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アイウェアを知る、遊ぶ。

play WITH EYEWEAR
Words : v magazine

かつて書店で売られていたV magazineを知

たちも変化を求めてこのメディアを立ち上げま

きるのです。また、アイウェアを使ったスタイ

っている方、お久しぶりです。このフリーペー

した。掛けたくないけど必要だから。知名度が

ルも積極的に提案していきます。これは「商売

パーではじめてV magazineというメディアを

高いらしいから。そんな後ろ向きな気分ではな

上手め!」と言われてしまうかもしれませんが、

知 っ た 方、 は じ め ま し て。V magazineは プ ロ

く、ポジティブにアイウェアのある暮らしを楽

服や靴、バッグだって季節やシーンで変えるよ

ダクトとして、ファッションとして、アートと

しんでほしいからです。そのために私たちは創

うに、アイウェアを掛け変える楽しさを知って

してさまざまな角度から切り込んだアイウェア

り手の想いを掘り下げます。デザイナーのライ

ほしいのです。社運を賭けたプレゼンにミニマ

専門誌として、香港で生まれました。それをさ

フスタイルやブランドの原風景。熟練職人の手

ムなメタルフレームを。春らしい陽気に桜色の

らに日本独自のコンテンツで味付けをして発信

仕事……。今回、私たちはN.Y.で二人のキーマ

セルフレームを。泊りがけのツーリングに調光

するのがV magazineなのです。今こうしてペ

ンを取材しました。かたやブルックリンでリア

レンズを入れたバイカーシェードを。そしてリ

ージを捲っているあなたは、視力矯正の道具と

ルなライフスタイルにリーチする、ユニークな

ラックスした週末のワンマイルに掛け心地の良

して必要性に駆られているか、スタイリングの

アイウェアを考案した若き孤高のデザイナー。

いサングラスを。アイウェアを掛け替えれば気

キーアイテムに加えたいか、それとも極度のア

かたや上質をよく知る目の肥えたセレブリティ

分も変わります。出掛ける前に、今日はどのフ

イウェア・アディクトか、のいずれかでしょう。

をも唸らせる、デザイナーにしてブティックの

レームにしようか悩むなんてワクワクするじゃ

視界をクリアにしたい。カッコ良く見られたい。

オーナー。直接会う機会はなくても、モノ作り

ないですか。遊べるアイウェアライフの土壌を

誰よりも早く最新作が欲しい。どれも求めてい

や哲学を知れば彼らの作った、もしくは選んだ

育みたい。V magazineはそんな世界を目指し

るエフェクトは“変化”ではないでしょうか。私

アイウェアを介してその想いに触れることがで

ています。
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Visit Selima Salaun, Founder of Selima Optique.

セリマを訪ねて。
Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : 中島正貴 Masataka Nakajima
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毎日何かが起こる場所。
「毎日がハプニング。それがこの街の一番の魅力ね」。そうN.Y.を語る、
セリマ・サラウン氏が城主を務める“BOND 7”は、まさに毎日何かが起こる空間だった。
今まで語られることのなかったセリマの、ブティックオーナーとしての顔に肉薄する

ノーホーエリアにボンドストリートと呼ばれ
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待ってね）と目配せされたその間、店内を眺める。

イドの小さなコレクションを作ったのが始まり。

る、わずか2ブロックほどの長さながら、人々を

もちろん自身のブランドを掲げてはいるが、そ

私のお客さんはアイウェアに限らず、新しいモ

引き寄せる道がある。N.Y.の街が形成された当時

の旗艦店ではなかった。レイバンやペルソール、

ノや経験に対してとてもエネルギッシュなの」
。

から、膨大な時間の流れの中で踏みしめられ、

ディオール、カルティエのヴィンテージフレー

なるほど、顧客のニーズをしっかり受け止め、

角が取れて磨き上げられた古い石畳の古道。そ

ム＆サングラスに加え、彼女の目利きによるエ

彼女のセンスでそれを表現する。おのずと人が

こにセリマ・サラウン氏（以下、親しみを込め

ルメスやグッチなどの希少なジュエリー、服ま

集まり、この場を介してセリマと顧客、顧客と

てセリマと呼ぶ）のブティックを訪ねた。1997

でを品揃えしている。また翌日からはPETA ビー

ブランドの関係が広まる。また次々と彼女を訪

年から営業する彼女の城“BOND 7 by Selima”。

ガンアワードを受賞したフットウェアブランド

ねて人々がやってくる。自家用ジェット機で遠

ドアを開けるとカウンター越しに接客するセリ

“Love Is Mighty”のポップアップストアが始まる

方から来る人もあれば、セレブがフラッと徒歩

マの姿があった。来日時や各国の展示会場でコ

という。そして奥には友人が経営するヘアサロ

で来ることも。目の前でハプニングが、ごく自

レクションを披露する姿に遭遇することはあっ

ン……。
「私は時代を超越したデザインが好きで、

然に繰り広げられている。ふと気づいた。“ボン

ても一国一城の主としてPDを測り、フィッティ

1993年にソーホーでブティックをオープンした

ド”とは日本語で結ぶ・つなげる、絆を意味する。

ングを調整し、そして接客する姿は日本人にと

時からヴィンテージアイウェアやアクセサリー

確かに彼女のブティックはその機能を果たして

ってはレアな光景と言えるだろう。そして彼女

を扱ってきたのよ。その内“他にも商品を扱って

いる。そうか、だから意図してこのボンドスト

がれっきとしたオプトメトリストであることを

よ”という声が上がってバッグや服も。自分のブ

リートを選んだのか。それとなく聞くと、彼女

実感した。すぐに我々に気づくと（ちょっと、

ランドを立ち上げたのはその後で、オーダーメ

はニコッといたずらっぽく笑った。

09-VMJ

BOND
SELIMA

making

BOND7。
そこは眼鏡店なのか？

with

オプトメトリストのブティック
アイウェアのデザイナー、セレクトショップの目利き、そし
てオプトメトリスト。そんな魅力的なセリマの接客を受ける
ため、遠方からも来客がある。多忙にもかかわらず、その声
に応える心意気や細やかなホスピタリティも、彼女が N.Y. で
成功した理由だろう。

セレブを虜にする目利きのセレクト
左から／アンティーク什器に収まるのはセリマ自身のコレクション／眼鏡店という概念
に囚われないブティックの内観／ショーケースの中にはグッチやエルメスのエクスク
ルーシブなジュエリーや小物が／ハンドメイドの上質なハットも充実。取材時は夏だっ
たため、涼しげなコレクションが並んでいた／今では希少な、ボシュ＆ロム時代のヴィ
ンテージレイバン／ブティック奥は友人のヘアサロン “SUITE 303”。残念ながら定休日
だった。

