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〈パーク ハイアット 京都〉
日本では25年ぶり、東京に次ぐ2軒めの＂パーク ハ
イアット＂ブランドとして、2019年東山に開業。京
都ならではの魅力と＂パーク ハイアット＂のエレガ
ンスが融合するラグジュアリーゲストハウスとし
て名を高める。清水寺へと至る二寧坂に面し、京都
市街と八坂の塔を同時に眺望できる絶好のロケー
ション。そこで唯一無二の体験を提供する。
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マシュー・キャロル／パーク ハイアット 京都　総支配人

Matthew Carroll

　京都屈指のラグジュアリーホテルブラ
ンド〈パーク ハイアット 京都〉。その総
支配人にマシュー・キャロル氏が就任し
た。数々の高級ホテルで経験を重ね、料飲
部門に特化した経歴を持つ彼は、今後の
運営をどう考えているのだろうか？
 「京都の文化は、京都のものづくり精神
によって定義されていると思います。私
は、その精神を受け継ぐこの地域と〈パー
ク ハイアット 京都〉の繋がりをさらに
発展させていきたいです。また、これまで
の料飲部門での経験を生かし、さらに磨
きをかけることで、ホテルに新たな価値
をもたらしたいと思っています」
　キャロル氏がこれまでのキャリアで学
んだことは「地域社会と真摯に向き合う
ことが最も重要である」ということ。だが、
そのことはすでに〈パーク ハイアット 

京都〉は実践済み。伝統工芸や食の分野で
地元と強く繋がり、それがホテルの強み
にもなっているようだ。
 「ゲストは私たちに＂最高の京都＂を求め
ます。そのため、できる限り地元の有機栽
培農家から食材を仕入れ、蒸溜所や陶芸
家、ベーカリーなどと協力しています」
　一方でこのホテルがほかと明確に異な
る点が、スタッフの優秀さだという。
 「おもてなしの質の高さは、私が携わっ
たどのホテルとも大きく異なり、最高の
人材が集まっています。人材重視の姿勢
はこのホテルの普遍的価値で、決して変
えてはならないと思っています」
　ちなみにキャロル氏が滞在を楽しむな
ら、お気に入りの＂パーク スイート＂を予
約。京都散策しながらホテル自慢の食体
験を堪能したいそうだ。

地元とさらに繋がり、パーソナルで最高の京都体験を提供したい。
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1974年、プエルトリコ生まれ。子役として『スペー
スキャンプ』『バックマン家の人々』などに出演。
活動休止を経て、『誘う女』で俳優業再開。『グラ
ディエーター』でアカデミー賞助演男優賞、『ウォ
ーク・ザ・ライン／君につづく道』で同主演男優賞
候補となる。ベネチア映画祭男優賞受賞の『ザ・マ
スター』、カンヌ映画祭男優賞受賞の『ビューティ
フル・デイ』などを経て、大ヒット作『ジョーカー』
でアカデミー賞主演男優賞受賞。ほかに『her ／世
界でひとつの彼女』などがある。
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写真＝ Carolyn Cole / Los Angeles Times via Contour RA by Getty Images    文＝渡邉ひかる
photo by Carolyn Cole / Los Angeles Times via Contour RA by Getty Images    text : Hikaru Watanabe

【 ホアキン・フェニックス 】

P H O E N I X
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メコミ映画史上、最も強烈で興味深い
ヴィランの誕生秘話を描いた『ジョー
カー』は、普段はさほどアメコミ映画に

関心のないライト層にも訴えかけるほど、インパ
クトの強い傑作だった。タイトルロールを演じた
ホアキン・フェニックスは、その年のアカデミー賞
主演男優賞を受賞。これまでも高い演技力で知ら
れ、名監督たちと多数の作品でタッグを組み、役に
のめりこむ姿勢がときに危うい印象すら与えてき
たフェニックスだが、この受賞を境に、彼はハリウ
ッドきっての演技派スターとして世界中に名を知
られる存在となる。
　そんなホアキン・フェニックスが次に選ぶのは、
どんな作品だろうか。再び狂気の悪役が降臨する
のか？　それとも、全く異なるタイプの役柄か？   
環境保護活動の一環として出演した短編映画『ガ
ーディアンズ・オブ・ライフ（原題）』を挟み、彼が長
編出演作として臨んだのは後者。もちろん、同じタ
イプの作品や役柄を続けて望む俳優などほとんど
いないわけで、当然といえば当然のチョイスだが、
驚くべきは振れ幅の大きさだ。名匠マイク・ミルズ
と組んだ『カモン カモン』で、フェニックスは＂幼
い甥との交流に奮闘する伯父さん＂を演じている。
「映画の出演を決めるときに大事なのは、僕が好
きになれる監督かどうか。その監督がこれまでど
んな作品を作ってきたかよりもね。マイク・ミルズ
はまず脚本を送ってくれて、それがすごく気に入
った。非常に興味深くて、無限の可能性がある物語
のように思えたんだ。それで彼に会いたいと思い、
実際に会って話したのだけど、彼となら何カ月も
一緒に仕事ができる気がした。なにかクリエイテ
ィブなことができそうだと感じたし、今までとは
違うなにかを僕から引き出してくれるんじゃない
か、僕になにか新しい視点をくれるんじゃないか
と思えたんだ」
「今振り返ってみても、この物語には自分が共感
できる瞬間や感情がたくさん描かれている」とも
語るフェニックス。本人の談によるとスムースに
出演を決めた印象を受けがちだが、実のところ、即
決とはいかなかったよう。マイク・ミルズ監督曰く、
当初の彼は「この映画はすごく面白そうだけど、僕
にはできない」と言っていたそうだ。そのため、フ
ェニックスの出演を熱望していたミルズ監督は何
カ月もかけ、脚本の読み合わせを実施。各シーンを

ア
演じながら物語を検証し、一緒に脚本を練り上げ、
ときにはお互いの経験や考えについて語り合った
という。子供とは？　大人とは？　家族とは？   
兄妹とは？　そんな問答を経て、彼は『カモン カ
モン』の主人公ジョニーに。ラジオジャーナリスト
としてアメリカ国内を飛びまわる一方、訳あって
妹から預けられた９歳の甥ジェシーの面倒を見る
独身中年男と化す。ちなみに、フェニックス自身の
パートナーは『ドラゴン・タトゥーの女』などで知
られる女優のルーニー・マーラで、共演回数の多い
２人は2019年に婚約し、翌年９月には第１子が
誕生。『カモン カモン』の撮影を終えた頃、父親へ
の階段を上りはじめたことになるが、「息子や自分
の経験と映画を関連づけて考えると、吐きそうに
なるんだ。映画は別物だからね。（演じているとき
に）自分の人生については考えたくない。実生活に
インスパイアされるのは美しいことだと思うけど、
個人的には、ときに気持ち悪くも感じるんだ」と率
直に語っている。
　狂気のヴィランから等身大の伯父さんへ。その
変化もさることながら、作品自体のテイストの違
いにも興味をかき立てられる。物語の中心となる
のはジョニーとジェシーのささやかな日常で、彼
らをとらえた映像は美しいモノクロ。ドキュメン

