方式：AWD ●車両重量：1760㎏ ●定員：5名
●車両本体価格：620万円
（オプション除く）

問GMジャパン・カスタマーセンター

70120-711-276 www.cadillacjapan.com/

Cadillac XT4 Sport
［ キャデラック XT4 スポーツ ］

美しいコンパクトボディに
エレガントな走りと性能を凝縮。
●全長×全幅×全高：4605×1875×1625㎜
●ホイールベース：2775㎜ ●エンジン：直列4気筒 DOHC 16バルブ ターボ
●総排気量：1997㏄ ●最高出力：230 PS
（169 kW）
／5000 rpm
●最大トルク：350 N･m
（35.6㎏･m）
／1500～4000 rpm
●トランスミッション：9速AT ●駆動方式：AWD ●車両重量：1760㎏ ●定員：5名
●車両本体価格：640万円
（オプション除く）
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副資材を省いたアンコン仕立てで、肩まわりに丸みのあるフォルム
を描いたチェスターコート。スーツはもとより、ニットに羽織っても
美しいシルエットに。コート7万4800円、ジャケット5万2800円、ニ
ット 1 万 6500 円、パンツ１万 6500 円、シャツ 9680 円、ストール 1 万
3200円、ニットタイ8580円、チーフ4180円、ベルト8580円、グロー
ブ6380円（以上オンリー／オンリー プレミオ 東京 有楽町店）

丁寧な仕立てがあってこそ
カシミヤコートの魅力が増す。
普段のなにげない生活の中で味わえる、
快適さや贅沢さが求められる時代。同時
に服選びの物差しも、人からどう思われ
るかというより、自分が心地よいと思え
ることにウエイトが移りつつあるのかも
しれない。だから、かつては特別な場所に
出かけるときやビジネスの重要な場面で
纏っていたカシミヤコートを、気軽に普
段使いしたくなっても不思議ではない。
そして、そんな時代の気分にぴったり
と寄り添ってくれるのが、
〈オンリー〉が
手掛けたこちらのチェスターコート。採
用しているカシミヤ生地自体が非常に軽
やかなのは、いわずもがな。注目したいの
は、このコートがスーツ工場で仕立てら
れていること。昨今のジャケットで採用
されている肩まわりのパッドや副資材を
省いた柔らかな仕立てを、コートに取り
入れている。だから、締めつけ感や重さを
感じさせない快適な着心地を楽しめるこ
とになる。もちろんカシミヤ本来のしな
やかさを十二分に感じることができ、そ
の優しく丸みを帯びたシルエットは、休
日のリラックスした装いにもしっくり馴
染んでくれる。どうやらこの冬は、どこに
行くときでもとろけるカシミヤに包まれ
る贅沢を味わえそうだ。

〈オンリー〉
とは？
1976 年に京都・北山で創業。現在は全
国の店舗で高品質なビジネスウエアを
適正価格で提供。
オーダースーツは、高
松宮技術奨励賜杯賞受賞のマスターテ
ーラーが監修し、自社工場で丁寧に仕
立てられている。店舗面積約300坪で、
旗艦店でもある
"オンリー プレミオ 東
京 有楽町店"では、ゆったりと買い物
が楽しめる。

ONLY PREMIO TOKYO 有楽町店
0東京都千代田区有楽町2-2-3
ヒューリックスクエア東京 2F
111：00～21：00（現在は20：00まで）
103-3573-3340

ONLY
〈オンリー〉
で実現する贅沢素材の普段使い。

定番チェスターがカシミヤなら
その満足度もケタ違い。
＂クオリティ・オブ・ライフ＂という言葉を耳にする機会も増え、
なにげない日常を快適に過ごすことが大切に
思える時代に。オン・オフを問わずに着られる、贅沢なカシミヤコートが注目されているのもそのため。
その中でもスーツ工場で仕立てた〈オンリー〉のこだわりの１着を、
この季節の定番に加えたい。
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

