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Desiderando un futuro con la libertà del passato.

Wishing for a future that may afford the freedom we enjoyed in the past.

これからの未来が、以前のように自由を謳歌できる日 で々ありますように。これからの未来が、以前のように自由を謳歌できる日 で々ありますように。



Mug Magazine giunge al numero 30: consideriamo que-
sta uscita come il capitolo conclusivo di un’era.
Il 2020 verrà ricordato come un anno di crisi per molti 
settori, costretti da necessità e da virtù a mettere da parte 
il profitto ed il non essenziale per la tutela della salute 
pubblica. La mancanza di turismo ha già iniziato a pe-
nalizzare quelle che erano le vetrine rinomate delle capi-
tali del mondo. Il cliente occasionale è diventato sempre 
più raro, mentre i rapporti commerciali basati su fiducia 
e credibilità, seppur messi alla prova, sono rimasti basi 
fondamentali per far fronte alle avversità.
Intere reti di distribuzioni internazionali hanno cessa-
to il loro esistere, venendogli a mancare i punti di forza 
caratterizzanti. Nuovo interesse da parte del pubblico è 
nato verso gli acquisti online e le realtà nel territorio, così 
da permettere di vivere un’esperienza diversa da quella 
dello stare in casa. Il retail locale funziona grazie alla col-
laborazione con i propri fornitori di fiducia, i quali han-
no saputo dosare la propria marginalità nel breve periodo 
per favorire una più ridotta distribuzione selezionata ed 
attendibile che ha portato loro un giovamento in stima ed 
immagine. Sinergie vere e radicate e il gioco di squadra 
sono diventati aspetti fondamentali per il successo e per 
far fronte a questo duro periodo.
Nonostante le difficoltà che hanno coinvolto tutti, Mug 
Magazine ci tiene a presentare e celebrare le proprie col-
laborazioni anche quest’anno e rimane con il desiderio e la 
speranza di far fronte alle incognite del futuro anche pen-
sando a come sarà necessario evolversi, stando al passo con 
i tempi e adattandosi di conseguenza con nuovi formati, 
contenuti, dimensioni e forme di comunicazione. 

Mug Magazine’s 30th issue is what can be regarded as 
the closing phase of an epoch.
The year 2020 will be remembered as one that saw 
a crisis spread in many fields of activity, which had 
of necessity to put profits by and non-essential things 
aside for the sake of public welfare. The lack of tour-
ists has already started to penalize the most renowned 
stores worldwide; if occasional customers have virtu-
ally disappeared, yet trust-and-reliability-based busi-
ness relationships, albeit put to the test, keep being 
essential factors in  facing this hardship-fostering age.
Many international distribution networks have ceased 
to exist after they came to lack the strong points their 
activity relied upon. Buyers have been developing a 
new interest in online shopping and local products, 
and have been able to enhance their lives while shut-
in within their homes. Local retailers still manage to 
work thanks to their collaboration with  dependable 
suppliers, who, marginal though they have been  in 
the short run, have managed to provide a reduced but 
select and reliable item supply,  enhancing at once  
their image and renown.
Authentic, well-rooted synergies and teamwork have 
become the basic factors to face this time of hardships 
and to achieve success.
Despite widespread difficulties, Mug Magazine 
prides itself on presenting and celebrating its col-
laborations for the present year, while wishing and 
hoping to be able to face what unknown events  the 
future has in store. Mug’s editorial staff are also de-
voting their energies to plan the Magazine’s updat-
ing and evolution by studying new formats, contents, 
sizes and forms of communication.

