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たとえば夏の旅行へ向けての荷作りシーンを

ィナーにスポーツサングラス? これはもうウー

クトがある、と語ってくれた。創り手にもスト

思い浮かべてほしい。行先は現実的にハワイ、

ルのコートにリネンのパンツくらいの大事故だ。

ーリーがあるように、掛け手にも自分だけのス

とでもしておこうか。トランクに詰める服は、

だから提案したい。夏には夏のアイウェアを。

トーリーを演出する小道具としてアイウェアを

現地の気温に合わせた日数分のワードローブで

猛烈な暑さが日本列島を包み込む少し前、V

是非とも活用してほしい。もちろん夏のストー

あることは間違いないだろう。それ以外にも必

magazine編集部はカラッと晴れたL.A.に新進気

リーはひとそれぞれ。ギラギラの太陽の下でか

要なアイテムはある。海に行くなら水着、いや

鋭のブランド、ジャック マリー マージュのオフ

き氷を食べる夏もあれば、避暑地の高原でサイ

それもマリンアクティビティで使うモノとプー

ィスを訪ねた。デザイナー、ジュローム・マー

クリングも夏の風景。リネン混のシャツ、パナ

ルでリッチに過ごす用とは分けたい。ちょっと

ジュ氏が創造するアイウェアはひとつひとつの

マハット、ショートパンツ、タンクトップ……

高級なディナーに行くつもりならドレスやアク

モデルにストーリーがある。その多くは50年代

そんな夏の一コマを彩る十人十色のアイテムの

セ。履き物も服に合わせて複数は持っていかな

から70年代の混沌としたアメリカの社会に疑問

ひとつに、夏のアイウェアを加えてみてはいか

いと。お分かりだろうがそれらはすべて、あな

を投げかけたアンチヒーローへの憧れをカタチ

がだろうか。フリーペーパー化したV MAGAZINE

たが最高の夏を演出するために必要不可欠なア

にしたものだ。またロンドンを拠点とする、カ

JAPAN EDITIONの第2号では先に述べた海外デ

イテムたち。そんなアイテムの中で、つい置き

トラー アンド グロスのデザイン・ディレクター、

ザイナーのインタビューから、夏の女性を彩る

去りになりがちなのがアイウェアだ。思い切り

マリー・ウィルキンソン氏はその話の中で、デ

アイウェアスタイル、もちろん男も負けちゃい

トロピカルな水着に、オフィスで掛けているビ

ザインの根底にファッション界に革命をもたら

られないと、メンズのスナップコーナーも充実。

ジネスライクなフレーム? ドレスアップしたデ

したインディペンデントな女性たちへのリスペ

それぞれの夏のストーリーを楽しんでほしい。

SUMMER 2018. ISSUE #02 // VISION IN LIFE // http://www.vmagazine.jp

VMJ-02

03-VMJ

Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa Photography : 鈴木英之
Special Thanks : アトラクションズ Attractions

Vos-Special Issue : 01
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ポストクラシックの急先鋒、現る。

La Fayette Park, Los Angeles

Jerome Mage

M Y DE A R
A ME R IC A
欧 米ではすでに高級ブティックが

取り扱うべきブランドのトップリス

トに名を連ねる、ポストクラシック
の急先鋒。そのキーマンをついに

東 京 とL.A.で キ ャ ッ チ し た。
Jerome Mageとはいったい何者な
のか。その真実に迫る。

愛すべきものへのオマージュ。

ここ10年以上、アイウェアの中心はクラシッ
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ィブ・アメリカンの死生観、イエローストーン

クデザインが安定推移し、近年では華奢でミニ

の雄大な自然、50 ～ 60年代のミュージシャン、

マルな方向へと向かっている。そんな安穏とし

アート、ムーヴィー、モトクロス、ファッショ

た時代に、アンチヒーローが舞い降りた。ジャ

ンと、いわば僕自身が誰なのかを表現したもの。

ズやロック、ラップが音楽の常識を打ち壊し、

僕はそこに全身全霊を注いでいるんだ」
。

時代の反逆児たちがジーンズと革ジャンで大人

マージュ氏は母国フランスでプロダクトデザ

の決めたドレスコードを変えたように。その男

インやファッションを学んだ後、第二次大戦後

の名はジュローム・マージュ。名前は知らずとも、

におけるサブカルチャーの開花や独特な服文化

氏がこれまでデザインしてきたプロダクトに、

に惹かれて渡米。ボブ・ディランやハンター・

すでに触れている諸兄は少なくないはずだ。SPY

トンプソン、デニス・ホッパーといったアメリ

やFOXのサングラス、バートンのスノーボード

カンアイコンをデザインモチーフやモデル名に

ウェア、モトクロスウェア、腕時計、アパレル

掲げ、それを圧倒的なボリュームとヒネリの効

……。プロダクトデザイナーとして幅広いジャ

いたディテール、ラグジュアリーな素材で料理

ンルのプロダクトを手掛けてきた、そのデザイ

できるのは、そのバックグランドがあればこそ、

ン人生の集大成とも言うべき存在がアイウェア

なのだ。また他に類を見ないデザインストラク

ブ ラ ン ド“ジ ャ ッ ク マ リ ー マ ー ジ ュ（ 以 下J.

チャーを実現するために、日本のトップクラス

M.M.）”なのだ。

の工場を選んでいることも、見逃せない。つま

「このブランドは僕が情熱を傾けるアイコンや

りアメリカンアイウェアの無骨さとフレンチシ

カルチャー、趣味といった愛すべきものすべて

ックの遊び心、そして日本のモノづくりの繊細

からインスピレーションを受けている。ネイテ

さが1本のフレームに融合されているのである。
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Inspiration

M Y DE A R
A ME R IC A
DESIGNED IN LOS ANGELS

ネイティブ・アメリカンの
工芸を通して、彼らの死生
観にも強い興味を抱くマー
ジュ氏。その指にはイン
ディアン・アーティストに
よるフェザーを象ったリン
グやバングルが光る。

アラン・マーリック氏と
ジョセフ・チャーチル氏と
の協業で創ったウォッチブ
ランド「MARCH LA.B」の
腕時計。感度の高い海外の
セレクトショップでも、一
目置かれる存在だ。

La Fayette Park, Los Angeles

Precious metal

Watch

VMJ-06

自身の名を冠したブランド
には何が相応しいかを考え
た時、アイウェアとともに
候補に挙がった革靴。
「魅力
的だけど知識が乏しいので
実現しなかった」というが、
無類の革靴好きは健在だ。

ボタンフライのジーンズの
コインポケットにはアン
ティークのピンズ。ベルト
はホースヘアを編んでカー
ビングレザーをあしらった
ウエスタンスタイルを。こ
の小物使いが秀逸だ。

「アイウェアは男のアクセ
サリー」という哲学を受け、
J.M.M. のディテールにはス
ターリングシルバーや 18K
ゴールドがあしらわれる。
このさりげないプレミアム
感も人を虜にする所以。

全身全霊を注いだ究極の美学を。

L.A. のオフィスは 1920 年
代の建物を改築した一室。
資料用の書庫には多くの日
本の雑誌が並び、壁には 18
世紀の仏における戦争を描
いた絵画や当時のミリタ
リーユニフォームも。