セレブがひょっこり現れる
何の前触れもなくセリマに逢いに来
たのはセレブリティ・スタイリスト
のジューン・アンブローズ氏。掛け
ているエキセントリックなデザイン
のサングラスは、二人のコラボレー
ションモデル。二人揃えばテンショ
ンマックスで、このノリである。

POP UP! Coming
使い捨てたキャンディの包みやビニールのショップバッグ
を使い、インド伝統の織物や皮革を使わないサンダルや
バッグに昇華する Love Is Mighty のポップアップストア。
デザイナーのモニシャ・ラジャ氏もセリマと親交が厚い。
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左上から時計回りに／ 19 世紀の職人が、す
べて手作業で作ったフォールディンググラ
ス。素材はゴールドやシルバーが用いられて
いる／個人的に一番好き、だというブランド
はペルソール。そのヴィンテージコレクショ
ンは特に膨大なストック量を誇る／プリミ
ティブな眼鏡に使われ、後に嗜好品として作
られた鼈甲フレーム。ワシントン条約により
流通が禁じられた今となっては幻と言える
／本物のクジャクの羽や葉脈などを封じ込
めたアセテート生地のサンプル。小さなア
トリエで創られる、デコラセという生地メー
カーのもので最近セリマのお気に入りだ／
NBA プレイヤー、ラッセル・ウェストブルッ
ク氏とのコラボを示す、
サイン入りのケース。
あまりの人気に完売してしまい、現物は拝め
なかった／アセテート素材が台頭する以前
に代表的なプラスチックフレーム素材に使
われていたオプチル製のアイウェアはクリ
スチャン ディオール謹製。冒険的なデザイ
ンは 60 ～ 70 年代でドイツ製、とある

眼鏡の過去と未来が地下室にあった。
ソーホー、ノーホー、ウェストヴィレッジ、

ヴされている。中には禁制品となる以前の鼈甲

マディソンのN.Y.エリアに加え、西の前哨基地サ

フレーム、果てはアメリカンアイウェア創生期

ンタモニカと彼女のルーツでもあるパリに、セ

の1800年代に創られたゴールドやコインシルバ

リマオプティークは展開する。ノーホーのBOND

ー製アンティークフレームも所有するなど、博

7はそれらを総括するヘッドクォーター。ブティ

物館級のお宝までを網羅する。セリマのヴィン

ックスペース奥の地下へと伸びる階段に手招き

テージコレクションは、ファッション業界にも

される。「見せたいものがあるの」と降りたそこ

広く知れ渡っており、トム・フォードやマーク・

はアトリエスペース。カラフルなインテリアや

ジェイコブスといった著名デザイナー本人がイ

アート作品、ファッションやジュエリー、アイ

ンスピレーションを得るために、買い求めに来

ウェアにまつわる書籍がギッシリ詰まった書庫、

ることもしばしば。もちろんその煌びやかな意

そしてお気に入りのヴィンテージアイウェアが

匠、カラフルな色彩、あるいは質実剛健さはセ

大きなデスクを囲むように配置されている。こ

リマ自身のブランドにも大いなる想像力やヒン

こはより親密な友人や長い付き合いの上顧客が

トを与えてくれている。大胆なカラーリングや

くつろぎながら商談するスペース。いうなれば

ヌーヴェル・バーグを想わせる美しいデザイン

セリマの秘密基地だ。さらに階段は下へ。簡単

が彼女のコレクションから漂うのは、これら膨

にいえばストックルーム、なのだが保管されて

大なヴィンテージアーカイヴがあっての所業だ

いるものを考えると“宝物殿”ともいえるような

ったのだ。そんな彼女のクリエイティビティや

空間だった。

ホスピタリティに魅せられた著名人（＝そして

「今でも集めているヴィンテージは世界中に買

もちろん友人である）も数知れず。取材中に現

い付けに行くのよ。もちろん日本にも」。いくつ

れた敏腕スタイリストのジューン・アンブロー

も並んだ引き出しを開けると“RATTI”の刻印が入

ズ氏やNBAプレイヤー、ラッセル・ウェストブ

ったオールドペルソールやボシュ＆ロム時代の

ルック氏とは親交からコラボレーションにまで

レイバン。’60 ～ ’70年代と思しき攻めたデザイ

発展している。アイウェアの過去と現在、そし

ンのクリスチャン ディオールやスペシャルメイ

て未来。そのすべてが凝縮された地下室はセリ

ドのカルティエなどが半端ない物量でアーカイ

マの脳幹であり胎内でもあった。
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SHOP INFO
7 Bond Street
New York, NY 10012
Contact: bond07@selimaoptique.com
Phone: +1.212.677.8487
Monday–Saturday: 11:00am-7:00pm
Sunday: 12:00pm-6:00pm

www.activisteyewear.com

urban life need more...

ACTIVIST

A interview with Mark Creg
Founder of Activist Eyewear Ltd.

左上から時計回りに／ York Street 駅から歩く／多様な人
種で形成される街ゆえ、食文化も多様だ／ダンボエリア
を象徴する古い路地／マンハッタンとの往来は地下鉄が
一番／パークスロープエリアの “ ボゴタ・ラテン・ビスト
ロ ” でランチ／テラスでの一休みはサングラスが必須／米
最古の吊り橋、ブルックリンブリッジからマンハッタンを
望む／製造業が盛んな時代、トラックに荷積みしやすいよ
う、アーチを高く造ったレンガ造りのビル／歴史地区とし
て保存されているダンボには古い石畳や引き込み式の線
路が残る／アクティブにブランドを運営するマーク。

ブルックリンという街が必要とするもの。

Vos-Special Issue : 02
Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : 中島正貴 Masataka Nakajima
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その日は休日でYork Street駅に電車が来ると

多くの人が行き交う。この地で誕生したブルッ

れてマンハッタンの会社に出勤したり、自転車

沢山の観光客を吐き出した。平日はこの流れが

クリン・ドジャース（現ロサンジェルス・ドジ

で街を疾走したり。仲間と食事やカフェに出掛

逆流し、人々はマンハッタンを目指す。ブルッ

ャース）も、互いにドッジ――避けながら歩く

けたり。ブルックリンの日常はいつもアクティ

クリンはかつて海軍工廠を中心に製造業で栄え、

地元民の愛称から命名された。マーク・クレイ

ブなんだよ」と行きつけのレストランでタコス

工場や倉庫がひしめき合う下町的な活気に満ち

グ氏（以下敬称略）もドジャースよろしく人の

を頬張りながら捲し立てる。
「都市生活者に必要

溢れた街だ。製造業が衰退した後も、家賃の安

波を縫うように歩いてやってきた。彼はブルッ

なアイウェアって何だろう。その閃きがブラン

さから芸術家が住み着くことで付加価値が上が

クリン発のユニークなブランドのデザイナーで

ドの始まりだったんだ」
。“アクティビスト アイ

り、また都市再編で観光地化したことで、今も

あり、代表を務める男だ。「満員の地下鉄に揺ら

ウェア”。そのクインテッセンに触れてみよう。
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都市型アイウェア。その新しいカタチ

1st Generation
記念すべきファーストモデルは 2010 年の創業
に因み「10.01」と名付けられた。βチタンの
テンプルにインジェクションでプラスチック
とラバーを装備した、フィット感高い 1 本。

2nd Generation
テンプル芯にステンレスを採用し、折りたため
る仕様としたセカンドジェネレーション。キー
ホールブリッジ仕様のピースリーに、オリジナ
ルの偏光レンズを標準装備している。

urban life need more...