EDITORIALE EDITORIAL
第30号のMug Magazineは、いわゆる一つの時代の終焉を

告げる一冊となるのかもしれません。

2020という年は、人類の幸福の為に不要不急な行為は制限

され、必然的にビジネスも一旦停滞を余儀なくされた結果、

様々な分野の活動に危機が拡散した未曾有の年として記

憶される事になりそうです。観光客の大幅な減少は、世界展

開している名の知れた店舗を既に窮地へと追い込み始め

ています。しかしながら、観光客のような一見の顧客が事実

上ゼロになったとしても、信頼の上に築かれた取引関係は、

この困難な時代に立ち向かう為の必要不可欠な要素であ

る事に変わりはありません。

多くの国際流通ネットワークは、業務活動の頼みの綱を失

い廃業へと追い込まれました。バイヤーは、オンラインショ

ッピングと国産品に新たな関心を開拓し続け、人々が自宅

に閉じ籠っている間も生活を豊かにする事が可能となりま

した。このような状況下、地域密着型の小売店は、信頼出

来るサプライヤーのおかげで、なんとか営業を続けられて

います。こういったサプライヤーは、小規模ながらも現状を

鑑み減産に対応し、彼らのイメージや名声を更に高めるよ

うな上質で確かな製品を供給してくれています。

真の固い絆で結ばれた連携とチームワークは、この苦難に

毅然と向き合い、成功を勝ち取る為の基本的要素となりま

した。

世界規模で拡大した受難の中でも、未来に待ち受ける

未知の事態に人類が対処出来るよう願いながら、MUG 

Magazineは本年度もこうして、数多くの協力を得て発刊に

至った事を誇りに思います。MUG Magazineの編集スタッ

フもまた、今後、フォーマット、コンテンツ、サイズやコミュニ

ケーションフォームの見直しを計り、本誌の刷新と発展に尽

力していく所存です。

社説
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WHERE THE HELL
IS MY MUG?
MUGはどこで
手に入るの？
Beside being sent to you by mail,  
Mug Magazine is also distributed in these shops

Mug Magazineは、郵送でお届けする
以外に、下記の記載箇所でも配布されています。

Lazzari (Treviso), Sugar (Arezzo), Penelope 
(Brescia), Biffi Boutique (Milano, Bergamo),  
Top Ten (Torino), San Carlo (Torino), Tessabit 
(Como), 10 Corso Como (Milano, Seoul), 
H Lorenzo (Los Angeles), Mameg (Los Angeles), 
Leclaireur (Paris), Dover Street Market (London, 
New York, Tokyo, Singapore), Lift (Tokyo), 
Hostem (London).
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HOW TO 
SUBSCRIBE MUG

MUGの
購読方法
If you want to subscribe to Mug 
Magazine, send an e-mail to 
info@mugmagazine.com  
with your personal data (full name, 
address and e-mail) or visit the section 
‘subscribe’ on our website. You will 
be sent an e-mail confirming your 
subscription or providing information 
about the nearest distribution point where 
you can get a copy of our magazine.

Mug MagazineMug Magazineの購読をごの購読をご希希望望のの方方は、は、
info@mugmagazine.cominfo@mugmagazine.comまでまで、、住住所所、、
氏氏名、E-Mailアドレスをお送り下さい。名、E-Mailアドレスをお送り下さい。
または、または、Mug MagazineMug Magazine  ホームホームページページ上の上の
''subscribesubscribe''セセククシショョンンよよりり、、必必要要事項を事項を
ごご登登録く録くだだささいい。。後後日日、、登登録録完完了了のの通通知知、、
ももししくくはは、、ああななたたのお近のお近くくののMuMugg MagazineMagazine
のの配配布布先先をご案内いたします。をご案内いたします。



  INDEX
 3 Editorial
 20 European Culture
 24 Khadi
 36 Ballantyne
 40 Kuboraum
 42 Parajumpers
 46 Red Foal
 50 Stivaleria Cavallin
 52 D.D.P. Iconic Brand
 54 Plantation
 56 Cellar Door
 61 Goes Botanical
 64 Aqua Alta
 66 Ma’ry’ya
 74 Dover Street Market Singapore
 78 Acqua delle Langhe
 80 Selected
 83 Polimoda
 92 Camo
 96 Bluetailoring
 98 Helmut Pub
 106 Department 5 
 108 Envelope
 110 Whiteboards 
 112 World Flags Project
 114 Nissan Art Award
 116 Ishu Han
 118 Sachiko Kazama
 120 Soichiro Mihara
 122 Nobuko Tsuchiya
 124 Ei Wada
 126 Japanese Artists
 128 Yamashiro Chikako
 131 Fujii Hikaru
 134 Edda Barbon
 135 Niccolò Argenti
 136 Futurewear by Napapijri
 137 Sabrina Notturno
 138 Grillos
 139 Silvano Sartori
 140 Gianni Panciroli
 141 Takeshi Tamashiro - Francesco Ciabatti

Leather Crown celebrates 10 years 
of success and with that, treats it-
self to a luxury upgrade.  