Boots

Denim & Pins

Detail

マージュ氏の頭の中には沢山のパーソナリティ

ルバーのハードウェア、上質なパッケージに植

と情熱がインデックスされている。多岐にわた

物鞣しの伊レザーケースなど、用いられるパー

るジャンルをデザインする思考はそれぞれ独立

ツはすべてがハイグレード。プロダクトとして

していて、ひとつのデザインが終われば、それ

生産する工場も非常に高い技術力を誇る精鋭を

は頭の中の引き出しにしまって、次のジャンル

選ぶ。それゆえの限定少量生産なのだ。「僕のフ

のパーソナリティを頭に広げる。唯一それらに

レームは無骨さと洗練さを兼備するために、た

共通するのは個々のブランドがもつテイストを

くさんのディテールを取り入れている。けれど

取り入れたデザインと機能ディテールのバラン

そのバランスは非常に重要で、それが崩れると

スを考えること、だという。その高度な“脳の使

一気にチープに見えたり、やりすぎに見えてし

い分け”が天才デザイナーと言われる所以だ。
「け

まうんだ。そこを上手くこなすのは工場のウデ

れど5年くらい前にふと思うようになった。お金

に掛かっている。彼らはすべてのディテールに

のためじゃなく、一切の妥協をせずに全力で情

もの凄いテンションで取り組む。良い製品を作

熱を注げるプロダクトを創りたいってね」。こう

るなら、モノづくりに携わる人間は工場で長い

して出来上がったのが自身の名を冠した

時間を過ごすべきだし、当然僕も現場で多くの

J.M.M.なのである。そのコレクションは氏の言

時間を彼らとともに過ごすんだ」。事実、マージ

うとおり、一切の妥協なく細部まで作り込まれ

ュ氏は年に三回は来日し、今回の来日もトラン

ている。

クショーと工場でのワークを兼ねていた。

「僕は常にシューズや腕時計、アイウェアのデ

ヴィンテージアメリカへの造詣に加え、モノ

ザインに注目している。これらはプロダクトで

づくりにも真摯なJ.M.M.のアイウェア。その姿

あり、ファッションであり、そして身に着ける

勢は日本人の感性にも訴えかけるものがあり、

人のパーソナリティを表すものだ」。特別誂えの

日を追うごとに日本でもファンが増え続けてい

10mm厚アセテート生地や複雑なストラクチャ

るのも頷ける。この潮流を止めることができる

Jerome Mage

ーのメタル素材、18Kゴールドやスターリングシ

者は、もはや誰ひとりいないのである。

https://jacquesmariemage.com/
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London, United Kingdom

Letter from Marie Wilkinson

CUTLER AND GROSS

Words : 實川 治徳

Harunori Jitsukawa

Photography : CUTLER AND GROSS (Model) 小松 男

Dan Komatsu (product)

マリー・ウィルキンソンさんからの手紙。

女性に自信と勇気をくれるアイウェア。

眼鏡と女性が仲良くするために知っておきたいこと。その
ヒントを英国の老舗ブランド、カトラー アンド グロスの
デザイナー、マリー・ウィルキンソンさんに聞く。

残念ながら筆者はオトコであるからして女性と

彼女自身が眼鏡に夢中になったのは子供の頃。

アイウェア、特にオプティカルフレームとの関係

アニメのピーナッツの大ファンだったという。
「ス

性を論じるのは、いささか気が引ける。もちろん

ヌーピーが真っ黒なレンズのサングラスを掛けて

オトコの立場から「こんなフレームを掛けてほし

“ジョー・クール”に変身するシーンが大好き。そ

い」という願望はあるのだけれどそれは必ずしも、

の時すでに眼鏡が違うキャラクターを作り出すこ

いや絶対的に女性が望むスタイルとは違うことも

とを知ったのね。デザインを手掛けるようになっ

承知している。そこで意見を伺おうと訪ねたのが

てからはファッションに変革をもたらし、女性で

ブランド「カトラー アンド グロス」のデザイン・

あることを誇りに感じ、恐れずに世界を変えよう

ディレクター、マリー・ウィルキンソンさん。カ

とする女性が私のスタイルアイコン。コム デ ギ

トラー アンド グロスといえば英国を代表する老

ャルソンの川久保玲。パンクに生きるヴィヴィア

舗で、創業者のグラハム・カトラーさんとトニー・

ン・ウエストウッド。環境問題にも取り組むキャ

グロスさんが1969年に設立した英国クラシック

サリン・ハムネット。言わずと知れたココ・シャ

の雄。先頃2作目が公開された映画「キングスマ

ネル。ハリウッド黄金期の衣装を手掛けたエル

ン」シリーズ全編で彼らのアイウェアが使われた

ザ・スキャパレッリ。伝説的なストア“BIBA”を生

ことも話題となった。マリーさんは優れたデザイ

んだバーバラ・フラニッキ、若くして才能を発揮

ナーとして創業者の二人からも厚い信頼を得てい

したステラ・マッカートニーやフィービー・ファ

る一方で長い間、同ブランドのショップで店長を

イロ。そしてミウッチャ・プラダ……。私が眼鏡

務めてきた経験も。そんな彼女に同じ女性の立場

をデザインするときはそんな先駆者たちのように

から“女性と眼鏡”を語ってもらった。

掛ける人の魅力を倍増させ、自信と勇気を与える

「英国も日本と同じで、最近まで女性が眼鏡を掛

ことを念頭に置いているの」
。

ける動機は、やっぱり“掛けなきゃいけない”、だ

チャーミングで、しかし芯の通ったマリーさん。

ったけどインスタグラムが普及したことで、誰し

最後に、日本の女性に向けてこんなメッセージを

もが眼鏡を不可欠な“アクセサリー ”として認識

投げかけてくれた。
「眼鏡を選ぶときカラフルな

し始めているの。カトラー アンド グロスの眼鏡

色を選ぶことを恐れないでほしいの。メイクアッ

もキングスマンで、男性も女性もドレスアップの

プパレットの一部だと思って、服をスタイリング

アクセサリーとして描いてるでしょ。それがまた

するのと同じように眼鏡もスタイリングしてみ

個人のSNSで拡散される……。みんながポジティ

て。自分のパーソナルを投影するスタイルに、き

ブに眼鏡を掛けるのは嬉しいことね」
。

っと眼鏡が導いてくれるわ」
。

"THE EYEWEAR GIVES YOU CONFIDENCE AND COURAGE."
Marie Wilkinson
修学を終えたその足でカトラー ア
ンド グロスの門を叩く。当初は
ショップスタッフとして勤務して
いたが、アイウェアデザインに開
眼し、長らく彼らの下でデザイン
を学ぶ。現在ではデザイン・ディ
レクターとして活躍している。
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女性の目元に強さと優しさ、洗練をもたらす
カトラー アンド グロスのアイウェア。

CUTLER AND GROSS
London, United Kingdom

❹
①

コロッとした丸みで愛嬌のあるボストンシェイプのフロントに、まっ
すぐ伸びた素朴なテンプルデザイン。サングラスだからといってカッ
コつけたカタチを選ぶ必要はない。肩の力を抜いて掛けられる、等身
大のデザインにこそ愛着が湧く。 「0734/2-DT01」4 万 6000 円

②

9mmの肉厚なアセテートシートを内側から切り出したフラットスクェ
ア。内側から削っていくことで、肌が触れる側は顔の起伏に合わせて
滑らかに。一方の表側はブリッジに至るまでフラットに仕上げるとい
う、ヒネリの効いた作だ。 「1305-01」 4 万 4000 円

③

❺

同じく 9mm シートから削り出したこちらは今春あたりから再認識さ
れている、天地幅が低いレクタンギュラーシェイプ。メタルでは冷淡
に見えるこのシェイプも、太枠のセルフレームなら愛嬌がある。リー
ディンググラスに使っても良さそう。 「1306-02」 4 万 4000 円

❻

❶

❷
④

メタルのシングルブリッジが左右のリムを支える独特の構造。そのた
め鼻筋のラインをフレームが邪魔せずに顔をシュッと見せてくれる。
こういう上品なサングラスを日常的に掛ける女性は、きっとすべてに
おいてポジティブなのだろう。 「1008/S2-MAB」 4 万 6000 円

⑤

同じくメタルのシングルブリッジを用いたコンビフレームは天地が深
めで、視界も良好。テンプルを繋ぐヒンジを目の位置まで下げている
ことから眉のラインがなだらかにドロップする。そのため険しい表情
を優しく和らげる効果も。 「1243-B-C」 4 万 2000 円

⑥

キーホールブリッジを構えたヴィンテージスタイルのフレームはボ
リューム感があるが、クリア素材で仕立てることで悪目立ちしないの
が良い。光を通してキラキラと輝き、肌を明るく見せてくれるので、
ハイライト効果もあるのだ。 「1290-09」 4 万 8000 円

❸

お問い合わせ : サンライズ
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"THE EYEWEAR GIVES YOU
CONFIDENCE AND COURAGE."