ACTIVIST

New Generation
テンプルエンドが二又に分かれ、そこをグリッ
プゾーンとした MINI-SPLIT テンプル仕様。こ
のサードジェネレーションは既存のモデルよ
り主張が抑えられ、気負わず掛けられる。

20 Grand Ave #601 Brooklyn, NY 11205

Packaging

SPLIT-FIT テ ン プ ル の デ ザ イ
ンをイメージした専用ケース
と、マイクロファイバー製のセ
リート、グラスコード、と付属
品が充実。シリアルナンバーを
マーク本人がスタンプした、パ
スポート型のマニュアルブッ
クレットも遊びが効いている。
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左上から時計回りに／出荷前に再度、厳しく検品する／テンプルに刻まれた通し
番号をスタンプ／付属するハンカチのパッケージに日本語が ! ／専用ペーパー
に包んで丁寧に梱包／通し番号のステッカーをパスポートとボックスに添付／
スタジオ内のストックヤード。以上の作業はマークがすべて行っている。

クリエイテッド・イン・ブルックリン
「ここブルックリンでは自転車に乗る人がとて

で耳やこめかみに掛かる力を分散させ、かつ頭を

も多いんだ。通勤はもちろん古い街並みを軽快に

包み込むようにシッカリとホールドする設計。マ

流したり、ブルックリンブリッジを渡って対岸の

ークはそのテンプル構造をウェリントンやピー

マンハッタンまでサイクリング、という人もい

スリー（ボストン）
、サーモントブローといった

る。サイクルジャージ姿でストイックに走る人ば

クラシックなデザインと、ごく自然に融合したの

かりじゃない。夏はリネンのシャツにハーフパン

である。ブランドを立ち上げたのが2010年。ち

ツ、冬はツイードやウールのコート。そんな思い

ょうどファッション界ではN.Y.を中心に、トム・

思いのファッションで走るお洒落な人を多く見

ブラウンがアメリカントラディショナルを再構

かけるんだ。でもスタイリッシュなバイクライフ

築し、一方でRRLが提唱するヘリテイジスタイル

にハイカーブのスポーツサングラスではミスマ

が確たる地位を築き、デニムやツイードといった

ッチだよね。それにさっき話したけれど、徒歩だ

オーセンティックなファブリックのワードロー

って駅まで走ったり階段を上り下りしたり、と休

ブが再認識された時代。その潮流とアクティビス

日に限らずビジネスアワーも都市での生活は結

ト アイウェアのネオクラシック感とが共鳴し合

構アクティブなシーンが多い。東京も同じだよね

った、と言えるだろう。また当初から各モデルに

? となれば激しく動いてもズレない、それでい

オーセンティックなパターンのマイクロファイ

て長時間掛けていても疲れないという機能と、フ

バー製セリート（眼鏡拭き）が付属し、ポケット

ァッションとの親和性が高いデザインであるこ

チーフとしてさりげなく持ち運びができる、とい

とも都会を生きる人のアイウェアに求められる

うギミックもファッションとの強い結びつきを

要素だと思ったんだ」
。

感じさせる。そして今、さらに“MINI-SPLIT”テ

こうしてマークが導き出した答えが、アクティ

ンプルという新たな構造が加わり、より自然なル

ビスト アイウェアなのだ。そのデザインマナー

ックスのスタイルも展開している。
「クリエイテ

は実にユニーク。何しろテンプルが途中から二又

ッド・イン・ブルックリン」
。今も町工場の佇ま

に分かれているのだ。“SPLIT-FIT”テンプルと名

いを残すエリアにスタジオを構える、小さなロー

付けられたそれは、テンプルを二又に分けること

カルブランドの挑戦は続いている。

15-VMJ

Activist Eyewear Ltd.
https://www.activisteyewear.com

東京インスピレーション。

もう秋だというのに汗ばむ陽気の10月の末、

BARTON PERREIRA IN TOKYO

彼女は東京にいた。パティ・ペレイラ氏(以下敬
称略)は、長年ビジネスパートナーを組むビル・
バートン氏とともに「バートン ペレイラ」を手
掛けるアイウェアデザイナーだ。実のところ、
パティは世界中を旅するのが好きで、中でも東
京が大のお気に入りだという。今年の5月、彼女
の留守中に（その時も旅に出ていた）こっそり
お宅を訪ねた時も、リビングには日本人アーテ
ィストのフィギュアやハローキティの縫いぐる
みが鎮座していたことを思い出す。
「東京はとても多くのインスピレーションを受
ける街。中でも渋谷・原宿界隈はさまざまなフ
ァッションを楽しむ人たちが集まるカオスだし、
今回は銀座で生け花の個展を訪ねたんだけど、
とても素敵で息をのむ美しさだったわ。東京は
とても心地良い場所。このフィーリングを写真
の中に閉じ込めたかったのよ」と、話してくれた。
確かに彼女のクリエイションはクラシックをデ
ザインマナーとしているが、そこに感じるある
種のモダニズムはその土地のリアルなカルチャ
ーから拾い上げているのか。「私は身の回りにあ
る、あらゆる事物にインスピレーションを受け
るの。それはひとつの嗜好に偏らず、とても振
り幅が広いのよ」。今回の東京トリップでパティ
は何を感じ、同デザインへと落とし込むのか。
それがステレオタイプなオリエンタリズムでな
いことだけは間違いないだろう。