問オンリー プレミオ 東京 有楽町店 ☎03-3573-3340 オンリー 淀屋橋店 ☎06-6201-5308 オンリー 名古屋広小路店 ☎052-262-6060 https://only.co.jp
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HEATH
EYE SERUM
［ アイセラム ］

目のまわりの乾燥しがちな肌を保
護し、
うるおいとハリを与えてくれ
るベストセラーアイテムの目元美
容液。ブルーライトなどの有害な
光線で引き起こされる疲れた印象
を取り除き、瑞々しい目元に。
ピン
ポイントで塗りやすいロールオン
タイプなので、
デリケートな目のま
わりにも使いやすい形状。15 ㎖
（ヒース／アイネックス）
4070円

英国発メンズコスメ
〈ヒース〉
が初上陸。

肌印象を変えるのは
天然成分と香りのよさ。
いくら多忙な日々を過ごしていても、
きちんと取り組みたいのが身嗜み。信頼されるよう
な整った印象作りは、やっぱりビジネスの基本。
もちろん清潔感あふれる肌や香りに対
する気遣いもおろそかにはできない。そんな中、英国紳士も使う〈ヒース〉があれば、
いつもの装いもワンランクアップ。毎日の習慣にしてその効果を楽しみたい。
写真＝正重智生

MOISTURISER

photo : Tomoo Syoju
（BOIL）

HAND SALVE

［ モイスチャーライザー ］

［ ハンドサルブ ］

紫外線やブルーライトから肌を保
護する成分を配合。
室内外の気温の
変化による肌荒れも防いでくれる。
肌に水分を供給できるヒアルロン
酸や、高レベルのUVケア効果を持
つ成分の配合で、
肌のキメや艶を蘇
らせてくれる。洗顔後、適量を手に
取り、
軽くマッサージするように馴
染ませる簡単ケア。100㎖ 5170円
（ヒース／アイネックス）

商談や食事のときなど、実はよく
見られているのが＂手＂の清潔感。
こちらは、乾燥や肌荒れなどから
手を保護してくれる成分を配合。
ベタつきが気にならない、
ちょうど
いいしっとり感を残すクリームは、
男性に好評を得ている秘訣。香り
も自然でクリーン、艶やかな手元
をしっかり演出してくれる。75㎖
（ヒース／アイネックス）
3300円

高い効力を持つ天然成分と香りのよさで品格のある男に。
どんな装いをしていても不思議と好感

イトのダメージから、肌や目を守ること

を持てる人がいる。そんな人は、洋服選び

に注目しているのが特徴。天然素材によ

に長けているということもあるが、それ

る香りで、すっきり爽やかなのも好感が

以前の身嗜みに気をつけていることが多

持てる。なかでも人気が高いのが、目元専

い。たとえば、肌の艶や髪や髭の手入れ、

用の美容液＂アイセラム＂。このところの

そして隣に座ったときにかすかに感じる

マスク生活で、顔のパーツの中でも目元

香りなど。年を重ねるほどに、その効果は

の印象が大切だといわれる今、まさにこ

人となりを表す。そんな清潔感のある男

のアイテムは、目の疲れを癒し、潤いを与

をつくり出すのにふさわしいのが2017

えながら肌を引き締めてくれる。疲れ顔

年に誕生した英国発の〈ヒース〉。

におさらばできるってわけだ。肌のキメ

高い効力のある天然成分と天然由来の

や艶をケアして整え、目力を手に入れる。

活性剤を配合した即効性のある男性スキ

こんな自己演出が、仕事ができる男と認

ンケアブランド。特に、紫外線やブルーラ

識してもらう近道かもしれない。

問アイネックス

☎03-5728-1190 www.ainexx.co.jp/importbrands/heath

ホリデーシーズンに＂特別ギフトセット＂が登場！

＂男性に優れたスキンケアを＂と、父と息子の2人で立ち上げた
〈ヒー
ス〉
。人と会うことの多くなるホリデーシーズンに向け、12月25日
（土）まで、限定でギフトをご用意。写真のように商品を組み合わせ
〈右から、
フェイスウォッシュ 3300円、
ヘア＆ボディウォッシュ 3520
円、
モイスチャーライザー 5170円〉
、1万円
（税抜き）
以上購入の方に、
オリジナルポーチとチーフをプレゼント。
数量には限りがあります。