タリーかと思うほど親密なタッチが、人と人とし
て向かい合う伯父と甥の時間に普遍性をもたらす。
ジェシー役の少年ウディ・ノーマンとフェニック
スのケミストリーもばっちりで、「今までとは違う
なにかを僕から引き出してくれるんじゃないか」
というフェニックス自身の期待に対する答えを見
た思いにもなる。彼とプロレス好きのウディくん
は、某プロレスラーのモノ真似を通じて意気投合
し、ジョニーとジェシーさながらの絆を結んでい
ったそうだ。
「この映画を撮るうえで、僕や監督が目標にして
いたのは自然でリアルに見えること。でも、＂自然
な演技をしている＂というものにはしたくなかっ
た。その差をうまく説明できないし、どうすればそ
うなるのかもよくわかっていないのだけど、僕に
はウディが指針になった。目の前に毎日いてくれ
たからね。僕は彼の言葉に耳を傾け、彼のやること
に反応すればよかったんだ」
　悩めるヴィランから、無垢な子供まで。様々な対
象の声を聴き、リアリティに落としこむ。＂ホアキ
ン・フェニックス史＂がひとつひとつ、高みへと更
新されていく理由がわかった気がした。待機中の
作品にアリ・アスター監督による『ディサポイント
メント・ブルバード（原題）』がある。

『カモン カモン』
アメリカを飛び回るラジオジャーナリストのジョニー（フェニックス）は、妹の息子で９
歳になるジェシーを数日間預かることに。ゆっくりと打ち解け合っていくジョニーとジ
ェシーだったが、妹の事情で預かる期間が１日１日と長くなり……。『人生はビギナーズ』
などのマイク・ミルズ監督が、自身の子育て体験からヒントを得て作り上げたヒューマン
ストーリー。●4月22日より、TOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショー
© 2021 Be Funny When You Can LLC.  All Rights Reserved.

I find it hard to express 
that love to each other.
お互いの愛を言葉にするのは難しい。

『カモン カモン』より
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初校 12/P13
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問ジョルジオ アルマーニ ジャパン ☎03-6274-7003

初夏の夜をラグジュアリーに楽しみたい。
自宅で過ごす時間を安らぎのひとときにしたいなら、照明にこだわるといい。明かりの位置を変えるだけで、
部屋の印象が全く異なる。こんなランプがあれば、薄暮からはじまる初夏の夜がさらに待ち遠しくなるだろう。
写真＝野口貴司　スタイリング＝中川原 寛　ヘア & メイク＝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

最も簡易に、かつ印象的にインテリアを模様替えできる
手段が照明。フロアランプやテーブルランプの位置を変
えるだけでドラマチックに演出できる。充電式LEDラン
タンの＂MIYA＂は、コンパクトなキューブ型でインテリア
にも違和感なく馴染み、気分に合わせてどこにでも置け
る。薄板状の木製フレームを重ねた横格子からこぼれる
光が柔らかく広がり、まるでミラノのホテルに滞在して
いるようなラグジュアリーな空間を思わせる。

アルマーニ/カーザの
ポータブル ランタン＂MIYA＂

PORTABLE 
LANTERN

充電式ポータブルランタン＂MIYA＂。W12×H17×D12㎝。各21万8900円、
左：＂JINGO＂ローラウンドテーブル250万2500円　奥、右：＂CIMAROSA＂
ラウンドテーブル引き出し付き各67万9800円、その他は参考商品（以上
アルマーニ/カーザ／ジョルジオ アルマーニ ジャパン）

CLOSET
in Your

A
rm

ani/C
asa

ア
ル
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ー
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/カ

ー
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初校 12/P15
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問コロネット ☎03-5216-6521　ハンティング・ワールド帝国ホテル店 ☎03-3501-7080　ストラスブルゴ カスタマーセンター 70120-383-563　ベルヴェスト伊勢丹新宿店 ☎03-3352-1111　
トヨダトレーディング プレスルーム ☎03-5350-5567　ダニエル＆ボブ ジャパン ☎03-6809-1051　エストネーション 7 0120-503-971

CLOSET
in Your スポーティシックなブルーで夏気分を味わう。

新緑の眩しい季節、ジャケットも軽やかでスポーティなブルー系を選びたい。おすすめするのが素材感や遊び心の
あるテイラードスタイル。快適かつビジネスに合うことはもちろん、なによりも夏気分が先取りできる。

ABCD

C

BD

ジャケット9万4600円（タリアトーレ／エスト
ネーション）、シャツ2万5300円（ジャンネット
／トヨダトレーディング プレスルーム）、パン
ツ3万800円（ナンバー・エム／エストネーショ
ン）、その他はスタイリスト私物

イタリアンブランド〈タリアトーレ〉の
人気ジャケット＂ダカール＂を素材別注
した1着。シャツジャケットに近いニ
ュアンスに軽快なガーゼ調の素材を用
い、カーディガン感覚で羽織れる。盛夏
でも涼しく、ディナーにも重宝するだ
ろう。エレガントなイタリアンテイス
トに高いカッティング技術が宿る。

ジャケット24万2000円（ベルヴェスト／ベルヴ
ェスト伊勢丹新宿店）、シャツ2万5300円、パン
ツ3万8500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）、バッグ9万6800円

（ダニエル＆ボブ／ダニエル＆ボブ ジャパン）、
その他はスタイリスト私物

ジャケット15万9500円（サルトリオ／ストラス
ブルゴ カスタマーセンター）、ポロニット5万
3900円（クルチアーニ／ストラスブルゴ カス
タマーセンター）、パンツ4万1800円（ロータ／
ストラスブルゴ カスタマーセンター）、その他
はスタイリスト私物

モデル名の＂ジャケット イン ザ ボック
ス＂は、箱に入れられるほど柔らかく、そ
れでいて崩れない立体的な仕立てから
名づけられた。ブルーをベースにしたシ
ックなタータンチェックは、スポーティ
かつドレッシーさを損なわないもの。ア
クティブでソフトな着心地は、トラベル
ユースにもうってつけといえる。

ウール、コットン、シルク、リネンの4
種類の混紡素材は、独特な風合いでオ
ーセンティックなネイビージャケット
を演出する。襟にあるゴージ位置を高
く設け、角度をつけたノッチドラペル
に加え、幅広く存在感ある見返しは、力
強さと表情を引き立てる。スマートか
つリラックスしたシルエットも魅力。

ジャケット25万3000円、パンツ7万3700円（以
上カナーリ／コロネット）、ポロシャツ2万4200
円、バッグ3万8500円（以上ハンティング・ワー
ルド／ハンティング・ワールド帝国ホテル店）、
その他はスタイリスト私物

オリエンタルブルーの醸し出す上品な
印象に、ハウンドトゥース柄がカジュ
アルなテイストを添える。ウール、シル
ク、リネンの混紡生地は、軽快かつなめ
らかな着心地が味わえるもの。芯地な
どを省いたアンコン仕立てながらエレ
ガントなフォルムは、歴史あるイタリ
アンファクトリーブランドならでは。

HOUND'S 
TOOTH
カナーリの
＂ハウンドトゥース 
ジャケット＂

4 WOVEN 
PATTERN
サルトリオの
＂ウールブレンド
柄ジャケット＂

TARTAN 
CHECK
ベルヴェストの
＂ジャケット 
イン ザ ボックス＂

A
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elvest

ベ
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ス
ト

Sartorio
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Tagliatore
タ

リ
ア

ト
ー

レ

2 WOVEN 
PATTERN
エストネーション
別注タリアトーレ
＂DAKAR＂

ダカール
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初校 12/P16
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問エルメスジャポン ☎03-3569-3300