Leather Crownは、ブランドが順調に

歩んできた10年間を祝し、ラグジュア

リー方向へのアップグレードを行なっ

た。

16
LEATHER 
CROWN

Born as a retail store, Lazzari 
Space keeps evolving urged on by 
its passion and commitment. 

ファッションストアとして誕 生した

Lazzari Spaceは、その熱意と献身によ

って、常に進化をし続けて来た。

8
LAZZARI STORE
TREVISO

Born in 2018, the brand D’Ottavio 
is characterized by technical and 
stylistic traits that are the outcome 
of their thirty-year experience and 
have had solid roots in the world 
of luxury fashion all along.

2018年に誕生したD’Ottavioは、30年

に渡りラグジュアリーファッションの世

界で培って来た確かな経験から生ま

れる技術とスタイルが特徴のブラン

ドである。

26
D’OTTAVIO



Istituto Marangoni, an emblem 
of excellence in the training of 
the best talents in fashion, design 
and art, was founded in 1935 in 
Milan as the Marangoni Cloth-
ing Art Institute and in 2020 
reaches the important milestone 
of 85 years of history. 

インスティトゥート・マランゴーニは、

ファッション、デザイン、アート界に、

最高レベルの若き才能を育成し輩

出する、優秀な教育機関の象徴で

ある。1935年にマランゴーニ・クロー

ジング・アート・インスティトゥートと

いう名のもと設立された同スクール

は、2020年には85年という節目の年

を迎えた。

100
ISTITUTO 
MARANGONI 

Trippen was born during the 
ecological movement of the early 
nineties and continues its innova-
tive journey still today.

エコロジー志向が世の中に高まった

1990年代初めに誕生した Trippen

は、現在もエコロジーを意識した革

新を求める旅を続けている。

68
TRIPPEN

With its non-quilted thermal 
bonding and seam tape con-
struction, the Mizusawa Down 
high spec jacket “Mountaineer” 
is supremely waterproof, and its 
unique Parahood system pre-
vents water or snow from pooling 
around the neck. 

水沢ダウンジャケットハイスペックモ

デル“マウンテニア”。熱接着ノンキ

ルト加工とシームテープ加工により、

水分含浸を防ぎ、高い耐水性を実

現。雨や雪など悪天候下での着用も

考慮しフードに水や雪だまりを防ぐ“

パラフード”システムを搭載。

30
ALLTERRAIN

The Punk capsule collection re-
volves around the Kawa line, the 
new experimental outsole which 
pays homage to the leading con-
cepts of the London fashion in the 
late seventies. Extreme silhouettes 
and punk details are the defining 
traits of the capsule.

Kawaラインの一環として発表された

Punkカプセルコレクションは、70年

代後半のロンドンのファッションシー

ンで主要だったコンセプトへのオマ

ージュとして誕生した実験的なコレ

クションである。　　　　　

34
BEPOSITIVE
THIS IS PUNK
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 lazzariweb.it

 LAZZARI STORE 
  TREVISO

Born as a retail store, Lazzari Space 
keeps evolving urged on by its pas-
sion and commitment. The attention 
the store focuses  on the products it 
proposes is the result of wide-ranging 
research aimed at outdoing the con-
cept of fast fashion and consumerism, 
to renew the basic idea of enhancing 
what buyers purchase. 

8



ファッションストアとして誕生した Lazzari 

Spaceは、その熱意と献身によって、常に進

化をし続けて来た。ストアが提案するのは、

バイヤーのセレクションを前面に打ち出すと

いった、これまでの常識を一新し、ファスト

ファッションや消費者保護運動の概念に勝

る幅広いリサーチの結果、選び抜かれた

製品である。
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IT WAS THE YEAR 2000

Far from enhancing what is ephem-
eral, temporary, and seasonal, today 
people  must buy fashion products 
that can  have an important role in 
their life and identity.
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一過性の流行を追った製品や間に合わせの

製品、または季節限定の製品などを充実さ

せるのではなく、現在を生きる人々は、それぞ

れの生活やアイデンティティーに重要な役割

を果たす製品を購入しなければならない。
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NOW, 20 YEARS LATER

We are living in an age of epoch-mak-
ing changes and hardships, but any 
hardship is bound to foster new op-
portunities, and in the field of fashion 
and retail  new opportunities occur 
when fashion retailers are by all ac-
counts loved, reliable and truthful; the 
synergy of such qualities leads to a 
community-like effect which, in turn, 
makes the production and distribution 
chain components rich and equitable, 
a source of attraction and profit for 
everyone involved.