JT
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持ち運びたくなる美しいデザインの加熱式たばこ
〈プルーム・エックス〉

しかも上質な味わいが週末ドライブを楽しい時間に。
乾いた空気にエンジン音が心地よく響きわたる初冬は、オープンカー乗りにとって最も気持ちのいいシーズン。
そこで週末は彼女を誘ってドライブデートへ。お気に入りのジャケットに潜ませた相棒は、次世代の加熱式たば
こ、Ploom X〈プルーム・エックス〉。洗練されたデザインと豊かな味わいで、
ドライブ休憩のリフレッシュタイム
を至福のひとときに変えてくれる。
写真＝仲山宏樹

スタイリング＝榎本匡寛

ヘア＆メイク＝岩澤衣里

文＝荻原嘉人

photo : Hiroki Nakayama
（IL NIDO. STUDIO） styling : Masahiro Enomoto
（remix）
hair&make-up : Eri Iwasawa
（+nine）text : Yoshito Ogiwara

見た目も機能性も満たす
パートナーへの配慮に
ぴったりな加熱式たばこ。
Ploom X
〈プルーム・エックス〉
の美しく洗練された
デザインは、
ドライブデートのお気に入りのスタイル
にも絶妙にマッチ。
さらに紙巻たばこに比べてたばこのにおいが
少なく、
パートナーへのいっそうの配慮も忘れない。
新発想の加熱技術による確かな吸い応えと満足感の
ある味わいは、
ドライブ休憩中の気分転換にぴったり。
ジャケットからさっと取り出せるのもよい。
これで充実したドライブ時間を過ごせるはず。

Ploom Xの詳しい情報はこちらからご確認ください。2
＊

Ploom X ブランドサイト
https://www.clubjt.jp/zb/

Ploom X

［ プルーム・エックス ］

なめらかにフィットする上質なアルミボディや、
デバイスの表面にボタンを出さないデザインは、
大人の所有欲を満たす。本体カラーはシルバー
とスレートグレイの２色。メーカー希望小売価
格3980円（プルーム・エックス・スターターキッ
ト 1／ Ploom専用カスタマーサービス）
＊

気流に着目した新発想の加熱技術、
"HEATFLOW®
（ヒートフロ
ー）
"
に合わせてブレンド開発したたばこスティック。
右：突き抜け
る、
強烈メンソール。500円
（キャメル・メンソール・コールド・プル
ーム・エックス・プルーム・エス用たばこスティック20本入り 1 ／
Ploom専用カスタマーサービス） 左：コクのある、
香ばしい味わい。
500円
（キャメル・リッチ・プルーム・エックス・プルーム・エス用たば
こスティック20本入り 1 ／ Ploom専用カスタマーサービス）
＊

＊

問Ploom専用カスタマーサービス 70120-108-513
※画像はイメージです。
＊
1 プルーム・エックスをご使用いただくためにはプルーム・エックス
スターターキットとプルーム・エックス・プルーム・エス用たばこ
スティック、
どちらの商品も必要です。
＊
2 一部のPloom関連情報の閲覧には、
「JT ID」
の登録が必要です。
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Can’t wait until morning.