CLOSET
in Your 心地よさを纏うサマーウールのドレスアップ。

近づく夏の気配にサマーウールがひと際目映い。上質な天然素材のジャケットは、軽やかでいて通気性に優れ、
寒暖差の大きい季節にもうってつけ。同素材のパンツでセットアップすればさらにエレガンスが薫り立つ。

H
erm

ès
エ

ル
メ

ス

ジャケット〈スーツ価格〉61万3800円、シャツ12万9800円、パンツ11万5500
円、カレ3万6300円、シューズ12万5400円、腕時計15万800円（本体セット価
格）、ウォレットバッグ37万700円（以上エルメス／エルメスジャポン）

バージンウールのスーパー 120は、天然素材ならではの柔らか
な風合いに加え、独自のストレッチ性や通気性を併せ持つ。これ
を採用する〈エルメス〉のジャケットは、ドライタッチのマット
な仕上げで、ビジネスからアフター 5まで1日をとおして快適さ
が味わえるだろう。同素材のタック入りワイドパンツを合わせ
ればパーティの席にも向く。ゆったりしたシルエットは軽く、シ
ワも目立ちにくいので旅先のドレスアップにもおすすめ。

エルメスの天然素材の
＂サマーウールジャケットとタックパンツ＂

NATURAL 
MATERIALS
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初校 12/P17
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問マクラーレン・オートモーティブ https://cars.mclaren.com/jp-ja　 ルックスオティカジャパン カスタマーサービス 70120-990-307　ロロ・ピアーナ ジャパン ☎03-5579-5182　IWC 70120-05-1868

CLOSET
in Your 冒険心を満たすクルージングを支える相棒。

大海原への憧れは尽きない。それは気持ちを解放し、冒険を続ける意思そのものだから。そんなクルージングを
堪能するには相応のアイテムを選びたい。そのひとつひとつが男の航海を支える大切な相棒になるだろう。

IWCの
＂ポルトギーゼ・ヨットクラブ・
クロノグラフ＂

WATCH

ABCD

C

BD

時計156万7500円（IWC）、服はCと同じ

厳しい航海でも正確に時を刻み続ける
マリンクロノメーターの精度を追求し、
1939年に製造された腕時計を出自とす
る。クロノグラフは12時位置のサブダ
イヤルに時分積算針を同軸に装備。堅
牢なブレスレットとブルーのアクセン
トカラーが爽快感を演出する。ケース径
44.6ｍｍ、自動巻き、SSケース＆ブレス。

コーチジャケット24万4200円、シャツ6万9300
円、パンツ〈参考色〉7万3700円（以上ロロ･ピア
ーナ／ロロ･ピアーナ ジャパン）、サングラスは
Bと同じ、時計はDと同じ

オーガニックコットンと軽量かつ高機
能のポプリンからなる生地に、独自のレ
インシステムで撥水加工を施す。細かな
織りに加え、豊かな光沢感はカジュアル
なテイストにも上質感を醸し出す。スポ
ーティなコーチジャケットは、気軽に羽
織れるうえに、クルーザー上で風を防ぎ、
波しぶきもものともしない。

サングラス4万6750円（ブルネロ クチネリ&オ
リバーピープルズ／ルックスオティカジャパン 
カスタマーサービス）、服はCと同じ

〈ブルネロ クチネリ〉初のコラボレー
ションのパートナーに選んだのは〈オ
リバーピープルズ〉。待望の初アイウエ
アコレクションだ。イタリアの古い映
画などからインスピレーションを得た
スタイルは、オーセンティックにして
タイムレス。これは、既存のものにクチ
ネリ氏がカラー別注をかけたモデル。

●全長×全幅×全高：4600×1930×1193ｍｍ　●
エンジン：4ℓ V型８気筒ツインターボ　●最高
出力：765ps ／ 7500rpm  ●最大トルク：800Nm
／ 5500rpm ●車両本体価格：4950万円（マクラ
ーレン／マクラーレン・オートモーティブ） 

心ときめく時間はマリーナへの疾走か
らはじまっている。〈マクラーレン〉の
限定765台のスパイダーは、意のまま
のハンドリングに加え、アクティブ・リ
ア・ウイングは＂ロングテール＂の名に
ふさわしい。海を思わせるブルーのボ
ディにハードトップはわずか11秒で
開閉し、瞬時に心を解放してくれる。
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ブルネロ クチネリ&
オリバーピープルズの
コラボサングラス＂OLIVER SUN＂

SUNGLASSES

CAR
マクラーレンの
＂765LT スパイダー Ambit Blue＂

ロロ・ピアーナの
＂レインシステム グリーンウッド・
ボンバー・ジャケット＂

COACH 
JACKET
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初校 12/P18
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

手縫いで仕上げられたエプロン部分のステッチ
が特徴。また、＂テンシルソール＂と呼ばれる独
自開発の特殊なソールが、靴自体の屈曲性を高
めているため、従来のグッドイヤー製法ながら
軽量かつしなやか。シューズ23万1000円（ジョン
ロブ／ジョンロブ ジャパン）、スーツ14万8500
円（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

一目置かれる名靴を
フレッシュな気分で楽しむ。
ローファーにおける名靴として名高い 

＂ロペス＂。つま先に継ぎ目のない甲部
や楕円形カットのサドルといった特徴
的な意匠を見る人が見れば、一目置い
てくれるに違いない。1950年代生ま
れとは思えないモダンさに新鮮さを添
えるのが、新色のバイカラー。黒と紺の
繊細なコントラストに彩られた足元が、
春の装いを優美に仕上げてくれそうだ。

問ジョンロブ ジャパン ☎03-6267-6010  エストネーション 70120-503-971

ノータイのビジネス姿にぴったり。

心も足取りも弾む
＂ローファー＂で春の街へ。
涼しげで、なおかつ品よく見えるローファーが映える季節が到来した。いつにも増して華やぐような１足
を選べば、もの足りない印象になりがちな春の装いを仕上げる役割も担ってくれるに違いない。名だた
る靴ブランドが、センスを競い合うかのように個性派ローファーを作っているのも、そんな狙いがあるかも
しれない。心が弾むようなデザインの１足を履いて、一年で一番心地よい季節の街歩きを楽しもう。
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

JOHN LOBB



初校 12/P19
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問チャーチ クライアントサービス 70120-80-1873　トヨダトレーディング プレスルーム ☎03-5350-5567　エストネーション 70120-503-971　
ストラスブルゴ カスタマーセンター 70120-383-563　ジェイエムウエストン 青山店 ☎03-6805-1691　パラブーツ青山店 ☎03-5766-6688

CHURCH'S

ローファーらしからぬ力強さに惹かれる。 夏色スウェードに彩られた名作。
ブランド代表作＂シグニチャーローファー #180＂が、ブ
ルーデニム色のスウェードになってお目見え。カモメの
ようなサドルデザインも、夏を感じさせるポイントに。

150もの手作業の工程を経て、吸いつくような履き心地を演出。12
万6500円（ジェイエムウエストン／ジェイエムウエストン 青山店）

華やかさと落ち着きが同居する1足。
ほんのり日焼けした肌色にも映えそうな、エスプレッソ
ブラウンのスウェード仕立て。ヴィンテージ加工を施し
たビットも、軽装な着こなしを引き立てる見どころに。