Words : 實川 治徳

Harunori Jitsukawa

Photography : Jorgen Axelvall
(サンライズ ☎03-6427-2980）

=

現実+空想

東京

バートンペレイラ

in
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#VASHON

#SOL MATE

2017年秋に発表したコレクションは勇敢にも

こちらも2017年秋に発表されたコレクション

抵抗し時代を築いた人々へのオマージュがテ

の中からパティがピックアップしたお気に入

ーマだ。このチタン製のダブルブリッジ・サ

りの1本。ロマンティシズムと無重力感を表現

ングラスは、1960年代のロンドンを闊歩した

したデザインは、リムレスで大胆なカッティ

モッズをイメージしたモデル。ヴィンテージ

ングのレンズが特徴。このレンズは同モデル

のメタルフレームのデザインを基にしながら、

のために特別に誂えたナイライト製。浮き上

アメジストやエメラルド、サファイアといっ

がって見えるテクスチャは、革新的な3Dプリ

たジュエリーをモチーフにしたカラーレンズ

ンティングプロセスによるものでスネークス

をセットしたラグジュアリーな1本である。

キンのパターンを表現。

「Vashon」価格：各5万円

「SOL MATE」価格：各6万8000円
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Cherry Jerrera's

Tokyo
FASION
Geek
Words & Styling : チェリー・ジェレーラ Cherry Jerrera
Photography : 深谷 亘 WATARU FUKAYA

色彩を纏ったある日のギーグ
Cherry's Profile
日本ではファッション誌「ELLE」スタイルインサイダーとし
ての顔と、スペインではアーティストとしての顔を持つ。書道
や日本舞踊など日本文化にも精通する Cherry 氏は、アイウェ
アへの造詣も深い。今回のスタイリングディレクションでは "
メガネを通して見る私のカラフルな世界 " を自身の詩と共に手
掛けてくれた。来年春に、自らが綴る詩と書の個展が開催予定。

https://www.instagram.com/cherry.jerrera/
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Eyewear / GROOVER SPECTACLES

Eyewear / Selima Optique

ファーコート ：FRANCK JOSEPH BASTiLLE PARiS (CPCM)
ワンピース ：私物
指輪 ：Bonny Chic

ワンピース ：CHIKA KISADA
ジャケット ：kei shirahata (styling/)
靴 ：SUTAR MANTELLASSI
バッグ ：Kate Spade

VMJ-20
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自
”分を壊して経験する。
私たちは折れてしまいます。

Pink

私たちは壊してしまいます。

私たちは選択しています。 ”
秋にだけ見れるドラマチックな黄色は儚さがあって、それは私たちのようです。

制
”限された中の無制限な遊び ”
素材の違いや形、バランスや同じピンクでも違うトーンのピンク、魅せる面積をピンクな気分で遊びたい。

Yellow

Green

Eyewear / THIERRY LASRY

ジャケット：G.V.G.V
アクセサリー：uno de 50

老
”いは誰もが通る道
成長は選んだ人が通る道 ”
真剣に遊びに取り組む姿勢が私を成長させてくれます。

守
”ってきたガラス
生きてきたカオス
見つめ直す
開き直す “
思いは切り刻まれて胸は張り裂けても街のノイズで眠りたい、
この落下を限りなくやさしく両の手で受け止めよう。
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Eyewear / MATSUDA

Black

Glasses
&Watch
Watch Selection by ZENMAIWORKS

Glasses

アイウェアと腕時計は、どちらも日常生活に
おいて身に着けるものであり、用途に見合う

BARTON PERRIERA

機能性を問われることはもちろん、スタイリ

BLACKFLYS

ングや素材感などファッションの一部として

CUTLER AND GROSS

の魅力を持つ面でも共通しているものだ。そ

GROOVER SPECTACLES

のようなことを理解していながらも、上手な

LUNOR

コーディネートをすることはなかなか難しい

MATSUDA

ものでもある。そこでここでは時計修理をメ

METRONOME

インに手掛け、ハイエンドモデルからエント

SCHOTT

リーモデルまで世界中のあらゆる腕時計に対

STEADY

して造詣の深い、ゼンマイワークスの佐藤努

THE BARRACKS

氏によるアイウェアから考えるマッチングの

TONY SAME

良い腕時計をセレクトし紹介する。

YUICHI TOYAMA
Watch
ALPSOLUTE
CLERC
DAN HENRY
FORTIS
I.T.A.
LeCoultre
LOCKMAN
PAUL PICOT
ROLEX

Dr. Tsutomu Satoh

SINN
WATCHMAKER MILANO

時計の修理とカスタムを中心に手掛けるゼンマイワーク

ZEITWINKEL

スCEOの佐藤努氏。高いスキルとセンスの良さを慕われ
世界中にファンを持つ。同社が日本総代理店を務めるジ
ュネーブのブランドAlpsoluteとのダブルネームモデル
を準備中だ。
株式会社ゼンマイワークス
東京都中央区八重洲2-11-7 一新ビル 2F

Words : 小松 男 Dan Komatsu
佐藤 努 Tsutomu Satoh/Zenmaiworks
Photography：小松 男 Dan Komatsu (Portrait & Watch)
石河 正武 Masatake Ishiko (P33-Glasses)

☎︎03-6262-3889

www.zenmaiworks.jp
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MATSUDA

with 小森万夢（HOMEDICT STAFF）

METRONOME

2871H は 1990 年発売の伝説的なモデルであり、
matsuda のヘリテージコレクションとして現代的
なマテリアルやカラーにアップデートされた。特
徴的なフロントのデザインが唯一無二の存在感を
放つ。

with 常田大希（King Gnu / PERIMETRON）

イギリスで 2017 年にデビューを果たした、BISEI IWAMOTO が
デザインする METRONOME。昔と現代のデザイン、音楽を融
合させたアイテムは世界中のファッショニスタから絶大な支持
を受けている。
Model：PHYSICS
Price：OPEN PRICE
お問い合わせ：株式会社 7&4
☎ 03-6451-0355

Model：MATSUDA / 2871H
Price：7 万 1500 円
お問い合わせ：マツダアイウェアジャパン
☎︎ 0776-43-9788

ROLEX / バブルバック

強い意志と女性らしさが同居する小森さんと存在感のあるアイウェア。組み合わせたのはヴィンテー
ジの ROLEX。'30 〜 '40 年代のバブルバックは現代の時計と比べて小振りですが、明らかに他人とは
違う個性を感じさせます。

型番：Ref.3135 素材：SS ケースサイズ：31.5mm
ムーブメント：自動巻 防水性：ヴィンテージ品の為、非防水
Price：70 万円 お問合せ：Watch CTI ☎ 03-3563-0507

SCHOTT

with 茂谷弘毅（8UP STAFF）

100 年以上もの歴史を持つニューヨーク
のレザージャケットブランド「Schott」
と、東京の伝統的な眼鏡製法を受け継ぐ
「GYARD」が手を組んだ日米クラフトマン
シップのコラボレーションモデル。
Model：HENRY
Price：2 万 6000 円
お問い合わせ：有限会社スクランブル
☎ 044-933-3566