LUXURY HOTEL BREAKFAST

一時休止していた朝食ブッフ
ェも、トングを廃止し個々盛
りにするなど、衛生管理を強
化し復活。色とりどりの料理
で、写真映えもかなりのもの

朝食が美味しいホテルは一流の証です。

ホテル好きの間で言われていることが 「朝食が美味しいホテルは、いいホテル」。
夕食に注力するのはもちろんのこと、朝食にも手を抜かない姿勢は上質といえる。
それに、朝から美味しいもので満たされる幸福感は、1 日に活力を与えてくれる。
文＝古関千恵子 text : Chieko Koseki

01
東

東京

ホテル好きも唸る美味ブッフェ。

東京ステーションホテル
京駅丸の内駅舎内にある、

富なうえに、ひとつひとつに料理長の

歴史的ホテル。4階の駅舎

アイデアが満載。風味豊かなタラバガ

中央、屋根裏だった場所を、

ニとアオサのオムレツや、エシレバタ

2012年の再開業時にゲストラウンジ

ーとシラスのトーストなど、和と洋が

＂アトリウム＂に改装。天井高９mの天

見事に折衷。一口うな重などの個々盛

東京ステーションホテル

窓から自然光が差しこむ明るい会場で、

りで、あれこれ楽しめる。基本的に朝食

朝食を楽しめる。壁の真ん中に鎮座す

ブッフェは宿泊者のみだが、不定期で

る、100年以上前の手焼きレンガは東

ビジターも受け付け。運がよければ、秘

京駅の歴史を思わせ稀少だ。400㎡以

密の小部屋を利用できるかも！

上あるスペースに、オムレツやエッグ
ベネディクト、和食、スイーツ＆ドリン
クと、ライブステーションは３カ所。
100種以上のアイテムが並ぶ朝食は豊

ふふ 京都

03

C

B

A

DATA
住
○東京都千代田区丸の内
1-9-1
☎03-5220-1111
https://www.tokyostationhotel.jp/

新鮮な地元食材で和と洋を味わえる。

栃木

ザ・リッツ・カールトン日光

A

A：ドリンクコーナーは数量限定で〈東京牛乳〉、搾りたてのオレンジジュース、〈ロンネフェルト〉の紅茶など
こだわりのラインナップ。温かい飲み物は席でオーダー B：階段を上った先にある半個室。運がよければ利
用できるかも。
是非リクエストを C：エレガント＆クラシカルな客室。もちろん朝食付きプランが人気

02

京都

京野菜を詰めこんだ美しいお重スタイル。

ふふ 京都

A

ザ・リッツ・カールトン日光
C

中

A：写真右が和、左が洋朝食。和朝食は
焼き魚、黒毛和牛のローストビーフな
ど、栃木県産の選りすぐりの食材を使
用 B：白木が凛とした風情の、和テイ
ストを取り入れた客室。ビューは中禅
寺湖や男体山 C：1200年の歴史を誇
る、日光湯元温泉の源泉を引いた大浴
場。
温泉はザ･リッツ･カールトン初

B

禅寺湖に面し、男体山を拝

加わった、栃木県産の生乳と生クリー

む日光の四季の移ろいが愛

ムを配合したヨーグルトも濃厚。ロゴ

でられる最高の立地。食は

入りのミニ食パンは、リッツファンに

A：熱海や奈良など、各地の〈ふふ〉で名
物の朝食を用意。京都は4段重で、プレ
ゼンテーションも華やか。季節ごとに
料理が替わる B：京都らしい白みそ
を生かした庵都汁。カラダに染みわた
る美味しさ C：町家風のデザインや
妖艶なべんがら色で、京都らしさを演
出。
窓から庭が見下ろせる部屋も