☎03-6427-2980
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魅力を引き出すウェルバランス

Womens

Vertical Acetate Light
最薄部の奥行きは 2.5mm、垂直 ( バーチカ
ル ) 方向に極限まで薄く設計されたバーチカ
ルアセテートライトの新色は透明感のある
カラーを用いており、清々しい抜け感を得ら
れる。トニーセイムならではの贅沢な造りを
感じさせるエントリーモデルだ。

“共感”を伝えることを使命に創り出され
る、トニーセイムのアイウェアは、軽量か
つ高いフィット感を誇る究極の快適さと、
無数とも呼べるほどのデザイン、カラーリ
ングを世に送り出している。あまねくすべ
ての人々のライフスタイルに似合うもの
を、そして使用する人々が共感できるアイ
ウェアを創造しているのだ。そんな彼ら
はこれまでアジア圏をフィールドとしてき
たが、昨年秋の仏SILMO展で発表のグ
ローバルコレクションを機に、ヨーロッパ
も含めた“地球規模”での活動をスタート。
その洗 練されたラインナップと出会い、
魅せられたのは本誌でもお馴染みのモデ
ル、チェリー・ジェレーラ。同コレクショ
ンの中でもお気に入りのアイウェアをスペ
イン領マヨルカ島の自邸へ連れ帰った彼
女からのポートレートとともに今季の新作
を紹介しよう。
超軽量かつ超薄型でありながらもしっかり
とした剛性をもつ、バーチカルアセテートラ
イト。抜群のフィット感を得られるクリン
グスパーツを採用。肌に馴染む 5 色がリリー
スされた。

Words : 小松 男 Dan Komatsu
實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : tonysame (Portrait)
小松 男

Model：TS-10618-228
Price：2 万円（税別）

Dan Komatsu (product)

Model : チェリー・ジェレーラ

Cherry Jerrera

Special Thanks : トニーセイム ジャパン
東京都豊島区 南大塚３丁目３４−７
丸善大塚ビル4Ｆ
☎︎03-6914-0008
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クラシックながらも高い装用感

Celluloid Collection
昨シーズンから高い人気を博しているプレミ
ア ム ラ イ ン に、 新 色 が 追 加 さ れ た。 日 本 仕
様となるセルロイドとメタルテンプルのコンビで、
48 サイズという小ぶりサイズで日本の女性と好相
性。トニーセイムの技術を要所に用いてクラシカ
ルでありながら高い装用感を誇る。

その取り扱いの難しさから
欧州などでは使用できない
セルロイドを採用しており、
独特な質感を楽しめるモデ
ル。メタルテンプルとの相
性も良く、ヴィンテージの
風合いを楽しめるものだ。
Model：TS-10734- 赤笹
Price：3 万 5000 円（税別）

ネクストステップへ導く
グローバルモデル

Global Collection
ヨーロッパ最大級のアイウェア展
示会で発表されたグローバルコレ
クションはフランス、ドイツ、ベ
ルギー、オランダ、スイス、そし
てアジア圏と幅広く展開を進めて
いる。フルβチタンを採用したデ
ザイン美とトニーセイムらしい高
い機能を兼備している。

落ち着きがあり、なおかつカジュアル

Acetate Light
トニーセイムを代表するシリーズのひとつでもある
アセテートライトは、正面視 1mm、奥行き 6mm と
いう超軽量デザインが特徴。クラシックなイメージの
カラーリングも追加され、カジュアルからフォーマル
まで幅広いステージをカバーする。

正面視 1mm という、まるでメ
タルのような薄型リムが特徴。
一方で厚みは 6mm と奥行きが
あり、
厚いレンズも目立たない、
という心遣いが。着用モデル
のカラーはオレンジササ。

スタンダードコレクションから、さらにより多く
の人々へリーチするグローバルコレクションは、
シャープなラインにこだわりを感じさせてくれ、
アイウェアで冒険したい女性にピッタリのシリー
ズだ。

Model：TS-10523-660
Price：3 万 4000 円（税別）

Model：TS-10603-011
Price：2 万 5000 円（税別）

VMJ-014

015-VMJ

Women and the Glasses.
Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : 小松 男 Dan Komatsu

ボーイズな眼鏡であえて女性らしさを引き
出したり、シンプルな装いに華を添えたり、
涼しさを演出したり。この夏は眼鏡を外し
た時のギャップより、眼鏡を掛けた時のギ
ャップを楽しみたい。なぜなら眼鏡は自信

気になるあの女性は、
いつも眼鏡を掛けている。

や勇気をくれるポジティブなアクセサリーな
のだから。

ヒ
ト

HUSKY NOISE
with 信太美月
(Barista・FASHION MODEL)
ワークスタイルに合わせた定番のボストン
シェイプは、女性がかわいらしく掛けこなせ
る程よいサイズ感がポイント。七宝を施した
極細のフェザーリムとの絶妙なバランスに
も注目。
Model：H-173 1
Price : 2 万 9000 円
お問い合わせ：バウハウス
☎︎ 03-5823-4047

VMJ-016
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SABRE
with Saya Suzuki (CAPTAINS HELM)
過度にシェイプされていない T シャツにワークディテー
ルなデニム、
そしてブラックのボストンフレーム。マニッ
シュなアイテムがむしろ女性らしさを際立たせる。これ
は絶対的な法則なのだ。
Model : TWIST
Price : 1 万 2000 円
お問い合わせ : セイバー
☎︎ 03-6415-6818

Micedraw Tokyo
with 川守田千晶 (FASHON MODEL)
ボーイッシュなヘアスタイルにシンプルな細身のメタ
ルフレームを合わせるなら、縁にカラフルなペイント
が施されているようなワンポイントを強調するアイ
ウェアで、優しく主張したい。
Model：MF3003
Price : 2 万 8000 円
お問い合わせ : マイスドロートーキョー
☎︎ 0778-43-5836

オンナの特権、ボーイズ・アイウェア。

BOYS EYEWEAR

女性はズルい。身に着けるものすべてが、男よ

ず、ズリ下がってしまうから成立しないだろう。

りも圧倒的に選択肢が多い。ボトムスやシューズ、

と思いきや、近年のクラシックムーヴメントを受

ジュエリー、髪型、それに仕草も。そのあらゆる

け、女性も掛けられるサイズ感のユニセックスモ

アイテムを男モノに置き換えても簡単に成立させ

デルや、女性にフォーカスしたブランドからもボ

てしまうのだから適わない。男がその逆をやろう

ーイズルックなスタイルがラインナップしてい

ものなら大変なことになるわけで……。では彼女

る。しかも悔しいけれど、似合っているのだ。な

たちが選ぶアイウェアはどうかというと、さすが

らば男たちは素直にそれを認め、彼女たちのボー

にメンズモノをそのまま掛けるとサイズが合わ

イズ・アイウェアスタイルを讃えようではないか。

右から時計回り
「ANN」 3万3000円。
プロポデザイン
お問い合わせ：プロポデザイン
☎︎ 06-6535-0124
「E-026」 4万5000円
トレミー48
お問い合わせ：トレミー48
カスタマーサービスセンター
☎︎ 0120-484-804
「BTY54ES」 2万4000円
キューブリック
お問い合わせ：トリプルキュー
☎︎ 06-6755-4082

Women and the Glasses.
VMJ-018
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Women and the Glasses.