Alpsolute / ALPS 48mm
型番：A-CHR-48-CRB-STL-BLK-DMD
素材：SS 2.40ct
ケースサイズ：48mm
ムーブメント：自動巻
防水性：5 気圧
Price：98 万円
お問合せ：ゼンマイワークス
☎ 03-6262-3889

老舗のレザーウェアブランドがリリース
するアイウェアは古典だけでなくアバン
ギャルドとも言えるファッションにすら
迎合する。それを具現化する茂谷さんな
ら、男性が否定しがちなダイヤ巻きの時
計もしっくりと馴染みます。
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LOCMAN / MONTECRISTO
型番：0544C09S-CRCBWHSR 素材：Carbon Fiber
ケースサイズ：41mm ムーブメント：自動巻 防水性：10 気圧
Price：27 万円 お問合せ：LOCMAN JAPAN ☎ 03-6264-5552

多様な音楽に触れ、新たな音楽を生み出す常田さんと、かつて世
界を旅する事で誕生したアイウェアとなれば、常識に囚われない
新たな素材への挑戦と、積極的に新たなデザインへの提案を目指
す LOCMAN がお勧めです。
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tony same

with あすか（STYLIST）

鮮やかなブルーにオレンジとパープルが覗く生地を用いた、
アセテートライトの新作。特徴である最薄部 1mm のリムは
そのままに、ハーフリムにすることで約１２％の軽量化に成
功。すっきりとした印象を持つ。

BARTON PERRIERA
with 野口甲介（BLUEY SALES & PR）

デザイナーの Patty がジョニー・デップ好きで
毎シーズン必ず彼の演じた役名の名を持つモデ
ルを発表する。WILMOT は『Libertine』という
映画の中で演じたジョン・ウィルモットをイ
メージしている。

Model：TS-10528-248
Price：3 万 4000 円
お問い合わせ：トニーセイム ジャパン
☎︎ 03-5954-3670

Model：WILMOT /LOT
Price：4 万円
お問い合わせ：サンライズ
☎ 03-6427-2980

WATCHMAKER MILANO / Meneghino
型番：WM.0BC.05 素材：SS ケースサイズ：37mm ムーブメント：クオーツ
Price：2 万 4 千円 お問合せ：一新時計 ☎ 03-6854-5800

防水性：5 気圧

ある意味モデルさんよりもファッションに対してアクティブなイメージのあすかさんには『ミラノっ子』の意味を持つ『メネギーノ』を。
ダイバー系では小振りで、また白文字盤は様々なファッションとの相性も良好です。

LUNOR

with 青木志門（JOURNAL STANDARD PRESS）

ミニマルで端正なデザインの一山式タイプ。その中でもオク
タゴン（八角形）の mod.11 は小ぶりなサイズ感でクラシカ
ルな印象を持ちつつも、その特徴的な玉型で抜きん出た個性
を放つ Lunor らしい逸品。

FORTIS / Official Cosmonauts Chronograph
型番：Ref.638.10.11M
素材：SS
ケースサイズ：42mm
ムーブメント：自動巻
防水性：20 気圧
Price：34 万円
お問合せ：ホッタ
☎ 03-6226-4715

Model：IIJ Mod.11 / GP
Price：5 万円
お問い合わせ：グローブスペックス エージェント
☎︎ 03-5459-8326

ZEITWINKEL / 273°
型番：None
素材：SS
ケースサイズ：42.5mm
ムーブメント：自動巻
防水性：5 気圧
Price：135 万円
お問合せ：ゼンマイワークス
☎ 03-6262-3889

上品なアイウェアとマッチした
ファッションの青木さんには極めて
清潔感のある印象を受けます。そこ
で合わせたいのは ZEITWINKEL。中
でも 273°
はバウハウスの要素も取り
入れたクリーンな佇まいでイメージ
にピッタリです。

普遍とも言える上質なモノトーンで纏めたス
タイルの野口さんには、1 世紀を超える歴史を
有しつつ、ロシア連邦宇宙局の公式装備品でも
ある実力派の時計を選びました。普遍かつ語る
事ができる時計は意外と少ないものです。

VMJ-28
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Sinn / EZM3
BLACKFLLYS OPTICAL CO.
with 増田絵莉香（DESIGNER）

型番：603.010 素材：SS ケースサイズ：41mm ムーブメント：自動巻
防水性：50 気圧 Price：33 万円 お問合せ：ホッタ ☎ 03-6226-4715

クラシックなクラウンパントシェイプのフレーム
に太めのストレートテンプルが無骨ながら知性的
な印象を受けるモデル。Blackflys の新展開オプティ
カルラインはタキロン社の生地を使用し国内で生
産されています。

『開放的な気持ちと新たなチャレンジ』そんな時には世界中でその道のプロッ
フェショナルに愛されている Sinn を。中でも EZM3 はストイックな気持ち
を決して邪魔しない優秀なパートナーとなるのではないでしょうか。

Model：MARTIN / BLACK
Price：2 万円
お問い合わせ：カロッツェリアジャパン
☎︎ 03-3863-5786

LeCoultre
素材：14KYG 8P
ケースサイズ：26mm × 36mm（ラグ含む）
ムーブメント：手巻
防水性：非防水
Price：24 万円
お問合せ：Watch CTI
☎ 03-3563-0507

カチッとしたアイウェアと増田さんには、
'50 〜 '60’ 年代のヴィンテージ・ルクルト
を選択。アメリカ仕様なので『JAEGER』
の表記はないですが、実用的な 14 金のケー
スと 8P のダイヤモンドが華やかです。

CUTLER AND GROSS
with 白川悠衣（FASHION MODEL）

キャットアイデザインが CUTLER AND GROSS
らしさを引き立たせたモデル。フロントの厚さ
に上下差をつけることでラインをより美しく
仕上げており、生地を薄くすることで主張しす
ぎない仕上がりとした。
Model：1021/CNB
Price：4 万 2000 円
お問い合わせ：サンライズ
☎︎ 03-6427-2980

GROOVER SPECTACLES
with 大久保聡志（CAPTAINS HELM CEO）

TOKYO EYEWEAR STYLE を 標 榜 す る
GROOVER SPECTACLES の 人 気 モ デ ル
「DOLL」
。鯖江よりも古い歴史を持つ、東京
の伝統的な製法に則って GROOVER の自社
工場「GYARD」から生み出されている。

I.T.A. / Gagliardo veloce

Model：DOLL
Price：2 万 8000 円
お問い合わせ：有限会社スクランブル
☎︎ 044-933-3566

型番：Ref.24.00.04
素材：SS
ケースサイズ：40mm
ムーブメント：クオーツ
防水性：5 気圧
Price：5 万 6 千円
お問合せ：一新時計
☎ 03-6854-5800