私たちは、変化と苦難に満ちた新時代を生きて

いる。しかし、どんな状況下に於いても、必ず

新たなチャンスが潜んでいる。ファッション界や

ファッションストアの場合、誰からも愛され、信

頼され、誠実であると評価されて、初めてチャ

ンスが生じるのである。それらの資質の相乗効

果は、地域社会のような効果をもたらす。生産

や流通チェーン、及びその関連組織に豊かさと

公平性をもたらし、それに関わる全ての人々の

結び付きや利益の源となるのである。
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What we have to do now is resume 
work in the home market, to make 
the most of local brands worldwide 
relying on avant-garde international 
research, availing ourselves of up-to-
date digital instruments and the nec-
essary changes in traditional business 
relationships. Traditional retail keeps 
being an important information source 
for people who can no longer travel far 
and wide, and if supported by a func-
tional, well-structured e-commerce 
it can bring about new solutions to 
involve and inform a wider and wider 
public from all countries.

私たちが今やらなければならない事は、まず

国内のマーケットでの仕事を回復させ、最新

のデジタル機器を活用しながら、昔ながらの

取引関係に必要な変化を与え、前衛的なイン

ターナショナルリサーチを頼りに多くの国内ブ

ランドを世界的ブランドへと押し上げる事で

ある。伝統的な小売業のスタイルは、これま

でのように好きな所へ自由に出掛ける事が

出来なくなった人々にとって、今後も重要な

情報源としてあり続ける。そしてまた、仮にこ

の既存スタイルが機能的できっちり構築化さ

れたインターネット取引の助けを得られると

すれば、世界中の隅々までを対象とした新た

な解決策をもたらす事が出来るのである。
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New strategies and free initiatives will 
lead to unprecedented experiences, 
and success will mostly be a matter 
of reliability and experience. The deep 
roots we have inherited from the past 
will enable us to grow strong, over-
come hardships, and be prepared to 
face the future.

14



新しい戦略と自由な発想は、前代未聞の経験

を引き寄せ、信頼度と経験が成功へのカギと

なっていくだろう。私たちが過去から継承して

来た地中深くに根付いたルーツは、私たちを

強く成長させ、困難に打ち勝ち、未来に立ち向

かう心構えをさせる力を持っているのである。
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Leather Crown celebrates 10 years of success and with that, 
treats itself to a luxury upgrade. The iconic sneakers have 
been renewed in every detail, with refined materials and 
technology, upholding the uncompromising artisanal craft 
that is the brand signature.  

 Leather Crownは、ブランドが順調に歩んできた10年間を祝し、

ラグジュアリー方向へのアップグレードを行なった。ブランドの代

名詞である妥協なき職人技はそのままに、ブランドのアイコンで

あるスニーカーが、上質の素材と卓越した技術を使い、一つ一

つの細部までリニューアルされた。

 leathercrown.it

 LEATHER CROWN
 THE NEW EDITION

16



The production is entirely in house, in a new workshop in 
Riviera del Brenta, positioned in the heart of the luxury 
footwear district.
The new labels explain in a few words the brand and the 
product: “These are shoes of SUBSTANCE. We are shoe-
makers. We have a history of designing and making the 
best luxury shoes ever seen. We decided to make the best 
luxury sneakers and give them to you at an intelligent price.”
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Leather Crownの靴作りは、高級靴の生産が盛んなリヴィエラ・

デル・ブレンタ地区に新設された工房内で、全ての工程が行わ

れている。

新しいラベルには、“この靴は私どもの財産です。私どもは、他

にはないラグジュアリーな靴のデザインと生産を行なってきた靴

ブランドです。この度、最もラグジュアリーなスニーカーをお手頃

価格にて貴方様にご提供申し上げます。”という、ブランドと製

品の簡単な説明文が添えられている。
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Instead of ‘Made in Italy’, on Leather Crown sneakers, it reads:”Made by Us. In Ven-
ice’s Riviera Brenta, Italy. In our Own Factory. Through 53 manual steps. By 31 Mas-
ter Artisans. With the Finest Selection of Materials. Across a certified process. To the 
Highest Quality Standard”.
Leather Crown sneakers are “italian craft at its purest”.