美しい丸みを持たせて吊りこんだ甲部は、老舗ならでは。19万5800
円（エドワード グリーン／ストラスブルゴ カスタマーセンター） 

モカ縫い部分からの浸水を防ぐ＂被せモカ＂に加え、アッ
パーとウェルトを縫う極太ステッチが力強さを放つ名靴

＂ランス＂。グレースウェードのシックな色合いも魅力。

歩行中に踵が抜けないよう、履き口の深さや角度に工夫を凝らした。
7万1500円（パラブーツ／パラブーツ青山店）

従来よりも繊細に仕上げたビーフロールや流
線型フォルムが、上品さを放つ＂ゲーツヘッド＂。
新素材のブライトカーフは、軽く磨くだけで上
品な艶が生まれ、イージーケアな点も魅力。

英国靴の伝統と美意識を備え
快適さも享受できる１足。

堅牢なレザーライニングとラバーソールで、耐久性を
高めた。シューズ予定価格14万4100円（チャーチ／チ
ャーチ クライアントサービス）、パンツ3万8500円（ラ
ルディーニ／トヨダトレーディング プレスルーム）

GEORGE
CLEVERLEY

J.M. WESTONEDWARD GREENPARA BOOT

型破りなディテールをエレガントに昇華。
ひと味違う足元を印象づけたいときは、重ねたサドルデザイ
ンが個性を放つこちらの１足がうってつけ。ブランドを特徴
づけるチゼルトウや穴飾りなど、目を引く意匠が満載。

シューズ10万8900円（ジョージクレバリー／エストネーション）、パンツ4
万9500円（ラルディーニ／トヨダトレーディング プレスルーム）、ジャケッ
ト7万4800円（バルバ／ストラスブルゴ カスタマーセンター）
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初校 12/P20
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問ブルネロ クチネリ ジャパン ☎03-5276-8300　フェンディ ジャパン ☎03-3514-6187　ブリオーニ クライアントサービス 70120-200-185　
ベルルッティ・インフォメーション・デスク 70120-203-718　トッズ･ジャパン 70120-102-578

淡い配色のパンツを優しく引き立ててくれる
のが、ベルベットのような風合いに仕上げた
スウェードローファー。白ラバーソールがもた
らす、ほどよいクッションで足取りも軽やかに。

ベルベットタッチの１足は
表情も履き心地も癒し系。

ライニングにもスウェードを採用し、心地よいフィッ
ト感に仕上げた。ウェルトのステッチも清々しい白に。
シューズ13万7500円、パンツ13万2000円（以上ブルネ
ロ クチネリ／ブルネロ クチネリ ジャパン）

ハイファッション史上初の話題作。
〈フェンディ〉と〈ヴェルサーチェ〉が互いのシグネチャーをシ
ェアし合った１足。＂FFモチーフ＂と＂メデューサ＂を融合さ
せたゴールドカラーの意匠が、サドルに華を添える。

キム・ジョーンズとドナテラ・ヴェルサーチェの信頼と友情により実現。シ
ューズ18万7000円（ヴェルサーチェ バイ フェンディ／フェンディ ジャパ
ン）、パンツ8万300円（フェンディ／フェンディ ジャパン）

FENDI

ミッドナイトブルーのディアスキンで上品に。
流れるような曲線を描く＂アーモンドラスト＂と装飾的な
サドルが、ローファーとしては出色のエレガントさ。踵を
畳んでサンダル感覚でも履けるステップイン仕様。

軽快なローファーに、フォーマル色の強いミッドナイトブルーとい
う配色が新鮮。ディアスキンは、均一で美しいシボ感も見どころに。
13万2000円（ブリオーニ／ブリオーニ クライアントサービス）

足元が華やぐ、芸術家肌のローファー。
18世紀の古文書をモチーフとしたカリグラフィの＂スク
リット＂が横顔に。丸みを帯びたトウシェイプを引き立て
るベネチアカーフも、芸術作品のような美しさ。

外側にウェルトが見えないように工夫を凝らしたグッドイヤー製法
を採用。すっきりとした外観と堅牢性を兼備させた。30万8000円（ベ
ルルッティ／ベルルッティ・インフォメーション・デスク）

リネンキャンバスと柔軟なレザーのコンビネーションで、
清涼感を感じさせる足元に。レザー製のヒールカウンタ
ーをパタンと畳むと、スリッパとして履くことも可能。

確かなグリップを発揮するソールには、代表作のドライビングシュ
ーズである＂ゴンミーニ＂のラバーペブルをイメージしたディテール
が施されている。8万9100円（トッズ／トッズ･ジャパン）

BRIONIBERLUTITOD'S

街で履いても避暑地を感じられそう。

BRUNELLO 
CUCINELLI
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初校 12/P21
アーバンサファリVOL.27 日之出出版

問グッチ ジャパン クライアントサービス 70120-99-2177

アッパー側面の切り替えや＂インターロッキン
グG＂を繋ぐディテールの曲線に関連性をもた
せたことで、エレガントさが際立つ１足に。シュ
ーズ12万7600円、ジャケット34万6500円、ニット
ポロ14万3000円、パンツ12万1000円、サングラ
ス5万5000円、テーブルの上のバッグ33万5500
円（以上グッチ／グッチ ジャパン クライアント
サービス）、靴下はスタイリスト私物

きちんとした装いのときも
華がある男でありたい。
代表作の＂ホースビット ローファー＂
の華やかさも魅力的だが、さりげない
ブランドアピールを狙うならこちらの
１足を。サドルの＂インターロッキング
G＂ディテールはあえてのミニサイズ
で、フォルムも細身でドレッシー。ジャ
ケットスタイルを仕上げる靴としても
バランスがよく、それでいて着こなし
自体の格もしっかり上げてくれる。

GUCCI



セットアップのインナーとして出番が増えたカットソー。ただ、これが一般的なTシャツ素
材なのは考えもの。Vゾーンに違和感が出るし、ジャケットを脱いだ際の品格も保ちに
くい。そこでお誂え向きなのが、クリエイティブディレクターを戸賀敬城、デザイン監修を
橋本 淳が務める注目ブランド〈アウール〉の新作。上質このうえないハイゲージの＂ニュ
ージャージー＂が、見た目と着心地に違いをもたらしてくれる。
写真＝野口貴司、正重智生　スタイリング＝中川原 寛　ヘア & メイク＝星 隆士　文＝遠藤 匠　構成＝大嶋慧子
photo : Takashi Noguchi, Tomoo Syoju（BOIL）　styling : Kan Nakagawara（CaNN）　
hair&make-up : Takashi Hoshi（Signo）　text : Takumi Endo　composition : Keiko Oshima

AOURE
〈アウール〉が手掛ける新スタンダード。

快適＂ニュージャージー＂なら
＂上品見え＂にも違いが出る。
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P22

color variation

カットソーはジャケットのインにも着られるよう、袖
付け位置を高めに設計。ジャケット2万4200円、パンツ
1万4300円、Tシャツ1万1000円、クラッチバッグ2万
900円（以上アウール／アウール阪急メンズ大阪）、ス
ニーカー2万6400円（コール ハーン フォー アウール
／アウール阪急メンズ大阪）

毛羽が少なく上品な風合いの超長綿にシルケット加工
を施し、シルキーな光沢と風合いに仕上げた"ウェグナ
ー"。襟のリブに施した編み柄が、上質さの演出とアク
セントにひと役買ってくれる。各1万1000円（以上アウ
ール／アウール阪急メンズ大阪）

WEGNER
［ ウェグナー ］



カットソー姿にこそ必要な
大人が求める品のよさがある。
着る機会が増えたにもかかわらず、大人が納得
するものになかなか出合いにくいカットソー。
そこに救いの手を差し伸べてくれるのが、ハイ
ゲージジャージ素材を採用した〈アウール〉の新
作。素材感が異なる2つのシリーズは、どちらも
セットアップのインナーとしてよく映えるもの。
１枚で着ても品のよさを印象づけられる。