女性らしいデザインのアイウェアは白川さん
をより知性的に感じさせます。そこであえて遊
び心を取り入れつつ、女性らしさをキープする
アイテムとして選んだのは『ガリアルド・ヴェ
ローチェ』
。興味深い選択だと思います。
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GLASSES BRAND INDEX
DAN HENRY / 1939
THE BARRACKS

with 石崎威（UNITED ARROWS SALES PARSON）

素材：SS
ケースサイズ：41mm
ムーブメント：クオーツ
防水性：5 気圧
Price：2 万 8 千円
お問合せ：コンティニュエ エクストラ・スペース
☎ 03-3792-8979

1960 年～ 70 年代にかけて盛んだった反戦運動を
担ったヒッピーや、ウッドストック・コンサートで
かけられていたフレームをイメージ。アンティーク
な質感にこだわりメッキと酸化処理を何重にも施し
た風合いが特徴。
Model： THE IRONSIDES / C1
Price：3 万円
お問い合わせ：グローブスペックス エージェント
☎︎ 03-5459-8326

MATSUDA
Price：7 万 1500 円
Info：マツダアイウェアジャパン
☎︎ 0776-43-9788

SCHOTT

アイウェアと共に柔らかな印象の安田さんには、
あえて挑戦的なセレクトをしてみました。女性に
は大振りと感じられるケースですが、重量も厚み
も抑えられ、顔が端正という事もあって、違和感
なく使って頂けるでしょう。

Price：2 万 6000 円
Info：有限会社スクランブル
☎ 044-933-3566

METRONOME
Price：オープンプライス
Info：株式会社 7&4
☎ 03-6451-0355

Paul Picot / NEW TECHNICUM
型番：Ref.P3813.SG.1021.1601
素材：SS
ケースサイズ：40mm
ムーブメント：手巻
防水性：5 気圧
Price：60 万円
お問合せ：一新時計
☎ 03-6854-5800

BARTON PERRIERA
Price：4 万円
Info：サンライズ
☎ 03-6427-2980

アンティークなイメージのアイウェアと石崎さん。そのスタイルに合わせ
て見たかったのは手巻きのクロノグラフ。しかも『手巻』
『クロノグラフ』
のキーワードから想像しがちなマニアックさとは対照的なセレクトです。

tony same
Price：3 万 4000 円
Info：トニーセイム ジャパン
☎︎ 03-5954-3670

LUNOR
Price：5 万円
Info：グローブスペックス エージェント
☎︎ 03-5459-8326
YUICHI TOYAMA.

with 石崎圭翼（FASHION MODEL）

YUICHI TOYAMA. を象徴する「ダブルダッチ」シリーズは
日本のみならず海外に置いてでも評価が高い。2016 年に
ローンチされてからシーズン毎にレンズシェイプのバリ
エーションを増やし続けている。

BLACKFLLYS OPTICAL CO.
Price：2 万円
Info：カロッツェリアジャパン
☎︎ 03-3863-5786

Model：U-068W
Price：3 万 8000 円
お問い合わせ：アトリエサンク
☎ 03-6407-0990

CUTLER AND GROSS
Price：4 万 2000 円
Info：サンライズ
☎ 03-6427-2980

GROOVER SPECTACLES
Price：2 万 8000 円
Info：有限会社スクランブル
☎︎ 044-933-3566

Clerc / HYDROSCAPH H1
型番：Ref.H1-1.1.1
素材：SS
ケースサイズ：48mm
ムーブメント：自動巻
防水性：50 気圧
Price：67 万 8 千円
お問合せ：一新時計
☎ 03-6854-5800

ハードになりがちなファッションを綺麗に
纏められ、清潔感すら漂っている石崎さん。
そのスタイルを壊さないアイテムとして、
ダイバーとしてのスペックを備えつつデザ
インの優れたスポーツウォッチは最適だと
思います。

STEADY
with 安田萌（haconiwa EDITOR）

THE BARRACKS
Price：3 万円

STEADY の定番ソフトフレーム。ラ
ウンドに近いボストンシェイプで
チタンメタルリムとアセテートリ
ムのジョイントが特徴。テンプル
はロングモダン仕様になっており
軽量化に優れている。メタルフレー
ムのシャーリングゴールドとソフ
トリムとロングモダンのブラウン
デミとのカラーバランスも良い。

Info：グローブスペックス エージェント
☎︎ 03-5459-8326

YUICHI TOYAMA
Price：3 万 8000 円
Info：アトリエサンク
☎ 03-3780-1200

Model：STD-07 / C-8
Price：2 万 8000 円
お問い合わせ：ステディ
☎ 03-5787-8371

STEADY
Price：2 万 8000 円
Info：ステディ
☎︎ 03-5787-8371
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QBRICK

変わらない姿勢と止まることない進化。
力強いフォルムやデザインを持つQBRICKブラ

QBRICKは音楽、映画をはじめ、あらゆるアー

ン ド が こ の 世 に 誕 生 し た の が2007年 の こ と。

トシーンや、人とモノが繋ぐライフスタイルな

2017年は10周年というアニバーサリーを迎え節

ど様々なものからインスピレーションを受けて

目の年となった。機能性もファッション性に関

ア イ ウ ェ ア に 落 と し 込 ん で い る。【2001 A

しても様々な要素を持つアイウェアが世に溢れ

SPACE ODESSEY】で猿たちが異質で異様な存

かえる昨今において、QBRICKがプロデュースす

在感に慄きながらも触れた漆黒のモノリスから、

るアイテムは単なる視力矯正器具である前に、

英知を授かり知恵を持つ人間へと進化して行っ

そのアイウェアそのものに魅力を持たせたもの

たようにQBRICKのモノ＝アイウェアを手にした

であり、創業から現在までモノ創りへの余念な

人々にも新しい世界をもたらすようなイメージ

きこだわりの姿勢は一貫して変わらないものが

を抱きながらプロダクトを創造しているのだ。

ある。QBRICKが手掛けるアイウェアデザインは

今期はEssential＝抽出をテーマにボディをそ

知的でありながらも大胆なインパクトを備え、

ぎ落とし、薄く、軽く、掛けやすいアイテムへ

目にする人の心に刻まれるようなものであり、

と進化させた。変わらない姿勢と、とどまるこ

多くの人が手に取りたいという欲求に駆られる

との無い進化、QBRICKは10年先を目指し素敵

珠玉のプロダクトばかりだ。

なアイウェアを生み出し続ける。

Words & Photography : 小松 男 Dan Komatsu
Special Thanks：Triple Q
大阪市中央区常盤町1-2-12ユニオン谷町ビル201
☎︎06-6755-4082
http://www.qbrick.jp