　‘ Made in Italy’の表記に代わり、Leather Crownのスニーカーには、“ Made by Us.  In 

Venice's Riviera Brenda, Italy.  In our Own Factory.  Through 53 manual steps.  By 31 

Master Artisans.  With the Finest Selection of Materials.  Across a certified process.  

To the Highest Quality Standard.（イタリアはヴェネチア地方のリヴィエラ・ブレンダに位置

する自社工房で、最上級の厳選素材と認可取得の工程のもと、31人の名工の手による53の

手作業工程を経て製作致しました。全ては最高の品質基準の為に。）”という表記がされて

いる。

つまりは、Leather Crownのスニーカーは、“紛れもなく生粋のイタリアンクラフト”であると

いう事なのである。
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  european-culture.it

 EUROPEAN CULTURE
 IS PRESENT IN THE VOGUE RUNWAY GALLERY  
 WITH ITS NEW COLLECTION
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European Culture is present in the 
Vogue Runway Gallery with its 
new collection: the most influential 
magazine in the fashion business has 
rewarded the long route that “Euro-
pean Culture” has made for the de-
velopment of the brand.
 
A commitment motivated by a con-
tinuous research aimed at developing 
an innovative and unique product 
over the years, not existing on the 
market.
 
An eco-sustainable and hygienic 
product, made with natural materials 
and fibers which is revolutionized by 
the fusion of fixed and stretch fabrics 
in the same article, manages to guar-
antee an unimaginable level of com-
fort and quality.
 
The DNA of European Culture in 
fact provides the manufacture of to-
tally white garments, which are dyed 
for 3 hours at 95 ° to guarantee the 
excellent quality of the fabrics, the 
perfect fit, comfort and practicality 
in washing.
 
European Culture proves to be a 
unique product and a global brand, 
together with the most important 
brands in the fashion world!
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European Cultureは、これまでブランド