問アウール阪急メンズ大阪　aoure.jp

ポロシャツは、ステッチなしの前立てで品よくスタイ
リッシュに着られる。しっかりと編み立てたリブ襟は
型崩れしにくいのも嬉しい。ポロシャツ1万1000円、パ
ンツ1万9800円、手に持ったジャケット2万4200円、ク
ラッチバッグ2万900円（以上アウール／アウール阪急
メンズ大阪）、その他はスタイリスト私物

3型から選べる"ペイジー"は、美しい光沢を放つ3プラ
イ糸を度詰めで編んだジャージを採用。張りがありな
がら、なめらかで美しいシルエットを楽しめる。Tシャ
ツ9900円、ポロシャツ1万1000円、ヘンリーネック1万
2100円（以上アウール／アウール阪急メンズ大阪）

PAGEE
［ ペイジー ］

variation

Information

阪急メンズ東京をはじめ、各地でポ
ップアップストアを開催。ジェイア
ール名古屋タカシマヤでは5月17
日まで、玉川髙島屋S・Cでは5月
10日～31日までの期間限定なの
で、是非足を運んでみて。

P23



たとえば仲間とエンジョイする日も、スコアにとことんこだわる日も、それぞれのシーンに
ふさわしいウエアでプレイすれば、ゴルフ熱はより高まる!? ツアープロだけでなく世界中の
ファンを支える〈テーラーメイド アパレル〉で、その日の気分に合わせてゴルフをもっと楽しもう！
写真＝筒井義昭　スタイリング＝ Kim-Chang　ヘア＆メイク＝岩澤衣里　
文＝八木悠太　撮影協力＝太平洋クラブ 八千代コース
photo : Yoshiaki Tsutsui    styling : Kim-Chang   
hair & make-up : Eri Iwasawa（+nine）   text : Yuta Yagi  
special thanks : Taiheiyo Club Yachiyo Course

TaylorMade
２つのラインが揃った〈テーラーメイド アパレル〉。

ゴルフファッションは
その日の気分で楽しむ。
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ポロシャツ1万3200
円、ショーツ9900円、
キャップ3850円、肩に
かけたニット1万7600
円（以上テーラーメイ
ド アパレル／テーラー
メイド ゴルフ）

グリーンポロシャツ1万
3200円、ショーツ1万
1000円、キャップ3850
円（以上テーラーメイド 
アパレル／テーラーメイ
ド ゴルフ）

仲間とワイワイ楽しみたい日は
＂クラブライン＂。
気の置けない仲間と思いっきりゴルフを楽しむ。
そんな日の格好はカジュアルで楽しげなほうが
心も会話も弾むもの。ゴルフをプレイするうえ
で欠かせない快適性能はきちんと備えながら、
胸ポケの刺繍デザインで陽気な一面を見せる。
そんな＂クラブテーラーメイド＂ラインならラウ
ンド中はもちろん、コースへの行き帰り、はたま
た普段使いでも楽しく着られるはず。

for FUN GOLF

P024/テーラーメイドTU



問テーラーメイド ゴルフ　☎0570-019-079

ポロシャツ1万7600円、パンツ1万9800
円、キャップ4400円、ベルト1万1000円、
グローブ1540円、キャディバッグ実勢価
格3万7400円（以上テーラーメイド アパ
レル／テーラーメイド ゴルフ）、ドライ
バー8万6900円、FWウッド各4万6200円
～、レスキュー各3万6300円～、アイアン
セット11万円～、ウエッジ2万5300円～、
パター4万4000円（以上テーラーメイド 
ゴルフ）　
※実勢価格は編集部調べ

本気でスコアにこだわるときは
＂ツアーライン＂で。
ブランドが誇るクラブ作りのノウハウや指針をア
パレルに活用した＂ツアーテーラーメイド＂。スウ
ィング時の運動性能をアップする構造を備えるコ
チラのポロシャツなどを筆頭に、ツアー選手と共
同開発した＂身に纏うギア＂といっても過言ではな
いアイテムが揃う。自身の実力を知るべく真剣に
ゴルフに取り組む、そんなラウンドに最適だ。

for SERIOUS GOLF

P025/テーラーメイドTU



P26

心待ちにしていた旅を少しずつだが再開できそう。そんな久しぶりの旅行を楽しんでほしいという思いをこめ、 旅
をテーマにした『Safari』の期間限定ポップアップストアを日本橋髙島屋S.C. 本館1Fで開催。ここでは『Safari』
編集長と『Safari Lounge』が特別に選んだアイテムの一部をご紹介。まずは旅の準備からとことん楽しもう。
写真=土屋崇治　スタイリング=井上裕介　ヘア&メイク=堀 紘輔　文=遠藤 匠  
photo : Takaharu Tsuchiya（TUCCI）　styling : Yusuke Inoue　hair&make-up : Kosuke Hori（+nine）　text : Takumi Endo 

日本橋髙島屋S.C.本館1Fに旅グッズが集結!

厳選されたトラベルグッズで
お手軽旅気分! 

JOHN SMEDLEY 
［ ジョン スメドレー ］

右の"ベルデン"は、ほんのり艶が浮か
ぶジョン スメドレーズシーアイランド
コットンのニットT。 詰まった襟ぐり
が上品見えするのに、締めつけ感はな
し。中央の"S 4507"は、メリノウール混
のニットで爽やかな着心地。左の"S 44 
09"は、インナーで着てもダボつかない
すっきり袖。右：2万8600円　中：3万3000
円　左：2万9700円（以上ジョン スメド
レー／ Safari Lounge）

ポロやTシャツが上質なら
どこに行っても気後れなし。

TOD’S 
［ トッズ ］

〈トッズ〉のモノグラム刺繍が目
を引く、ショッピングトート。リ
ネン混のキャンバスは丈夫かつ
軽やかで、革製の持ち手は握っ
た際の感触も柔らか。W33×H 
38×D14㎝。11万9900円（トッ
ズ／ Safari Lounge） 

旅先の買い物は気軽で
贅沢なトートを。

問Safari Lounge www.safarilounge.jp 

日本橋髙島屋S.C. 
A東京都中央区日本橋2-4-1
B10:30～19:30 
詳しくは下記HPをご確認ください。
☎ 03-3211-4111（代表） 
https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/ 

旅気分を盛り上げる『Safari』の期間限定ポップアップストア。 
日本橋髙島屋 S.C.本館1F正面イベントスペースに、旅をテーマとした『Safari』のポップ
アップストアが登場。架空の旅行代理店"サファリトラベルエージェンシー"のオリジナ
ルTシャツなど、ここでしか手に入らない旅モノも多数ご用意。開催期間は、4月27日（水）
～ 5月3日（火）となっている。会場には〈アルピーヌ〉注目の新車が展示されるほか、同社
のF1チームとコラボした〈ベル&ロス〉の新作時計もお目見えするのでお見逃しなく! 

GLOBE-TROTTER
［ グローブ・トロッター ］

映画『007 ／ドクター・ノオ』のオ
ープニングに着想を得たカラードッ
トが目を引く、"キャリー オン 4ホ
イール"。どの方向にもスムースに
方向転換できる。W40×H55×
D21㎝。34万6500円（グローブ・
トロッター／ Safari Lounge） 

世界を股にかける 
＂007＂気分で旅立つ!? 