上から、
BTY03ES4 ／ 2 万 4000 円
BTY55ES3 ／ 2 万 4000 円
BTY48ES3 ／ 2 万 5000 円
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timeless eyewear designs

アイウェアに封じ込めたスノーリゾートの心象風景

目を閉じて想像してみてほしい。一切の文明

なんだ」。デザイナーのロバート・マーク氏がそ

を拒絶するかのような荒々しい岩肌と針葉樹が

う語るように、生み出されたアイウェアの数々

屹立し、白銀のヴェールを纏った険しい山脈。

は自然が織りなす雪・氷・太陽・生命力に溢れ

意を決してその奥深くに分け入ると、お伽噺に

たいきものの造形や色彩、そして質感が封じ込

出てくる幻想的な街がだしぬけに現れる。コロ

められている。またアメリカファッション界の

ラド州アスペンは、世界屈指のスキーリゾート

権 威、CFDA（Council of Fashion Designers of

地として人々の心を惹きつける。もちろんゲレ

America=アメリカファッション協議会）の委員

ンデやインフラが充実しているというだけでは

メンバーもある氏は、常にファッションやライ

ない。歴史深く格式の高いホテルや高級ブティ

フスタイルとアイウェアを調和させるヒントを

ックが立ち並ぶ目抜き通り、レンガや石造りを

与えてくれる。「僕はスキーヤー達が様々な色や

基調とした建物……。古き佳き時代を想わせる

素材を重ねて、これまでと違う新しいスタイル

街の景観は訪れる者に、極上の非日常を振る舞

を創り出す姿にインスピレーションを得たんだ。

ってくれる。N.Y.を拠点とし、アイウェアを通し

モダンなスタイルの鍵となるのは、クリエイテ

てラグジュアリズムを唱えるブランド、ロバー

ィブに重ね着をすることだよ」。ノルマのように

ト・マークは今季のコレクションテーマとして、

観光地の写真をSNSにアップするだけの慌ただ

かの地に座標を絞った。「アスペンとはひとつの

しい旅行より、上質な服を重ね着してその土地

幻想であり、また考え方――ひとつのクオリテ

だけがもつ自然や街の情景を五感で楽しむ旅を。

ィ・オブ・ライフであり、モダンラグジュアリ

そんな優雅なバケーションの伴侶に選ぶべきア

ーと最高のアウトドア体験を組み合わせたもの

イウェア。その答えはもう見つかったはずだ。

Words : 實川 治徳

Harunori Jitsukawa

Photography : 石河 正武

幻想。あるいはクオリティ・オブ・ライフ

ROBERT MARC

❶

1 ＿白樺や薄曇りの空、コテージの落ち着いた調度品……。アスペンの雪景色を現代
的かつ洗練されたメンズモデルに。
「Mod.883 Col.351 Aspen Grey」4 万 1500 円 2 ＿
カラー名にある通り、ブラックダイヤモンドがもつ上質で気品に満ちた色をロバート・
マークの色彩感覚で、高級感漂うブラックで表現したウィメンズ。
「Mod.882 Col.344
Black Diamond」4 万 1500 円 3 ＿アスペン以外のコレクションも充実。人気のコンビ
サングラスに高級感溢れる新色が加わった。
「Mod.780 Col.399」5 万 4000 円 問グロ
ーブスペックス エージェント☎ 03-5459-8326

NE W YORK
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❷
❸

Masatake Ishiko

狂おしいほど大胆な造形美

www.kuboraum.com
Words & Photography : 小松 男

Dan Komatsu

東京ビッグサイトで開催された国内最大級のアイウェア展示会
IOFT にも出店したクボラム。イベントに合わせたニューアイテム
も持ち込まれた。独特な造形美が見る者を魅了する。

その強烈なインパクトから、多方面で話題となっ

ったということでしょうか。子ども時代のことや現

は色々な表情を持っていますが、それを出しきれて

ているアイウェアブランド『KUBORAUM（クボラ

在のモノ造りに影響を与えているエピソードなど、

いないように思います。だからその人の持つ潜在的

ム）
』
。 デ ザ イ ナ ー 兼 ア ー テ ィ ス ト で あ るLIVIO

お二人の過去や性格についてもお聞かせください。

な部分を表現できるMASK（眼鏡）を造り上げるよ

GRAZIOTTIN(リビオ)とコミュニケーション/マーケ

うに心がけています。

ティングディレクターを務め人類学者でもある

セルジオ：性格的には私はどちらかというと活動的

SERGIO EUSEBI（セルジオ）の両名によって2012年

であり、リビオはおとなしく絵を描いたりするのが

VM：クボラムのアイテムはイマジネーションを掻き

にベルリンで設立したクボラムは、ベルリンをベー

好きという感じで真逆なのですが、機械やファッシ

立てられるようなデザインを持っていると考えてい

スとしたクリエイティビティとイタリアの伝統工芸

ョンに関してのオタクであるということが２人の共

ますが、どういったものにインスパイアされている

技術とを融合させた今までにないアイウェアを次々

通点となっているのかもしれません。

のでしょうか。

オの両氏から、クボラムの放つ独特な世界観につい

リビオ：モノ造りに対して影響を受けていると考え

リビオ：シンプルな中にも華やかさを持たせたり、ミ

て話を伺った。

ているものには様々なものがありますが、我々２人

スマッチな素材を融合させるなど様々なチャレンジを

の間ではセルジオが旅行、自然、日々の生活などか

行っています。規則と不規則という相対するものを組

Vmagazine（以下：VM）
：奇抜ともいえるような大

らデザインのイメージを膨らませて、そのストーリ

み合わせることで、使う人の本来の姿を引き出せるよ

胆なデザインで日本のミュージシャンやクリエイタ

ーを音楽や写真を使い語ってくれ、私がそれをもと

うなスタイルのデザインをしています。ですから一般

ーなどにも多くのファンを持つクボラムですが、ブ

にラインを引きイタリアの伝統技術に落とし込んで

的に売れるものではないのかもしれませんが、そもそ

ランドの結成に至った経緯を教えてください。

いくという流れがあります。個人的には思想や深層

もクボラムの眼鏡にインスピレーションを受ける人々

心理の追求などにも関心があります。人というもの

に向けたモノ造りなのだと考えています。

と生み出している。キーマンとなるリビオとセルジ

KUBORAUMの世界観
この世には無数ともいえるほどのアイウェアが溢れているが、
その中でもKUBORAUMは際立って前衛的でありアーティス
ティックなデザインを持つブランドだ。見る者を魅了し、手に
取 れ ば 世界が 変 わるほどの 独 特な 求 心力を纏う
KUBORAUMのアイテムが生み出されるバックステージを、
キーマンとなる2人から聞き出す。