琵

C

B

琶湖疏水によって庭園文化

でサーブ。４段のお重には彩りあざや

が花開いた、南禅寺エリア

かな料理が様々に盛られる。白みそを

に佇むコチラ。朝食は美し

オリジナルの出汁でアレンジした庵都

＂栃木県産＂にこだわり、朝食もしかり。

はたまらない。宝石箱のように料理が

い日本庭園を眺めながら。京都の食材

汁（あんとじる）も、滋味深い。客室でゆ

洋朝食の卵料理は那須御養卵など、３

美しく盛られた木箱も、ホテル特製。

や伝統を取り入れつつ、
〈ふふ〉ならで

っくりといただくこともできる。

種の厳選卵を日替わりで提供。水やり
や栽培方法を工夫した、海老原ファー
ムの野菜サラダは、歯ごたえに鮮度の
違いを感じるはず。総料理長が監修に

DATA
住
○栃木県日光市中宮祠
2482

☎0288-25-6666
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/nikko

はのおもてなしが受けられる。美食と
温泉で知られるホテルブランドだけに、
朝食もため息が出る美しさ。＂福を重
ねる＂という縁起のいいお重＂福重膳＂

DATA
住
○京都府京都市左京区南禅寺草川町
41
☎0570-0117-22
https://www.fufukyoto.jp/
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ホリデーシーズンは日本橋髙島屋S.C.本館へ。

『Safari Lounge』
ポップアップストアで
クリスマスギフトを探す。
雑誌『Safari』
の公式オンラインストア『Safari Lounge』
が、
日本橋髙島屋S.C.本館に期間限定でリアル店舗を出店し
ます。アメリカ西海岸をイメージしたリラックス感のあるウエアや、
クリスマスギフトに最適なアイテムをセレクト。今回はその
一部をご紹介します。商品詳細は各QR コードから。オンラインでもご購入いただけます。
写真＝今江寿之

スタイリング＝榎本匡寛 ヘア＆メイク＝勝 健太郎

photo : Toshiyuki Imae styling : Masahiro Enomoto(remix) hair&make-up : Kentaro Katsu

『Safari Lounge』ポップアップストア
■12月15日
（水）
〜21日
（火）
■日本橋髙島屋S.C. 本館１階 イベントスペース
■東京都中央区日本橋2-4-1
■営業時間 通常／10：30〜19：30
12月11日
（土）
〜19日
（日）
／10：30〜20：00
■電話番号 03-3211-4111
（代表）

ISABEL MARANT HOMME
［ イザベル マラン オム ］

チェック柄と無地の２つの
表情が楽しめるリバーシブル仕様。
ブランドの今季のキーカラーであるグリーンを使
ったコートは、その日の着こなしに合わせてアレ
ンジできるリバーシブルタイプ。ゆったりとした
サイジングでリラックスムードも抜群。カジュア
ル気分を楽しみたいときはチェック柄を、シック
に装いたいときは無地で、使い分けできます。13
万900円（イザベル マラン オム／ Safari Lounge）
商品ID：40749

カーディガン 2万6400円
（シーグリーン／ Safari Lounge）
、
ニット 2万9700円
（エスティバン／ Safari Lounge）
、
チノ
パンツ 2万2000円
（チームオックス／ Safari Lounge）
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ネックはそのまま立てても
折ってもサマになる。
イタリアを代表するニットブラ
ンドが手掛けた、
気持ちまで若々
しくなる真っ赤なニット。
カシミ
ヤ混の肌触りは気持ちよく、
さら
に軽量なので着疲れする心配も
なし。
ダークカラーのコートの差
し色としても効果的。4万8400
円
（フェデリ／ Safari Lounge）
商品ID：41301

GALLERY DEPT
［ ギャラリーデプト ］

〈リーバイス〉のデニムを
個性的にリメイク。
再利用と再構築を掲げ、ヴィンテ
ージデニムに新たな息を吹きこん
だ1本。
〈リーバイス〉のデニムを
リメイクして作られたこちらは、
ほ
かと被ることがない希少性もかな
りのもの。各9万1850円
（以上ギャ
ラリーデプト／ Safari Lounge）