Selima Optique
with Yui Shirakawa
(FASHON MODEL)
シンプルワンピも、個性ある小物を投
入すると装いに変化が。鮮やかなブルー
のセルフレームは、暖色系でまとめたフ
ンワリな雰囲気をパンプスや腕時計と
一緒に、キリッと引き締めてくれる。
Model：Dean
Price : 3 万 8000 円
お問い合わせ : サンライズ
☎︎ 03-6427-2980

tony same
with moyo（FASHON MODEL）
ボストン型も細身のフレームでスマートな印象に。
白の T シャツや肌にきれいに馴染む絶妙なライム
グリーンは珍しく、新鮮かつこだわりを感じさせ
るスタイルを楽しめる。
Model：TS-10532-609
Price : 3 万 4000 円
お問い合わせ：トニーセイムジャパン
☎︎ 03-6914-0008

シンプルな装いにプラスアルファの喜びを。
春から夏へ、気温が1度上昇するびに身に着け

の眼鏡さえあればその何倍もの効果を実感させて

る服も一枚、また一枚と少なくなり、夏真っ盛り

くれる。たとえば色数が少ない服なら合わせる眼

な今はファッションがもっともミニマルになる時

鏡はカラフルに。服がカラフルならば眼鏡はモノ

期。それはとても気持ちいいことなんだけど、ボ

トーンに。他にも、タイトな服ならボリュームあ

リュームのある服を脱ぎ捨てたシンプルな装い

るセルフレーム、ふわっとしたシルエットなら繊

は、時としてして心許なさを感じさせることも。

細なメタルフレームを。なんて、こなし方もいろ

バッグを持ったりアクセを増やしたり、その行間

いろ。アクセをゴテゴテ着けるよりもイージーな

を埋めるテクニックはいろいろあるけれど、1本

ので、今すぐ実践してみては?

HIGHLIGHTS

左から時計回り
「Auf dem Flusse」 4万6000円
アイシー！ベルリン
お問い合わせ：アイシー！ベルリン ジャパン
☎︎ 03-6804-2064
「atsushi-R」 3万5000円
レチルド
お問い合わせ：オプテリアグラシアス
☎︎ 0422-21-6755
「MF3008」 2万8000円
マイスドロートーキョー
お問い合わせ：マイスドロートーキョー
☎︎ 0778-43-5836

VMJ-020
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ITSELF

サングラスの存在は夏そのもの。
強い日差しの中を裸眼で過ごすことは有害な
紫外線に眼を晒すことを意味し、白内障の危険
性を高めたり、体内でメラニン色素の発生を活
発化させたり、と目に相当なダメージやストレ
スを与える。おまけに眩しさに目を細めている
と目元の筋肉がこわばって表情もキツくなりが
ち。だから女性こそサングラスは不可欠なんだ

RES/REI
with 邨井ひかる
(STREAMS PR Assistant)

けど、夏らしさを表現するアクセサリーとして
も良い仕事をしてくれる。たとえばみずみずし
いトロピカルフルーツのように華やかなカラー

ショートヘアには小顔効果も期待でき
る大胆なサイズをもつサングラスをセ
レクト。夏の暑さを吹き飛ばすような爽
やかなスタイルで、周りに元気をおすそ
分け。

リング。コンコンと湧き出てくる雪解け水のよ
うに清らかで透明感のあるクリア素材のフレー
ム。ドライマティーニのように冷たくキリッと
したミラーレンズ。ひんやりした触感のメタル
フレーム……。心地良い夏のイメージは人それ

Model：NORMA
Price：4 万 0000 円
お問い合わせ : ハウスカタバタ
☎︎ 03-6433-5568

ぞれ。自分だけの夏・サングラスを見つける。
これ夏休みの宿題です。

RES/REI
with Naomi Kihara (M staff)
尋常ならざる暑さの今夏。ひんやりしたブ
ルーと川底の石を想わせる色柄を使ったサ
ングラスは、都会の中にいても、まるで清
らかな自然の中にいるような気分にさせ、
心に涼を運んでくれる。
Model：tosca
Price : 4 万 0000 円
お問い合わせ : ハウスカタバタ
☎︎ 03-6433-5568

Women and the Glasses.

右から時計回り
「Gravity」 3万4000円（税込）
MEE
お問い合わせ：レインコート
☎︎ 0778-42-8595
「RIO」 3万9000円
ボズ
お問い合わせ：ジェイ・エフ・レイ ブティック トーキョー
☎︎ 03-5458-0019
「DUSTER」 1万2000円
セイバー
お問い合わせ：セイバー
☎︎ 03-6415-6818

VMJ-022

BARTON PERRIERA
with 栗原由衣
(KQURIOUSOWNER)
花柄のような強い印象を与えるファッションには、
あえてインパクトのあるキャットアイサングラス
を合わせてみる。遊び心をもったコーディネート
を楽しみたい。
Model：Fortuna
Price : 6 万 6000 円
お問い合わせ : サンライズ
☎︎ 03-6427-2980

023-VMJ

R e C h i l d

◀

L E F T

R I G H T

▶︎

Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : 小松 男 Dan Komatsu モデル：星野 華
fumiaki-L：3 万 7800 円

fumiaki-R：3 万 7800 円

「利き顔」を知る。
「自分」を知る。

レチルドが教えてくれたセルフプロデュースの技。

毎日顔を洗ったり、化粧したり。そのたびに

る人は、自身のキャラクターを自在にコントロ

丸みを帯びていたり。そうかと思えばリム上部

のあるレフトモデルを掛けると全体的に優しげ

鏡に映る自分の顔が非対称なことを認識する。

ールできるのだ。身近なことでいえば、撮影時

はその反対側が角ばって、同じく逆側はなだら

に。逆に左下にアクセントのあるライトモデル

目や眉の大きさ・高さ、頬骨の張り具合が違う

に自分が好きな顔を前面に出して視覚的にバラ

かだったり、と不思議なシルエット。このアシ

を掛けると、より芯の強いキャラを強調できる。

だけでなく、右目がクッキリ二重で左目が奥二

ンスを補正する人も多いはず。

ンメトリーなアクセントが顔の揺らぎを和らげ、

つまりは化粧や髪形を変えるより早く、視覚的

レチルドは人によって左右に顔が“揺らぐ”こ

あるいは強調するのだ。さらに彼らは手足のよ

なバランスをフレームの掛け換えだけで補正し、

自撮りでそれが浮き彫りにされ、これをコンプ

とに着想を得たユニークなブランドだ。まずも

うに、顔にも“利き顔”があることを提案し、同一

自分の好みのイメージを作ってくれるのだ。今

レックスに感じる女性も少なくない。けれどヒ

ってコレクションすべてが左右非対称。近年で

モデルにレフト(左)用とライト(右)用を用意。

まであの手この手でセルフプロデュースに奮闘

トの顔が左右非対称なのはごく自然なこと。む

は目立たないよう進化しているが、確かに比べ

たとえば写真の彼女の場合、左目が右目に比

しろ、自分の顔が左右でどう違うかを知ってい

てみるとリム下部の片側だけが角ばって逆側は

べて切れ長。そこでフレーム右下にアクセント

重、なんてことも少なくない。SNSが普及した今、
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してきた女性たちにとって、レチルドの存在は
大いなる福音となることだろう。
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CREATORS TALK
く時期もあったし、それぞれ違う畑を進むよう