N.PEAL 
［ N.ピール ］

『007 ／ノー・タイム・トゥ・ダイ』でダ
ニエル・クレイグが着用。メリノウー
ルとカシミヤの混紡素材を贅沢に使
い、ラグジュアリーに昇華したコマン
ドニット。6万9300円（N.ピール／
Safari Lounge） 

ニットを持っていくなら 
こんな贅沢素材の１枚を。

MONTBLANC
［ モンブラン ］

旅バッグは、両手が自由になるタイプに限る。しかもこれらは名峰
モンブランの氷河をモチーフにしたグラフィックが美しく、リサイ
クルナイロンのECONYL（エコニール）製で環境にも優しい。上：ベ
ルトバッグW25×H13×D4㎝。10万2300円　右下：チェストバッ
グW37×H33×D5.5㎝。11万円　左：バックパックW27×H42×D18
㎝。17万7100円（以上モンブラン／ Safari Lounge） 　

絶景柄なら旅好きが一目瞭然!?

LONDON 
HACKETT

［ ハケット ロンドン ］

レストランでもホテルでも見栄え
よく、 海辺にも映えるミントカラ
ーのサマーブレザー。ホップサッ
ク織りのリネン製で、美しく絞っ
たウエストラインが心地よくフィ
ットする。9万7900円（ハケット 
ロンドン／ Safari Lounge） 

ホテルでもビーチでも 
頼れるジャケットは必携! 

特別展示を〈アルピーヌ〉と〈ベル＆ロス〉から!Information

モデル着用はコレ!

モデル着用は
コレ!

モデル着用は
コレ!

Variation

卓越した敏捷性、エレガンスをまとった軽量ボディの
新型"アルピーヌ A 110"がポップアップストアに登場。
GTでは余裕のある走りを、Sでは刺激的な走りが楽し
める。 

フランス生まれのピュアスポーツカー。

アルピーヌF1チームのドライバー着用モデルとして製作さ
れた、3型のクロノグラフ。大人の男の心をくすぐる、武骨な
デザインがなんとも精悍。クルマ好きは是非ともチェック! 

F1チームが着用する特別なタイムピース。

26



H G FL K J

E：アーティストが滞在しながら作品を描いたアーティストル
ーム。こちらは＂桜＂をコンセプトにした客室　F：2022年2月に
お目見えした＂アーティストルーム 草花＂。古くから家紋や着物
の紋様に描かれてきた草花から着想を得た　G：＂芸者金魚＂を
テーマとした客室は華やかな色使い　H：26 ～ 34階の客室フロ
アは、それぞれ＂コリドーギャラリー＂として作品を展示

E

M：写真家蜷川実花氏のコンセプトルーム。壁面いっぱいに桜が
満開。昼と夜の表情の違う桜、中庭の本物の桜など、あらゆる桜
が競演　N：彫刻家名和晃平氏は＂重力＂をテーマに質感を感じ
るグレートーンで空間を統一　O：〈ギャラリー 9.5〉では京都を
拠点に活動するクリエイターの企画展などを開催　P：苔が雲
のように浮かんだ、アーティスト４名による共作の中庭

M

I：47㎡のデラックスファミリーツイン、＂オーシャンビュー＂な
らぬ＂オオサンビュールーム＂。好評につき２室に増加　J：バス
ルームにもオオサンショウウオ。皮膚の凹凸感や愛らしい指な
ど、ディテールにこだわりが　K：宿泊プランには4種から選べ
るブレックファストプレート付き　L：グラフィックアートに
囲まれた、レストラン＆バー〈キハル ブラッセリー〉

I

DATA

A東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー
☎03-6252-1111
https://parkhoteltokyo.com/ja/

汐
留メディアタワーの25～34階に展開す
るコチラ。アートを媒介に日本のおもて
なしを伝えようと、ホテルが丸ごと美術

館のようにアートが満載。その数、常時400点以上。
注目したいのは、壁や天井に直接描いた33室の＂ア
ーティストルーム＂。開放的な吹き抜けロビーでは、
四季を表現する展示会を開催。期間中は展示テーマ
に沿った、オリジナルのカクテルやメニューも提供。

DATA

A京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町71-1
☎075-231-8831
https://www.crosshotel.com/kyoto/

好
きな人は何度も訪れたくなるという＂オ
オサンビュールーム＂。オオサンショウウ
オが生息する鴨川から京都水族館へ戻る

途中に、ココに立ち寄ったという設定で昨年登場し、
今年はさらにパワーアップ。京都水族館の飼育スタ
ッフが監修した、細部までリアルに描写したオオサ
ンショウウオが、壁や天井に90頭以上も。客室で満
喫した後、宿泊者は京都水族館で実物をご覧あれ。

ラグやクッション、壁に飾
ったアートに至るまで、豊
かな発想力と自由な色使い
が部屋に活力を与えてくれ
る。こちらはホテル公式ペ
ージで販売している

HOTEL with ART ROOMS
One-and-only experience in the world.

今、現代アートに包まれて過ごすのが気分。
旅に＂非日常＂を求めるなら、アートな客室ほどぴったりな場所はない。
クリエイターの創造性を詰めこんだ客室は、まるでひとつのキャンバスのよう。
感性を刺激する唯一無二なアーティスティックルームで、その世界観に没入したい。
文＝古関千恵子　text : Chieko Koseki

01 異彩を放つ飛び抜けた自由なアート性が魅力。

ハイアット 
セントリック 銀座 東京

DATA

A京都府京都市南区東九条明田町7
☎075-681-5656
https://www.uds-hotels.com/anteroom/kyoto/

P O N

も
ともとは学生寮だった建物をコンバージ
ョン。＂アート＆カルチャー＂そして＂和＂
をコンセプトに掲げるホテル＆アパート

メント。全128の客室のうち、コンセプトルームは９
室。写真家や彫刻家、ウォールペインターなど、それ
ぞれ日本を代表するクリエイターが世界観を投影。
９人９様のデザインなので、「次はどの部屋に泊まろ
うか？」という次回への楽しみも搔き立てる。

A、B：「異彩を、放て。」をミッションとする〈ヘラルボニ
ー〉とのコラボが実現。ホテルでは、作家の才能や描き出
されたアートを＂異彩＂と定義。家具などの斬新なパター
ンは、その象徴といえる。丸椅子の座面にもアートなプリ
ントが　C：デザイン性のみならずテクスチャーにもこ
だわったラグ　D：才能あふれるアートと石川県の洋食
器ブランド〈NIKKO〉が出会ったオリジナルプレート

銀
座・並木通りの〈ハイアット 
セントリック 銀座 東京〉
は、館内の至るところでア

ートが楽しめるライフスタイルホテル。
今回、このホテルとしては初となるコ
ンセプトルームが登場する。コラボ相
手に選んだのは、＂福祉＂を起点に新た
な文化の創造を目指すユニット、ヘラ
ルボニー社。知的障害のあるアーティ
ストによる、＂異彩を放つ＂アートを壁、
床、寝具、食器などに採用。ビビッドな

色使い、自由な発想のパターンなど、ど
れもテンションが上がるデザインばか
り。そんなアートに触れることで、日頃
関わることの少ない＂福祉＂との境界線
を溶かし、新たな価値観の芽生えも目
指しているという。＂ヘラルボニー ア
ート ルーム＂はスタンダードとスイー
トの各１室限定。宿泊期間は５月２日
～7月31日の期間限定。宿泊プランに
はオリジナルアートTシャツ、コース
ターの特典付きのものもある。