BALMAIN HOMME

FEDELI

商品ID
（右）
：39335
商品ID
（左）
：39336

［ バルマン オム ］

［ フェデリ ］

JW ANDERSON

編み地に浮かぶブランドロゴが
休日カジュアルをお洒落に演出。

［ ジェイ ダブリュー
アンダーソン ］

ややざっくりとしたミドルゲージのニットで、
素材は
ウール100%。
とびきりお洒落なイメージのあるブラ
ンドですが、
こちらは年齢や流行を問わないスタンダ
ードシルエットを採用。
長く愛用できるのもポイント
です。12万5400円
（バルマン オム／ Safari Lounge）

アメカジ好きが喜ぶ
贅沢すぎるソックス。
タイダイ染めで絶妙な色みを
表現したソックスは、なんと
も贅沢なカシミヤ製。もちろ
ん肌触りもなめらかで暖かい
穿き心地。デニムと合わせて
楽 し み た い1足。2万6400円
（ジ エルダー ステイツマン
／ Safari Lounge）

商品ID：40062

商品ID：40445

THE ELDER
STATESMAN
［ ジ エルダー ステイツマン ］

カシミヤ無地ソックスは
暖かさを届けたいあの人に。
こちらは上質なカシミヤを使用した無
地のリブ編みソックス。ベーシックな
カラー展開は、
クリスマスギフトにぴっ
たり。暖かさを届けたいあの人に贈っ
てみては？ 各2万2000円
（以上ジ エ
ルダー ステイツマン／ Safari Lounge）

MISSONI
［ ミッソーニ ］

ベルトをハンドルにした
ひと味違うカジュアルトート。
ブランド定番のベルトトートがウールフェルトを
使った秋冬仕様で登場。アンカーロゴはリッチな
刺繍。インナ―ポケットやレザーコード付きで、
実
用性も十分。W44× H30× D24㎝。6万8200円
（ジ
ェイ ダブリュー アンダーソン／ Safari Lounge）

商品ID：40444

商品ID：40247

〈キャデラック〉
CT5、
XT4
実車展示開催！
アメリカを代表するプレミアムカーブラ
ンド〈キャデラック〉のラグジュアリーサ

〈キャデラック〉
P31でも
紹介しています！

CADILLAC XT4 SPORT

ひと目で〈ミッソーニ〉とわかる
マルチカラーがポイント。
ダウンやウールコートのアクセントつけにぴっ
たり。
ラムウールで保温性も高く、一度身につけ
たら手放したくなくなるアイテムです。ニット
キャップ 2万9700円、ニットグローブ 2万5300
円
（以上ミッソーニ／ Safari Lounge）
ニットキャップ 商品ID：41050
ニットグローブ 商品ID：41051

こちらのアイテムは
『Safari』公式オンラインストア
『Safari Lounge』
でも購入できます。
ほかにも上質でリラックスできる洋服や、
メンズコス
メなど厳選したアイテムを豊富に取り揃えています。

CADILLAC CT5 SPORT

ルーンCT5とコンパクトSUV XT4の実車
を展示いたします。
〈キャデラック〉
の世界
観に触れるまたとないチャンスを是非！
■12月17日(金)～19日(日)
■日本橋髙島屋S.C.新館1階
ガレリアコミュニティスペース

〈キャデラック〉XT4 スポーツ 640万円
〈キャデラック〉CT5 スポーツ 620万円

safarilounge.jp

38

『Safari』
×
『HOUSETRAD』
と
居心地のいい空間づくりを。
この記事を読んで、自宅、会社のリノベーション、戸建てに興味
を持たれた方は、是非下記アドレスにご連絡ください。
『Safari』
が、インテリアデザイン会社「HOUSETRAD」と一緒に、あなた
のライフスタイルに合った住空間をご提案させていただきます。
物件探しなどもお気軽にご相談ください。