リビオ：元々私もセルジオもベルリンを拠点にファ
ッション業界で働いており、古くからの友人でした。

LIVIO GRAZIOTTIN

ドイツ商工会議所がイタリアの伝統工芸技法とベル
リンのデザイン力を融合させブランド化をサポート

デザイナー兼アーティスティックディレクターを務める
リビオ氏。様々な相反するデザインモチーフを、イタリ
アの伝統工芸技術を用いて再現している。眼鏡を通じ内
面を表現する。

する企画を募っており、それに応募して合格したこ
とが発端でした。それがきっかけとなりブランドが
始動、ドイツ政府によって資金やオフィス、フォト
スタジオや直営店などがサポートされ現在のクボラ
ムがあります。私がアーティスティックデザイン部

SERGIO EUSEBI

門を担当し、パートナーであるセルジオがブランデ
ィングやマーケティングを担当しています。

リビオと共にクボラムを立ち上げたセルジオ氏。人類学
者でありクボラムのコミュニケーション / マーケティン
グディレクターとして手腕を振るう。ファッション界へ
の造詣が深い。

VM：クボラムが生まれたのは運命的なタイミングだ

VMJ-38

39-VMJ

Words : 實川 治徳 Harunori Jitsukawa
Photography : 石河 正武 Masatake Ishiko
商品のお問い合わせ：チャムス表参道店
☎03-6418-4834

アイウェアに
愛すべきカツオドリを。
キャンプ場や野外フェスで「チャムス」のリテイナーを見
ない日はない。サングラスからヒョコッと顔を出す姿は実
に愛嬌がある。来年35周年を迎えるチャムス誕生の原
動力となったリテイナーは、アメリカはユタ州のラフティ
ングのリバーガイドが開発した優れモノだ。激しい動きに
外れたサングラスが濁流に飲み込まれるのを何度も経験
し、簡単に長さ調整ができ、サングラスを掛けたまま固
定できるストラップを、と考案。その効果は絶大でカラ
フルなコットン素材と相まって、瞬く間にアウトドア界の
アイコン的存在に。現在ではアパレルやバッグもラインナ
ップするチャムスだが、30年以上も人気が絶えない看板
アイテム。使ってみればその理由がすぐ解るだろう。

サングラス上
ARCHES SUNGLASSES 1 万 2000 円 ( チャムス )
リテイナー
ORIGINAL STANDARD END 各 800 円 ( チャムス )
サングラス下
HELM 1 万 2000 円 (SPY)
お問い合わせ：メガネナカジマ☎ 044-933-1343
チャムスのもう一つの傑作 “ ハリケーントップ ”。1986 年に発表されて
以来のロングセラーで、柔らかい風合いと保温性、リラックスしたシル
エットが人気。7800 円。
CHUMS_ONLINESHOP

CHUMS Japan

CHUMS_OMOTESANDO

CHUMS Japan

chums_japan
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2017 AW COLLECTION

Words & Photography : 小松 男

Dan Komatsu

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
☎︎03-5954-3670

カラフル・トニーセイム
シャープで切れのあるデザインと軽量でこの上ないフィット感を両立
させ、幅広い層に支持されているアイウェアブランド『トニーセイム』。
日常使いに取り入れやすいデザインながら、ファッション性に富んだ
ものでありエレガントなユーザーに向けて新たな提案を行い続けてい
る。2017AWコレクションでは、5ライン、合計82色ものカラーバリエ
ーションを展開。どれも機能とデザインを極限まで追い詰めたハイク
オリティなアイウェアとなっている。
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2017 AW COLLECTION

Cellroid Collection

Metal Blow

デビューモデルのリバイバル
トニーセイムのスタートモデルであるメタルブローがファインチュ
ーニングを受けてリバイバル。細部のクオリティが向上しており、
リブランディングを進めているトニーセイムにあって、ルーツを大
切にしたモデルだ。

体温感知型のノーズパッドの採用や新設計のコマ一体型リガメントの採用など、各部
でブラッシュアップが施された新生メタルブロー。2 タイプ、
計 12 色、
各 2 万 5000 円。

クラシックでありながら機能的
4 タイプ、計 16 色をライ
ンアップし各 3 万 5000
円となる。純チタンのテ
ンプルを採用、ベータチ
タンの板バネは外からは
見えないように特殊加工
されている。フィット感
を出しやすく高い質感を
併せ持つ。

昨シーズンから展開しているセルロイドコレクションの新作。従来モデ
ルと比べて30％薄くされたフロントリムはまさしく極限といえるほどシャ
ープであり、クラシカルな雰囲気のセルロイドフレームでありながらも
新たな表情を持たせている。メタルテンプルは純チタンを採用しつつ、
ベータチタンの板バネを外から見えないように繋いでおり、高いフィッ
ト感と質感を両立させた。豊富なカラーバリエーションもポイントだ。

New Wave Combination

こだわりのデイリーウエア
シンプルなメタルフロントとアセテートテンプルの組み合わせの
ニューウェーブコンビネーションは、ストレスフリーな装着感と日
常で取り入れやすいカラーリングがポイント。どんなステージに
もマッチするスタイルだ。

Acetate Light
ワイヤーカットによって施されたテンプルのカットは縦横両方向への力に柔軟に対応
し、快適なフィット感をもたらしてくれる。4 タイプ、計 18 色、各 2 万 5000 円。

Vertical Acetate Light

極限の薄さを誇る超軽量モデル
垂直方向に極限まで薄く設計し、最薄部の奥行きは2.5ｍｍとい
うバーチカルアセテートライト。剛性面も確保されており、逆ぞり
せず光学的にも安定している。プラスチックならではの質感を楽
しめる超軽量モデルだ。

パターンカラーもハーフリムで際立つ
これまでに26型120種類ものラインナップを展開してきたアセテートライトはトニーセイムを
代表するシリーズのひとつ。正面視1ｍｍ、奥行き6ｍｍの超軽量デザインを残しつつ初の
ベストセラーモデル TS-10502 をベースにフロントデザインのア
レンジや独自のクリングスパーツを採用したりハーフリムモデル
を追加したアセテートライト。3 タイプ、計 18 色を用意。各 3 万
4000 円。

ハーフリムモデルも発表。さらに軽くなっている。柄を持つパターンカラーもハーフリムを採
用することで一層際立っている。2017AWシーズンではより多くのファンに対応することがで

奥行き 2.5 ｍｍという超薄型設計のバーチカルアセテートライト。細かな調整が可能
なクリングスパーツも採用され抜群のフィット感となる。3 タイプ、
計 18 色、
各 2 万円。

きるよう、3型各6色ずつ、合計18タイプを用意した。
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※ 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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