DATA

A東京都中央区銀座6-6-7
☎03-6837-1234
http://www.hyattcentricginza.jp

D C B

ホテル全体が夢のようなアート尽くし。02
パークホテル東京

水族館とのコラボルームはまるで川の中。03
クロスホテル京都

京都の和にアート＆カルチャーが融合。04
ホテル アンテルーム 京都
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「いい年のとり方をしたい」。これは、渋みが増してくる年齢ともなると切実に感じることだろう。
といっても、若く見せることにこだわるのが正解とはいえない。年齢に見合った貫禄を上手に味方につける
ほうが、魅力的に見えるのだから。そんな人に向けて、今回は、いい年の男性にこそ持つことを
おすすめする、身だしなみと遊び心あるアイテムを上質な商品が揃う『Safari Lounge』からご紹介。

いい年の男にこそ必要なもの。

『Safari Lounge』のセレクトは
格上の男にふさわしい。

28

男の身だしなみは
実は＂髪＂の印象で決まる。
お洒落の基本として、＂身だしなみ＂というのは欠かせない。
これは見栄えはもちろん、醸し出す印象を大きく左右する。
なかでも、忘れられがちだが重要なのが、＂髪＂。コシがあっ
てふんわりしている髪は、清潔で若々しくも見せてくれる
効果がある。お洒落する楽しみも後押ししてくれるだろう。

A

D B C

E

泡立ちのいい快適な洗い心
地が魅力。白髪予防にアマ
種子エキス、育毛が期待で
きるキビ種子エキスを配合。
3850円（Safari Lounge）

抗菌・抗酸化作用、保湿効果
が高く、ダメージを補修。し
っとりまとまる髪に。アン
チエイジング効果もあり。
3850円（Safari Lounge）

汗ばむ季節にぴったりな爽
快な香り。オーガニック成
分が毛穴を引き締め保湿し
つつもさっぱり洗いあげる。
3850円（Safari Lounge）

気分のリフレッシュする柑
橘系の香り。多くの成分に
より、年齢の出やすい手を
美しく清潔に整えてくれる。
3850円（Safari Lounge）

シャンプー、コンディショ
ナー、ボディウォッシュ（各
40㎖ボトル）のセット。持
ち運びに便利なパウチ付き。
2350円（Safari Lounge）

A シャンプー 
500㎖
商品ID:41977

B コンディショナー
500㎖
商品ID:41978

C ボディウォッシュ
500㎖
商品ID:41979

D ハンドウォッシュ
500㎖
商品ID:41980

E アメニティ
トラベルセット
商品ID:41981

人気ブランドとコラボした
アンチエイジなオリジナルアメニティ。
オーガニックな製法と天然由来の素材にこだわる〈ミレニアム
オーガニックス〉と『Safari Lounge』がコラボ。シャンプーとコ
ンディショナーは、アンチエイジング効果が期待できる成分を
配合し、柑橘系のフレッシュな香りに仕立てている。ボトルを含
め、環境に配慮したモノ作りである点も気分よく使える。

[ サファリラウンジ ]
Safari Lounge01

初校再校 TA/IW/P28
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購入方法はこちら。

『Safari Lounge』とは、アメリカ西海岸のライフス
タイルを思わせる商品を取り扱うオンラインスト
アです。今回紹介した商品をはじめ、洋服、メンズ
コスメ、インテリア、フードなど、上質で大人にふ
さわしいアイテムを厳選して揃えております。

64万9000円（ラフサイクルズ／Safari Lounge）

22万円（アルコン／Safari Lounge）

49万5000円
（ウィクド サム／Safari Lounge）

27万5000円
（スーパー73／Safari Lounge）

38万5000円
（コースト サイクルズ／Safari Lounge）

29

別荘や休日のお出かけ先で
楽しく遊べるeバイクを1台。
少しずつ、遠出ができるようになってきた今日この頃。別荘やバカン
スなどに、心を解放しに行く人も増えるはず。そんなとき、爽快な気
分の味わえるeバイクで颯爽と風を切るのも気持ちがいい。なかで
も大人に似合うのが、見た目にお洒落で機動力のあるこちら。

『Safari』の公式オンラインストア

safarilounge.jp

WEBでのご注文 電話でのご注文

103-4485-1305
月～金曜日の10:00 ～ 17:00 ※土日祝日のぞく

02

極太タイヤとサスペンションで
乗り心地は段違い。
レガリス社オリジナルのeバイクブランド。
極太タイヤで楽ちんなフルサスペンション。
ベルやライトなどを標準装備しているのも魅
力。価格的にも初心者におすすめの1台。

[ アルコン ]
ARCHON

01

レトロデザインが大人の
渋みを引き立てる。
ドイツ製フレームと、ドイツメーカー〈ボッシュ〉の最新
モーターが融合したブランド。太いタイヤと幅広のサド
ルで、安定感抜群。レトロなデザインも大人に最適。

[ ラフサイクルズ ]
RUFF CYCLES

上から、カーボンブラッ
ク、グレー、グリーン。そ
のほかにも、レッド、シル
バー、ブラックとカラバ
リ豊富に展開あり

＂The Ruffian＂
電動アシスト自転車
商品ID:40914

＂ARCN-A02JP＂
電動アシスト自転車
商品ID:40002

color variation

フロント＆リアにサスペンション。ヘッドラ
イトは自動点灯、後部にはブレーキライト。ブ
ロックタイヤとモーターで推進力をアシスト

Detail

＂BUZZRAW 
Classic＂
電動アシスト自転車
商品ID：40001

05

たくましい男を演出する
パワフルデザインが魅力。
アメリカ・テキサスで生まれたeバ
イクメーカー。26インチの太いタ
イヤで力強い走りが可能なうえ、1
回の充電で約60～80㎞走行する
のはロングライド派には魅力。

[ ウィクド サム ]
WICKED THUMB

＂SP73-ZG＂
電動アシスト自転車
商品ID:41800

＂WICKED THUMB＂
電動アシスト自転車
商品ID:41801

タフなボディラインに高級
感のあるハンドルは、まる
でバイクのよう。ディスプ
レイにはUSBポート付き

Detail

04

パートナーと使える
軽量でアイキャッチな1台。
南カリフォルニア発のブランドで、
ぐっと目を引く洒落たクルーザー
姿から、海外セレブも愛用している
よう。調整可能なハンドルバーによ
り、女性でも楽に乗車が可能。

[ スーパー73 ]
SUPER73

バッテリーはシートに組み
込まれ取り外しができない
ので、盗難防止に繋がる。リ
アブレーキライトも安全

Detail

03

街に最適なサイズ感で
まるでミニバイクのよう。
シンガポール発の自転車ブランド。
ミニバイクにインスパイアされた
だけあり、その武骨さが魅力。こち
らは、車体重量26kg、全長166㎝
と小さめのサイズで街乗りに最適。

[ コースト サイクルズ ]
COAST CYCLES

充電量がひと目でわかるデ
ィスプレイ付き。電動アシ
ストモードは3段階。ドラ
イブトレインは8段変速

Detail

初校再校 TA/IW/P29
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A東京都目黒区中目黒1-9-3
ROJU NAKAMEGURO
☎03-6412-7406
https://housetrad.com/

"古くなって捨てられるようなモ
ノは、買わない、売らない、つくら
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。