HOUSETRAD
〈ハウストラッド〉
とつくるこだわりのマイホーム。

陽光に美しく浮かび上がる
ヴィンテージ家具が生きる空間。

info_house@hinode.co.jp

大きな窓から差しこむ柔らかな陽光に、
ヴィンテージ感満点のインテリアが映える家。
天井や床に用いられた天然木も、空間の味わいを際立たせる。家族とののびのびした暮らしと、
落ち着きのある大人空間を両立する絶妙なバランス感覚は必見。

HOUSETR A D

写真＝松村隆史

アメリカナイズされた
上質な住空間を提案。
"古くなって捨てられるようなモノ
は、買わない、
売らない、
作らない"
が
理念のリノベーション会社。個人宅
以外にも、オフィス、店舗、オーダー
家具までデザイン。専属の不動産ア
ドバイザーもいるので、物件紹介も
可能。住空間のスペシャリスト。
0 東京都目黒区中目黒1-9-3
ROJU NAKAMEGURO
☎03-6412-7406
https://housetrad.com/

文＝木内アキ

photo : Takafumi Matsumura text : Aki Kiuchi

緑

豊かな住宅地の一画にある一戸建て。

わいを増す素材をふんだんに使用。それが西海

全国各地に転勤続きだった施主が、

岸スタイルに上質な大人の余裕を加えている。

故郷に戻りようやく手に入れた夢の

武骨なリビング空間が重くなりすぎないのは、

住み家だ。当初はフラットハウスを希望してい

大窓で中庭とゆるやかに繋がっているから。
「心

たが、あえて2階建てに。寝室を上階に集め、

地よい光が確保できているので、ソファに腰か

生活の中心である1階に空間の余裕を確保。

けているだけで開放感があります」と施主。

家具は昔から好きだったモダン・ヴィンテー
ジテイストで統一。レッドシダーの天井にナラ
材の床、壁にはレンガ仕立てのブリックタイル。
室内空間には普遍的でありながら、時を経て味

真鍮製シーリング＆ウォールランプに、優し
い明かりが灯る夜の雰囲気も格別なのだとか。
「家に帰ってリビングの扉を開けるたびに幸せ
を感じる」と施主は満足げに微笑んだ。
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Gastronomic City

レストランの未来のトレンドの形を示す東京の2店舗。

Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo

TOKYO

21

世紀以降、人々がレストラン
に求める価値観は、単なる皿
の中の美食だけでなくデザイ

ンや空間設計、ファッションやアートま

コロナ禍の収束を見据え、世界のレストラン業界が動きはじめている。
それは生き残りをかけた再起動というだけでなく、近未来のレストランの
トレンド戦略も含まれる。今回はその象徴的な店をご紹介する。
取材・文＝中村孝則 text : Takanori Nakamura

＂和牛 ミラノ風＂は、ミラ
ノ風カツレツの味わいを、
豚ではなく和牛で表現し
たモダンな一皿

で含まれるようになった。それを端的に
示したのが『世界ベストレストラン50』
であるが、コロナ禍を経てさらに顕著に
なっていると筆者は実感する。
そのトレンドを象徴する店が2021年
1 0 月 末 に 東 京・銀 座 に オ ー プ ン し た
〈グッチ オステリア ダ マッシモ ボッ
トゥーラ トウキョウ〉である。この店は、
くだんの『世界ベストレストラン50』で
２度の世界一に輝いた、イタリア・モデナ
の〈オステリア フランチェスカーナ〉の
シェフ、
マッシモ ボットゥーラ氏と
〈グッ
チ〉の協働で生まれた店である。
このレストランの味わいどころを端的
にいえば、
＂美食とファッションの融合＂
である。店の演出は内観からテーブルウ
エアの微細に、
〈グッチ〉の世界観が表現

グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ

されている。料理はマッシモ氏や東京
ヘッドシェフ アントニオ氏らが手掛け、
〈グッチ〉のファッションが加味されてい
るところがミソである。
＂ファッションを
楽しむように食べる＂という食の未来の