ていることは凝ったものにしている。

かなるというのは経験として蓄積されてきた。横

にもなっていった。長い付き合いとなった今で

そうそう、KingGnuの「あなたは蜃気楼」という

の繋がりも大切にしながらメトロノームはこれか

はメトロノームのPVを造ってもらっていて、と

曲のPVにエキストラで出させてもらったじゃな

らも色々な眼鏡を創造し、皆を驚かせていきたい

てもいい関係だと思っているよ。

い。

と考えている。King Gnuの新曲や映像作品も楽

PERIMETRON佐々木集（以下：佐々木）：岩本

佐々木：あれだけ待ってもらったにも関わらず、

さんの第一印象はいかつくてとにかく怖かった

一瞬しか使えずにすみませんでした。マフィア

というのを覚えていますが、すぐに打ち解けて

のボスという設定でお願いしたのですよね。

しみにしているし、お互いに刺激を受け合いなが
ら次の段階へとコマを進めて行きたいね。

とてもよくしてもらいました。クルマ、バイク、
音楽、ファッション、様々な分野でこだわりを

岩本：そうそう。あの時の子分役で一緒になっ

持っているのは刺激にもなりますし、メトロノ

た一人が、今ではメトロノームのことも手伝っ

ームの印象としては、日本人的な発想ではない

てくれているんだよね。あのエキストラの時間

ところで眼鏡を造っていると感じており、PVの

待ちをしている際にシルクスクリーンを手掛け

製作でもそういった部分を反映しています。

ていることを教えてもらって、それならばカタ
ログ冊子で使った画などをシルクスクリーンで

King Gnu常田大希（以下：常田）：僕は眼鏡業界

刷りたいとお願いしたんだ。

のことは知りませんが、元々サングラスが好き
でメトロノームの個性的なデザインは好きです。

常田：えー、そうなんですか⁉

集とのつながりで（ともにPERIMETRONとして

ですね。

面白い繋がり

活動中）岩本さんのことを知り、今に至るわけ
ですが、岩本さんは自身も楽器を演奏すること

岩本：今のメトロノームのカタログ冊子の画は、

があるということで音楽シーンにも精通してい

マンガ銃夢の作者木城ゆきとさんにお願いして

るので、何かと共通することはあると思ってい

書いてもらっているんだけど、当初銃夢のキャ

ます。

ラクターでお願いしたけど、いまジェームズ・

岩本さんとは 10 代の頃からの仲だという佐々木
さん。
海外留学時に培った洞察力や先見性を用い、
映像制作をはじめイベント企画やクリエイティ
ブサポートなど幅広い分野で活躍する。

キャメロンが実写映画を製作中だからできなか
岩本：そうそう。眼鏡のデザインに関しても音

った。でも、とても世界観を理解して作っても

楽からインスピレーションを受けて造ったもの

らえたよ。そのシルクスクリーンがこれ。

もある。今準備中の次のコレクションではKing

常田 大希 / KING GNU

佐々木 集 / PERIMETRON

岩本 美生 / METRONOME

【 ミュージシャン 】

【 映像クリエイター 】

【 アイウェアデザイナー 】

音楽、映像、ファッション、
それぞれの業界をけん引する
クリエイターズトーク。

Words & Photography : 小松 男

Dan Komatsu

高い音楽性に幅広い層から支持を受けるKing Gnuの常田大希、様々な映像を生み

Gnuの曲をイメージしてデザインしたものも用

佐々木：おおっ。カッコいいですね。さっきの

意することにしているんですよ。

話じゃないですが、僕と岩本さんが知り合った
のは偶然でしたが、今こうして大希と活動する

常田：自分たちの曲によって作られる眼鏡です

ようになったのは僕から連絡して提案したから

か、それはとても興味深いですね。とても派手

でしたし、岩本さんはこの銃夢の作者にお願い

なのかな、どんなものになるのかな、逆に自分

することなどで繋がったわけじゃないですか。

の作った曲からイメージして作られるものとい

すべては行動することで広がっていってますよ

うのはなかなかないので早く見てみたいです。

ね。

岩本：いやいや、見た感じは意外とクラシック

岩本：そうだね。やりたいと思ったことはとに

にまとめているよ。ただディテールなどでやっ

かく実行してみる。色々と試行錯誤すれば何と

ミュージックシーンを騒がせている King Gnu の
ギターボーカルを担当する常田さん。佐々木さ
んと同じくPERIMETRONの中心的人物でもあり、
高いカリスマ性に幅広い層に支持されている。

出す今もっともも注目されている映像クリエイター佐々木集、そして斬新なアイウ
ェアを生み出し海外で高い評価を得ているMETRONOME岩本美生。それぞれ分野
は異なるものの、最先端で創造し続けているという共通項を持っている。そんなク
リエイター 3名のクロストークから、それぞれの持つ世界観を導き出す。

MItsuME
東京都目黒区祐天寺1-15-3
12：00〜20：00
☎03-5768-0744
https://mitsume.tokyo/

モノを創造するということに限らずとも、ど

のPVを手掛けるPERIMETRONの佐々木集氏、そ

の世界にも秀でた才能を発揮することに成功し

の佐々木氏と同じくクリエイティブチーム

た人というのが存在する。2017年にロンドンで

PERIMETRONに在籍しながら、高い音楽性をも

デ ビ ュ ー し た ア イ ウ ェ ア ブ ラ ン ド

つ幅広い層から支持を受けているKing Gnuの常

『METRONOME（メトロノーム）』は、その独創

田大希氏の3名に共通するポイントを紐解く。

的なデザインワークが受け入れられ瞬く間にそ

メトロノームの主幹にしてデザイナーを務める
岩本さん。ファッション業界だけでなくカー &
バイクカルチャー、ミュージックシーンなどあら
ゆる分野に精通しており、独自の世界観を具現化
する。

の名を欧州各国に広めた。そのバックボーンと

METRONOME岩本美生（以下：岩本）：メトロ

なるのは同ブランドの代表でありデザインを手

ノームを始める以前、アパレル関係の会社を営

掛ける岩本美生氏の才能に他ならない。そして

んでいた時に出店していた野外フェスで、隣の

面白いのはメトロノームがアイウェアという枠

ブースに出店していたことで仲良くなったのが

にとらわれることなく、様々なアートシーンと

集君との出会いだよね。それは偶然のことだっ

もつながっている点だ。ここではメトロノーム

たけど、その後も交流を持ち続けて、一緒に働
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イギリスでデビューしたメトロノームは、その前
衛的なデザインが評価され、いまでは欧州各国
にファンを持つ逆輸入ブランドだ。クリエイター
やアーティストをはじめ国内での人気も高い。

対談の話題にも挙がったメトロノームのシルク
スクリーン。サイバーパンクなイメージをもたせ
た原画は、銃夢の作者である木城ゆきと氏による
描き下ろしとなっている。

メ ト ロ ノ ー ム の PV は 同 社 ホ ー ム ペ ー ジ や
YouTube で閲覧可能。メトロノーム独自の世界観
を映像として映し出している。メッセージ性も感
じられる作品であり一見の価値あり。
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目黒にあるセレクトショップ MItsuME は、メト
ロノームのヘッドショップも兼ねている。新作を
はじめ、これまでの作品も多数取り揃えている。