アメリカナイズされた
上質な住空間を提案。

HOUSETRAD

『Safari』×〈ハウストラッド〉の別荘プロジェクト。
物件の詳しい情報などを『Safari Online』でご紹介。
気になった方はＱＲコードから！

『Safari Online』で『Safari』監修の
別荘の詳細をチェック！

30

HOUSETRAD
光とヴィンテージ家具が共演する
開放感ある大人のリノベ空間。

「自分たちの城は、立地もデザインも妥協なしに作りあげたい」とフルリノベーション。ガラス越しに
繋がる西海岸的開放感と、お互いの存在が見え隠れする都会的な空間配置は絶妙。扉の開閉で
空間をコントロールする作り、光に映える美しいヴィンテージ家具との暮らしは芸術の域。
写真＝松村隆史　文＝中城邦子
photo : Takafumi Matsumura   text : Kuniko Nakajo

〈ハウストラッド〉が作る極上のリラックスルーム。

の雰囲気とマンションのセキュリテ
ィの高さを気に入り購入した、中目
黒の六車邸。既存の間取りはワクワ

クしないからとフルリノベーション。こだわり
の斜め張りにしたヘリンボーンの床は、伸びや
かに広がる空間を強く感じさせる。「夫婦お互
いの気配がわかる開放感のある家が希望でし
た」と六車氏。そのテーマをクリアしたのが、
ガラスの間仕切り戸。壁を取り払い、各部屋を
ゆるやかに分けることで視界的な広さを確保。

また、ガラス戸だからそれぞれの部屋に入る光
が、間取りの中心であるリビングに集まる。柔
らかな光が室内に満ちることで、心理的な解放
感も得られる。そのリビングには祖父から譲り
受け革を張り替えたソファが。伯父からもらっ
たスピーカーなどヴィンテージ品もさりげなく
置かれている。木質感豊かなブラインドで日差
しと景観をコントロールする、しっとりと落ち
着いた大人の空間だ。休日はここで、好きな音
楽を聴きながら、2人の時間を楽しんでいる。
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TOKYO
今行きたい！　東京・フレンチと東京・中華の新星現れる。
銀座のど真ん中にできたフレンチは、料理・サービス・舞台演出で酔わせ、
元麻布の中華は、香港スタイルで夜半にワイワイと大皿料理を楽しませる。

「こんなレストランを待っていた」という大人たちの満足・満腹必至の２店。
取材・文＝中村孝則　text : Takanori Nakamura

Gastronomic City

京・銀座の〈ラルジャン（L’AR 
GENT）〉は、銀座４丁目の交差
点に面したビルの７階にある。

銀座和光の時計台を真正面に眺められる
本格的なバーやテラス席を配し、個室を
備えたダイニングは、高い天井とモダン
で煌びやかな内装で仕立てられている。
まさにハレのシーンにふさわしい＂気分が
あがる＂レストランの登場である。シェフ
の腕前も、それに呼応する。加藤順一さん
は、国内のフランス料理の名店で腕を磨
き、北欧の星つきレストランでも修業経
験を持つ。彼が生み出す料理は、クラシッ
クなフランス料理の確かな技術をベース
にしながらも、北欧キュイジーヌのシンプ
ルさや、美食のトレンドの流れも絶妙な
バランスで取り入れる。なにより、盛りつ
けから味わいまで洗練具合が際立つ。そ
してサービス・スタッフの練度や創意もそ
れに呼応する。どなたをエスコートしても、
喜ばれるレストランと太鼓判を押したい。
　一方、この４月１日に元麻布の住宅街
に開業したばかりの〈夜香港（いえほんこ
ん）〉も食いしん坊にはたまらないだろう。
この店は、３月１日にオープンした〈一平
飯店〉の店内で、夜の部としてスタートさ
せた。〈一平飯店〉は、富山や東京、香港の
中華の名店で修業を積んだ安達一平さん
による本格的な広東料理の店。＂個人盛
り＂によるおまかせコース・スタイルの中
華料理であり、そちらも素晴らしいのだ
が、〈夜香港〉は、文字どおり香港スタイル
を踏襲した大皿料理をコンセプトにして
いる。どちらも、安達さんによる料理だが、
大皿料理のいいところは、鳥や鴨、あるい
は魚を丸ごと楽しめることである。ゲス
トは３名以上に指定されているが、〈夜香
港〉は20時半以降の営業なので、仕事を
終えてから仲間を集いグループでゆっく
り楽しむには絶好だ。
　レストランの本来の醍醐味とは、料理
を囲んでみなが集い、幸せを分かち合う
ことであるはず。コロナ禍で自粛を強い
られていたが、その本来の歓びを味わう
ためにも、是非訪れてほしい２店である。

東

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。’22
年春より、JR九州が運行する「ななつ星
in九州」の車内誌の編集長に就任。

取材・文 中村孝則　美食評論家
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AC

A：＂静岡伊東市 伊勢海老＂は、低温のバターの中で伊勢海老をゆっく
りと温めてミディアムレアに。伊勢海老の繊細な味を、バターのミル
キーさで際立たせた逸品　B：リンゴをくりぬき器に見立て、エルダ
ーフラワーやハーブで北欧風に仕立てたデザート＂青森 初恋グリン

（青リンゴ）＂ C：銀座を舞台に、その手腕を遺憾なく発揮する加藤順
一シェフ　D：店内には本格的なバーも備えている

2020年12月にオープン。フランス語の＂銀＂を意味する店名の〈ラル
ジャン〉は、まさに銀座を象徴する店にふさわしい。加藤順一シェフ
は、〈タテル ヨシノ〉を経て、フランスや北欧の名店でも修業を重ね、

〈スブリム〉でも名を馳せた、若手実力者である。

ハレの日にドレスアップして訪れたい新名店。

L’ARGENT
［ ラルジャン ］

DATA

A東京都中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE 7F
Bランチ11：30～15：00（13：30LO）、
　ディナー17：30～23：00（20：30LO）、バー17：30～23：30（23：00LO）
D月曜　☎03-6280-6234　https://largent.tokyo/

＂北海道 蝦夷鹿のウェリ
ントン＂は、ドライエイジ
をした蝦夷鹿のロース肉
のパイ包み焼き

〈夜香港〉は大皿料理が基本
である。A：＂蒸し鶏沙姜風味＂
は鶏1羽ごと使って蒸された
前菜の一皿　B：個室のテー
ブル席で、3名以上最大8名
まで楽しむことができる　C：
安達一平シェフは、日本国内
の中華料理の名店で修業を
重ね、香 港でも腕を磨いた。
香港の人々が、夜な夜な集い
大皿料理を楽しむように、ライ
ブ感ごと味わってほしいという

六本木の中国料理店〈桃仙閣〉
の店主でもある林 亮治さんが
プロデュースして、この春に立
ち上げたもの。早い時間は〈一
平飯店 〉として営業し、20時
30分からは〈夜香港〉として、大
皿料理を提供する。一店舗で2
通りの楽しみ方ができる形態は、
美食家たちにも朗報であろう。

元麻布で楽しみたい
夜の香港の風情。

Ye Hong Kong
［ 夜香港 ］

CDATA

A東京都港区元麻布3-12-41
B20：30～23：00（22：00LO） ※予約は3～8名で
D日曜・月曜を中心に不定休
☎050-3033-3946
https://www.instagram.com/ye_hong_kong/

A

B

＂清蒸石斑魚（アズキハタ
の姿蒸し）＂は新鮮なハタ
を１尾使った豪快な料理
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