Gucci Osteria da Massimo
Bottura Tokyo

あり方を強烈に印象づけるものである。

［ グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ ］

料理はイタリアンをベースにしながらも、

〈グッチ〉
の世界観とともに味わうマッシモの料理。

ウィットや謎かけを忍ばせる。
その文脈で筆者が注目するもうひとつ
の店が、マンダリン オリエンタル 東京
の〈タパス モラキュラーバー〉である。

アートを学んだ経歴を生かし、料理に現
代アート的な表現を持ちこみ、味覚だけ

DATA

の融合＂である。シェフの牛窪健人氏は、

でなくユニークな手法で私たちの潜在意

Tapas Molecular Bar

識や想像力まで刺激する。カウンター8
席だけで一斉スタートする形式は、料理
とアートを巡る小劇場のようでもある。
レストランとは、ただ美味いものを食

A

D

B

名実ともに世界トップのシェフ、マッシモ・ボットゥーラ氏と〈グッ
チ〉が10月28日、東京・銀座の〈グッチ並木〉の最上階にオープンした。
メインダイニングは48席を誇り、そのほかにルーフトップテラス席
やバーも配し、
多様な楽しみを提供する。

A：
＂ラーメンになりたいパルミジャーナ＂は、イタリア料理と日本の
ラーメンを融合させた一品。
スープは野菜だけの出汁を使い、
アーリ
オオーリオで仕立てた麺が添えてある B：プライベートダイニン
グルームは、アンティークの鏡と家具を使い独創的な空間を演出
＂ババミス＂は、ババとマスカルポーネムースで仕上げる D：1階
C：
のエントランスはグッチ デコール コレクションの壁紙を使用

この店の味わいどころは＂美食とアート

C

A東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F
Bランチ11：30～14：30
（日曜11：30～15：30）
、
ディナー18：00～23
：00
（月曜～土曜）
、
アペリティーヴォ16：00～18：00、
バー18：00～
23：00 ※アペリティーヴォとバーは月曜～土曜、テラス席のみ、
雨天クローズ。
状況によっては営業時間が変更となる場合も。
不定休 ☎03-6264-6606
https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo

べるだけの場所ではない。ではアフター

photo：Gabriele Stabile, Hiroki Kobayashi

コロナの時代に、私たちはそこになにを
求めるのか。それを考える意味でも訪れ
る価値のある２店であると思う。

Tapas Molecular Bar

DATA

［ タパス モラキュラーバー ］

A東京都中央区日本橋室町2-1-1
マンダリン オリエンタル 東京 38F
B木曜・日曜は18:00～20:00の1回、
金曜・土曜は18:00～20:00と20:45～22:45の2回
D月曜～水曜 ☎0120-806-823
https://www.mandarinoriental.co.jp/
tokyo/nihonbashi/fine-dining/restaurants/
fusion-cuisine/tapas-molecular-bar

料理を現代アートとして
提供する楽しい舞台。

タパス モラキュラーバー

15 周年を迎えた、マンダリン オリエンタル 東京
を代表するレストラン。モントリオール出身のシ
ェフ、牛 窪 健 人 氏は分 子 料 理の手 法とアート
的な表現で料理をエンターテイメントとして提供
する。とはいえ世界のソウルフードを本歌にし、
親しみある味わいである。

A

C
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。今春
より、JR 九州が運行する「ななつ星in九
州」の公式ムービーに主演している。

和牛のカナダ風
＂モントリオール
に旅した和牛＂

A：中身にキャビアをたっぷり挟んだミニチュアドーナツは、
シャンパンと
の相 性も抜 群 B：カウンター 8 席だけの劇 場 型のダイニング C：
＂
金魚の脱走＂は、牛窪シェフが飼っていた金魚が水槽から飛び出して
息絶えてしまったという出来事から着想。外の世界は雲の上の天国だ
ったという
＂哀れみ＂
を、食べることで味わう料理

B