無骨な雰囲気を楽しみつつ、
繊細な造り込みを肌で感じる。
大胆なフォルムや、幅広いカラーリングを揃
えるQBRICK（キューブリック）のアイウェア。

させているのがQBRICKの特徴でもある。

タイルそのものを光らせるアイテムとなってい

QBRICKは主力ラインとなる「Albert(アルベル

る。音楽、映画、スポーツ、ファッション、幅

ある意味でアクの強いラインナップは“固定概念

ト)」、オーソドックスなテイストの中にモダン

広いシーンからインスピレーションを受けて創

に捕らわれることなく、宇宙的な広がりをもつ

さが光る「Blaise(ブレーズ)」、メタル素材を使

造されるQBRICKのアイウェアは、OUTLOWや

モノ”というテーマの下に生み出されている。そ

う「Isaac(アイザック)」の3ラインで構成されて

POPなどという単純なジャンル別で括れてしま

れはただ単にデザイン面だけに特化しているの

いる。そのネーミングはアインシュタイン、パ

う表層的なものではなく、もっと芯の部分を強

ではなく、見る角度によって様々な表情を見せ

スカル、ニュートンなどの歴史に名を刻む科学

くもつ人に向けて造られているのだ。

るフレームワークや、計算の上でボディをそぎ

者から得ており、それぞれの主義主張を表すも

落とし、薄く、軽く、日常時に掛けやすいアイ

のである。その強いインパクトは、手に取った

ウェアを目指しており、機能面への追及も余念

人の心を揺さぶるほどの魅力を放つ。そして着

がない。それでいながらも独特な重厚感を感じ

用する人のファッションのみならず、ライフス

Words & Photography : 小松 男 Dan Komatsu
Special Thanks：Triple Q ☎06-6755-4082
http://www.qbrick.jp

Blaise ラインの新作。表面の
粗く削られた素材感、そし
て裏側が入念に磨き込まれ
たことによって生まれた “ し
ずる感 ” のギャップに惹きこ
まれる。
BTY02ES4：2 万 4000 円

VMJ-030
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掌で包み込めるほどのサイズに
無限のこだわりを感じさせる逸品。

SOL ID BLUE
Special Thanks : bauhaus
www.solid-blue.com

職人技とも言える細やかな技術、そして心を

☎︎03-5823-4047

もった造り込みに注目するべきポイントがある。

打たれるようなデザインを、ひとつひとつ丁寧

リムは一般的な眼鏡では1.0mm程度の厚さをも

に注ぎ込むことで、手に取る者を魅了する眼鏡

たされることの多い正面視を0.7ｍｍまで薄く

を造り続けてきたブランドSOLID BLUE（ソリッ

し、対して奥行きは3.0mmというたっぷりとし

ドブルー）。ハウスブランドの黎明期である2001

た厚みをもったメタル素材を部分的に2.0ｍｍま

年に誕生し、20年近くもの時を経た今でもその

で削り込んむというギャップにより起伏に富ん

魅力は褪せない。それは余念のない技術への探

だ、豊かな表情をもつモデルだ。そのため、正

求、そして時代に流されないデザインへのこだ

面から見た際には軽快なイメージを表現しつつ、

わりによる賜物と言える。

サイドから見るとボリューミーな質感を楽しめ

新作であるS-228は幅広いシチュエーションで

るようになっている。そもそも一般的な眼鏡に

使える、ボストンシェイプ。クラシカルテイス

は使われないほど厚い素材であるため、金型へ

トなメタルフレームだが、細部までこだわりを

と巻き込む機械は特別にカスタマイズされたも
のを使用している。また、表面処理にも技術は
光っている。0.7mmと極度に薄くされたフロン
ト面には職人の手作業でカラーリングが施され
ているのである。つまり機械での高い加工技術
と職人の精密な技の合作によって作り上げられ
たということなのだ。
ベーシックでありながらも細かい部分にまで
こだわりを持って生み出されるソリッドブルー
のアイテム。コンマ数ミリ単位で設計されて造
られる眼鏡は研ぎ澄まされた戦国武将の刀剣の
ようであり、男心をくすぐり所有欲を満たすも
のとなっている。

2018 春夏コレクションでは 3 モデル各 4 色を新作として展開。どれも
機械加工と職人による高い技術力を感じさせる眼鏡だ。写真は S-228。
3 万 2000 円
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O T OKO SN A P
T OK Y O E Y E W E A R S C E NE
Words & Photography : 小松 男

Dan Komatsu

日々流れゆく生活に欠かせないアイウェア。
選び方、そして使い方次第で自分自身を表現することができる素敵なアイテム。
ここでは東京で活躍する様々な人をフューチャーし、
そのアイウェアライフを切り撮る。

Groover Spectacles
with 太田耕平（8up OWNER）
手の込んだダブルリング構造を採用した
サングラスシリーズ。多角形なフォルム
と丸いレンズシェイプが不協和音を奏で
る。自社工場である GYARD で作られる
モデル。
Model：BARYON
Price : 3 万 4000 円
お問い合わせ：グルーヴァー
☎ 044-933-3566

METRONOME with 守矢 努 (Designer / StencilArtist)

METRONOME を象徴する変形ウエリン
トン型で加工を施したアイウェア。奇抜
に見えるが掛けるとしっくりとくるデザ
インで、ブランド立ち上げ時から高い人
気を誇るモデルだ。
Model：Distortion melancholia
Price : 3 万 6000 円
お問い合わせ：7 ＆ 4
☎︎ 03-6451-0355

VMJ-034
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QBRICK with 萩尾 淳（Vaping Ape Tokyo Shibuya STAFF）
エッジが立ったスクウェアシェイプとし
たブラックカラーのフレームがクールな
印象を与える。深い彫りによって生み出
される陰影で重厚感も演出するデザイン
となっている。
Model：BTY24ES
Price : 2 万 4000 円
お問い合わせ：Triple Q
☎︎ 06-6755-4082

めがね舎ストライク
with 佐藤竜馬 (CreativeDirector)
『BESPOKE』
。つまりその人に合う世界にひとつ
だけの眼鏡を創り出すことをモットーとするブ
ランドめがね舎ストライク。レコード盤を使用し
たモデルもこだわりの逸品だ。
Model：Evans
Price : 4 万 3000 円
お問い合わせ : めがね舎ストライク
☎︎ 078-222-9889

GLOBE SPECS with 宇賀田真太朗 (SIGNAL)
「こんなヴィンテージモデルがあったら
手にしたい」と思えるアイウェアを目指
し、現代のバランスや機能性が盛り込ま
れたデザイン。まさに大人のためのヴィ
ンテージスタイルだ。
Model：LIAM Gold
Price : 3 万 9000 円
お問い合わせ : GLOBE SPECS
☎︎ 03-5459-8326

VMJ-036
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Freddie Wood
with カタヤマ シンヤ (広告代理店)
フレディーウッドだけがもつ技術であるフレキシ
ブルヒンジやリムロックデザインを採用。バッファ
ローホーンを素材とする Th-8 は、同社の中でも
もっとも人気のあるモデルだ。
Model：Th-8（カスタムメイドカラー）
Price : 13 万 0000 円
お問い合わせ：Freddie Wood
info@freddiewood-international.de

Selecta with 市之瀬亮 (CHAMS PRESS)
‘50~’90 年代にニューヨークで人気を博したアイウェアブラン
ド、
セレクタ。クラシックなフォルムとモダンポップなカラー
リングを融合し、現代的にアップデートしている。
Model：87-0006 Coi.4
Price : 2 万 7000 円
お問い合わせ : 村井
☎︎ 0120-953-429

CONTACT LIST
call for information!

GROOVER SPECTACLES

METRONOME

GLOBE SPECS

Info：グルーヴァー

Info：7 & 4

Info：グローブスペックス

☎ 044-933-3566

☎ 03-6451-0355

☎ 03-5459-8326

QBRICK

MEGANE-YA STRIKE

Selecta

Info：Triple Q

Info：めがね舎ストライク

Info：村井

☎ 06-6755-4082

☎ 078-222-9889

☎ 03-5954-3670

FREDDIE WOOD
Info：フレディーウッド

info@freddiewood-international.de

VMJ-038
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VOS TOKYO 2018

REPORT @ TRUNK HOTEL

VOS TOKYO第3回目は、リアルな都市生活を体現する「トランクホテル」で去る4月10、11日にわたり開催された。絶好の

Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : 小松 男 Dan Komatsu

施。次世代の眼鏡展示会の在り方を示唆する重要なポジションを確立した。その熱気を共有した出展ブランドを紹介しよう。

洗練された新デザインを纏って
ネクストステージへ

Exhibitor : 01 - トニーセイム

tonysame

ロケーションに加え、タレントのチェリー・ジェレーラによる動画配信やモデル撮影、著名人の招待などのメディアミクスを実

個々のショップの強みとなる、
オリジナルのアイウェアを

Exhibitor : 02 - めがね舎ストライク

MEGANE-YA STRIKE

アイウェアを必要とする、あまねくすべての人々

神戸を拠点にオーダーメイドのフレームを手掛

にクリアな視界と快適な掛け心地を。個々人で

け る シ ョ ッ プ 兼 工 房、 め が ね 舎 ス ト ラ イ ク が

異なる顔幅や鼻のカタチを許容する、高いフィ

VOS TOKYOに初参加。これまで同店で培ってき

ッティング性能や普段着感覚で掛けられる汎用

たハンドメイドのアイウェアを全国の眼鏡店に

性の高いデザインで、すでに広く認知されてい

向け、各店オリジナルデザインで制作する、と

るトニーセイム。その彼らが昨年秋の仏アイウ

いう斬新な提案が話題となった。同時に高級車

ェア展示会“シルモ”に初出展。それを機に従来の

「レクサス」が打ち出すニュー匠プロジェクトに

コレクションに加え、デザインコンシャスな“グ

出 展 のThe Record Glasses“Evans”も お 目 見 え。

ローバルコレクション”を発表したことは記憶に

中古レコードをフレームに使った試みが目を引

新しい。その新作の美しい佇まいと掛け心地良

き、当日は職人の川谷萌さんを追うTVドキュメ

さは、アイウェア・アディクトのチェリーをも

ンタリーの撮影も行われ、注目を浴びていた。

魅了した。

レンズ上部を直線的にカット
し、抜け感のあるアンダーナ
イロールデザインに。繊細な
ラインを淡いパステルカラー
で縁取った上品な艶やかさが、
βチタンの軽い掛け心地と絶
妙にマッチし、スタイリッシュ
な佇まいを醸し出している。

右／透明感あふれるプラスチックフレー
ムは、純国産アセテートにこだわったアセ
テートライトの新作。左／うっすらピンク
で縁取ったメタルのフルリムは同ブラン
ドの中でも洗練さが際立つニューウェー
ブコレクション。

VMJ-040

エッジの効いたキーホールと
丸みを帯びた玉型は、フレン
チヴィンテージを範としたク
ラウンパントゥ。１サイズ展
開が定石の眼鏡界にあって、
3 サイズを展開しているのも、
すべてを小ロット＆一貫生産
で生み出す彼らの強みだ。

港町、神戸を発祥とする日本のジャズに
ちなみ、中古レコードをリユース。光の
当たり具合でレコード溝が独特の陰影
を生む。ネーミングは日本に所縁の深い
ジャズ界の巨匠、
ビル・エヴァンスに因む。
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Exhibitor : 03 - バートン ペレイラ

BARTON PERREIRA

ブランドが描いた
妖艶な世界を疑似体験できる空間

Exhibitor : 05 - セイバー

SABRE
西海岸サブカルチャーを背景に
スタイルと機能を両立

V magazine vol.1の発行以来、本誌と密接な関係
にあるバートン ペレイラはトランクホテルのロ
ビーフロアで、ポップアップブースとしての開
催となった。当日は本誌でもお馴染みとなって
いる同ブランドのデザイナー、パティ・ペレイ

カリフォルニアで産声を上げたアイウェアブラ

ラ氏も来日。日本・アジア各国のバイヤーはも

ンド、セイバーはアクションスポーツを愛する

ちろんのこと、ファッション関係者をはじめと

人々の御用達。とにかく冒険的な遊びを好む彼

する数多くのインフルエンサーが来場し、洗練

らには機能的で丈夫、そしてスタイリッシュな

された新作や妖艶なプロモーションムーヴィー

アイウェアがマスト。そんな良く遊ぶ彼らのワ

を楽しんでいた。またロビーフロアはカフェが

ガママを満たすのがセイバーの使命。その新作

併設されているため、ギャラリーも興味津々の

で目を引いたのは、サングラス・ダテ眼鏡にも

様子だった。

ってこいの調光レンズモデルや、クラシカルな

真夏の太陽と日焼けした小麦色の肌に映えるパールカラーの「PLYMOUTH」
。90 年代のオーバルシェイプをイ
メージして、現代にアップデートしたデザインがカリフォルニアの空気を伝える。

スタイルで人気のクリップオンなど。年間を通
して日差しの強いカリフォルニア出身だけあっ
て、ギラギラの太陽を味方につけるのはお手の
ものだ。
Exhibitor : 06 - プラトーイ
ブリッジ＆リムはメタル、ブ
ローラインからテンプルに掛
けてアセテートを用いた “TIN
TOY（ティン トイ）” の新作。
一目でデザイナー、石渡旭氏
の作であることが判る、独特
のフォルムが持ち味だ。

トランクホテルのロビース
ペースに設えられたポップ
アップスペースを使っての展
示会。バートン ペレイラの広
告ビジュアルに合わせたブー
スはパーティ会場のように艶
やか。一般客も往来する空間
だけに、多くの耳目を集めた。

目元の飾り鋲にチェッカリングを配したコンビボス
トンやクリア素材を組み合わせたエアリアルな質感
のティアドロップ。クラシックなデザインを匂わせ
つつモダナイズするワザは同ブランドの真骨頂だ。

pLAtOy
ブランド誕生から10年を迎え、
さらに飛躍する重鎮デザイナー
感度の高い顧客をもつ欧米の眼鏡店で安定の人
気を誇るプラトーイはVOS TOKYOにおいても注
目を浴びていた。というのも今回の展示会では、

欧州のセリブリティを圧巻した
グローバルブランド

Exhibitor : 04 - メトロノーム

METRONOME

プラスチックフレームの“pLAtOy”、メタルとコ
ンビの“TIN TOY”という従来のコレクションに加
え、 ブ ラ ン ド 設 立10周 年 を 迎 え て 誕 生 し た
“ROCKETS”を国内で初めて披露したのである。
国産パーツを使ってシンプルなデザインに仕上
げた同コレクションはV magazineのBlogでも告

日本人デザイナーという枠組みでは到底語り尽

知したこともあり、一目見ようと多くのバイヤ

くせない、尖った感性をもつデザイナー、岩本
美生氏が手掛けるメトロノーム。すでに欧米の
目利きの間では注目すべきブランドに数えられ
ている彼らが、VOS TOKYOに初エントリーを果

ーが足を止めていたのが印象的だった。

Exhibitor : 07 - フィリップ ブイ

PHILIPPE V

たした。かつてアパレルで活躍し、グローバル
な視野を培ってきた岩本氏は眼鏡業界だけに固
執せず、幅広いチャンネルをもつがゆえ、目を
見張る型破りなデザインワークに斬新さが光っ
ている。また大胆な広告ビジュアルも見どころ

未知のラグジュアリーブランド
日本初上陸を果たす

この写真で掛けているモデル “X6” に一目惚れしてしまったチェリー。なにしろ VOS TOKYO の翌日から開催され
た、自身の書道の個展でもずっと掛けていたことからも、その溺愛ぶりが窺える。

で、目の肥えたセレブリティに愛されるのも頷
ける。

日本では未知のブランドをいち早く紹介するの
もVOS TOKYOの ミ ッ シ ョ ン。 今 回 は 香 港 と
L.A.を拠点とするフィリップ ヴイを誘致した。
来日したデザイナーのPhilippe Vergez氏はアイ
ウェアだけでなく、スターリングシルバーのリ
ングや輝石を使ったブレスレットなど、メンズ
ジュエリーも手掛ける才能の持ち主。アイウェ

80 年代に世界が認めた日本のアバンギャル
ドなデザインを彷彿させる、ラウンドシェ
イプのサングラス。ファッションとのリン
クを色濃く打ち出したスタイルは、同じく
ファッション界に生きるチェリーも目が離
せなかった。

アもジュエリーもソリッドでセクシーな雰囲気
を醸し、身に着ける者に高揚感を与えてくれる。
コイル状のワイヤーがレンズを支える大胆デザイン
のラウンドシェイプは、フロントの黒に対してテン
プルは赤という鉄板のカラーコンビ。後方のダイヤ
モンドシェイプのサングラスも気になる。

VMJ-042

国内代理店をもたないことから、早くも希少ブ
ランド発掘に力を入れるバイヤーが目を留めて
いた。
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Exhibitor : 08 - ブラックフライズ

BLACK FLYS

アシンメトリーなデザインで、
新たな自分の魅力を発見する

Exhibitor : 11 - レチルド

Re Child

リアルな機能とスタイルで、
SO-CALライフを体現

人間の顔に「利き顔」と称し、
四肢と同じ右利き・
左利きを提案するレチルドは、非対称デザイン
と右用・左用を各モデルに設けているのが特徴
(24 ～ 25ページ参照)。今季はカラフルかつ10色
もの色バリを誇る「彩」シリーズの新作や、こ

90年代のサーフシーンやSO-CALライフを牽引

れも独自開発のノーズパッド「ムービングマッ

してきたブラックフライズは、時代とともに進

シュ」の普及に尽力。その独創性を深く理解し

化し続けている。今季のラインナップは、今の

てもらうために、オーナーの伊藤次郎氏自ら実

気分とシンクロするクラシカルテイストを踏襲

演を交えたプロモーションを展開している。氏

しつつ、そこは遊び好きな西海岸育ち。照り返

の熱いトークが始まると瞬く間に人が集まるの

しの強いビーチやハイウェイで眩しさを抑える
シーンを選ばないボストンシェイプに薄色ブルーレンズ、と今最も旬なスタイルを踏襲したモデル “FLY
MADISON” は、偏光レンズを標準装備。薄色だがしっかり照り返しを防いでくれる実力派だ。

も、もはやVOS TOKYOの風物詩といえる。

偏光レンズや紫外線濃度によりレンズカラーが
変化する調光レンズを標準装備したモデルなど
も用意している。スタイルにこだわるサーファ
ーやバイカー、西海岸ファッション好きが日常
的に愛用できるモデルが勢揃いし、観る者をワ
クワクさせた。

Exhibitor : 09 - チャムス
アシンメトリーデザインが顔
の歪みとシンクロして中和し
たり、表情を演出したり。そ
んな独創的な哲学をもつレチ
ルドに、最初は半信半疑だっ
たチェリーも掛けて納得。自
分でも気づかなかった表情が
生まれることに、驚きを隠せ
なかった。

CHUMS
お気に入りのアイウェアを
外に連れ出すゴキゲンな相棒

10 色もの色バリをもつ彩シリーズのスリー
クォーターリムモデル。片方のリム上部と
その反対側のリム下部に設けた小さな突起
が特徴で、左右モデルでそれが反転する。
この違いが顔の非対称感を中和するのだ。

今やアウトドアシーンに欠かせないチャムスは、
元を辿れば創業者のリバーガイドが激しい動きに
サングラスを川に落とさないよう開発した“リテ

Exhibitor : 12 - フレディ・ウッド

ーナー ”が源流。つまりアイウェアとはずっと良
い関係なのだ。今も創業を始めたユタ州ハリケー

Freddie Wood

ンの工場で、職人たちが手作業で生産する同ブラ
ンドは生粋のメイド・インUSA。さまざまな素材

卓越したクラフツマンシップと
重鎮によるミニマリズムの融合

水に強いネオプレンや肌触りの良いコットンなど、さまざまな素材や色柄でバリエーションも
豊富。
写真右上は35周年記念にSPYとコラボしたサングラスにセットされた特別バージョンだ。

のリテーナーをシーンやスタイルに合わせてコー
ディネイトする。そんな楽しみ方も教えてくれた

厳選された天然バッファローホーンをドイツの卓

彼らは今年で35周年。さまざまなコラボアイテ

越したクラフツマンシップと都会的なデザイン

ムを発表し、ファンを飽きさせない。

Exhibitor : 10 - グルーヴァー・スペクタクルズ

GROOVER SPECTACLES
チェリーが掛けているモデルが文中にあった新作 “BARYON”。エッジの効いた大振りシェイプはもとより、
レンズ外周に別パーツのリングを配した、職人オリジナル設計のギミックが個性を発揮する。

モダンなデザインと伝統技法の
クロスオーバー

で、ラグジュアリーなアイウェアへと昇華するブ
ランド。デザイナーはMCM eyewearの初代コレ
クションを手掛けた重鎮、Peter Biller氏で、天然
ホーンの上品さを活かしながら、掛けやすさに訴
求するチタンパーツや構造を駆使している。ホー
ンフレームであることをことさらに強調しない、
さりげなく上質なデザインが持ち味で、日本でも
年々支持者が増えている。一本ごとに付属する豪
華な化粧箱やレザーケースも魅力だ。

自社工場にて東京の伝統的な眼鏡づくりの技法
を継承し、それでいてヒネリの効いたデザイン
に、国内外に支持者の多いグルーヴァー スペク
タクルズ。アクの強いデザインは一瞬躊躇する
も、一度掛けてしまえばハマってしまう。得意
とするのはコンピュータではなしえない複雑な
カッティングと時間を掛け手磨き抜いた深い艶。
今季は昨年末に市場へ出た縄手仕様の“AURA”、
“SEVEN”や、レンズ外周にリングを加えたダブ
ルリング仕様の“BARYON”など、より個性的な
モデルを連れての参加となった。
VMJ-044

天然ホーンの色彩を活かしたクラシック
なボストンシェイプを採用した 2 型。と
もにフロントやモダンにホーン、テンプ
ルやヒンジにチタンを用いることで上質
感と機能性を両立している。

045-VMJ

天然のバッファローホーンだけがもつ温も
りや顔馴染みの良さ、そして美しい艶。カ
ジュアルからフォーマルまで、シーンを選
ばずに使える汎用性の高いデザインと相
まって、ひとたび手にすれば深い愛着が沸
くのは間違いない。

※ 本誌内で紹介している商品価格に消費税は含まれておりません。
価格は予告なく変更する場合がございます。
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