の発展の為に歩んで来た長い道のりが

評価され、ファッション界で最も大きな影

響力を持つヴォーグ誌のVogue Runway 

Galleryに仲間入りを果たした。

継続的な研究が裏付けとなっているブラ

ンドの信念は、まだ市場に出回っていな

い革新的かつ個性的な製品の開発を目

的としている。

ストレッチ素材とノンストレッチ素材を

混在させる事により誕生した革命的天

然素材と天然繊維で作られたエコサス

テナブルで衛生面に優れた製品は、想

像を遥かに超える快適さと品質を約束

する。

European CultureのDNAは、極上の素

材と完璧なまでのフィット性と快適さ、そ

れにお手入れの手軽さを保証する、95

度の高温で3時間かけ染色される真っ

白の素材を使用した服作りにある。

現代のファッション界で最も重要とされ

るブランドと同様に、European Culture

は、独特の製品作りで、今、グローバル

ブランドの一つとなったのである。
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A while ago, while visiting Arvind’s booth at the show 
Kingpins in NYC, an unusual fabric caught my attention; 
Khadi Denim, a “new” fabric developed using technologies 
and skills that were many centuries old; everything made 
entirely by hand, from spinning, to hand dyeing of the 
hanks, to the weaving, made only on handlooms following 
traditional methods born thousands of years ago.
Indigo is among the oldest dyes to be used for textile dyeing 
and printing, many Asian countries, such as India, China, 
and Japan, have used indigo as a dye for many centuries.
India is believed to be the oldest centre of indigo dyeing in 
the Old World and it was a primary supplier of indigo to 
Europe as early as the Greco-Roman era.
Khadi is a term for hand spun and hand-woven cloth from 
India, Bangladesh and Pakistan, mainly made out of cotton.
In India however, Khadi is not just a cloth, it is a wholemove-
ment started by Mohandas Karamchand Gandhi.
Gandhi began promoting the spinning of khadi yarns for 
rural self-employment and for selfreliance (instead of using 
cloth manufactured industrially in Britain) in I92Os India, 
thus making khadi an integral part and icon of the Swadeshi 
movement. The freedom struggle revolved around the use of 
khadi fabrics and the dumping of foreign-made clothes.
I took a trip around Gujarat to view the process and doc-
ument it in pictures. It is perhaps the only fabric that can 
claim to be truly sustainable: no chemicals, no electricity, no 
high tech, no use of depletable resources. It could be made 
virtually anywhere, and it requires very simple machines.
Is Khadi denim today a solution to our environmental night-
mare? Of course it is not realistic to assume that this fabric 
could ever replace the millions of yards of mill made denims 
we see/make/buy every day, it is neither feasible, nor com-
mercially viable.
However,it is important to understand how -and why- this 
is still being made, appreciate it for what it is, and perhaps 
use the learnings in our everyday life. [Stefano Aldighieri]

  

 KHADI
 A JOURNEY THROUGH THE PAST  
 TO HELP US SHAPE OUR FUTURE
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The 'khadi spirit' means fellow-feeling with every human being on earth.

It means a complete renunciation of everything that is likely to harm our fellow creatures.

少し前、ニューヨークのキングピンズショーを訪れていた時、

珍しい生地に私は目を奪われました。Khadi Denim。それ

は、何世紀も昔の機器と技術を使い開発された“新しい”

生地でした。紡績から染色、織りまで全てを手作業で、何

千年も前から伝わる伝統的な手法に従い、手織り機によっ

て織られた生地だったのです。

インディゴは、織物の染色や捺染に使われてきた最も古い

染料の1つであり、インド、中国、日本などのアジア諸国で

何世紀にも渡り使用されて来ました。

インドは、旧世界に於いて藍染めの中心地であったと信じ

られており、グレコ・ローマン時代には、すでにヨーローッパ

向け藍染織物の主要供給国となっていたのです。

カディ（Khadi）とは、インド、バングラデシュ、パキスタンで

手紡ぎ手織りの布地に対して使われる用語であり、それらは

主に綿織物です。インドでは、しかしながら、カディは単なる

布地ではなく、モーハンダース・カラムチャンド・ガンディー

により始まった、インド独立運動の発端ともなったのです。

ガンディーは、農村の個人事業主とインドの自立の為（イギ

リスで工業的に製造される布地の代わりに）、カディ糸の紡

績を促進し始めました。こうして、カディは、1920年代には

スワデーシー運動に於ける象徴となり、不可欠な要素となり

ました。そして、この自由闘争は、カディの布地を使用する

事と外国製の衣類の投棄を中心に展開していったのです。

私は、インドのグジャラート州を旅し、カディの製造工程を

見て回り、写真に撮って記録文書として残しました。化学薬

品や電力は不使用、ハイテク技術とも無縁、資源の枯渇の

心配も無用なカディは、恐らく唯一の真の持続可能な製品

であると言えるでしょう。カディに必要なのは、非常にシン

プルな機器のみで、事実上どこででも生産可能です。

であるとすれば、カディは現代の悪夢のような環境への解

決策なのでしょうか？もちろん、私たちが毎日のように見た

り、製作したり、購入している、何百万ヤードもの糸を用い

生産されているデニムに取って代わるには、現実的には無

理があります。カディは大量生産にも向いていなければ、営

利面から見ても実現は難しいからです。

しかしながら、重要であるのは、どうして、またどのようにし

て、カディが現代まで生き残る事が出来たのかを理解する

事です。カディの真価を認め、あるいはそれを、私たちの日

常生活に生かしていく事が、大切なのです。（ステファノ・ア

ルディギエーリ）
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 dottaviohandcrafted.com

 D’OTTAVIO
 HANDCRAFTED IN ITALY

Born in 2018, the brand D’Ottavio is characterized 
by technical and stylistic traits that are the outcome of 
their thirty-year experience and have had solid roots in 
the world of luxury fashion all along.
Rigorously handcrafted, D’Ottavio items have a level 
of functionality that soars as high as the standards of 
design and the materials they employ, and combine 
great refinement with a strong, neat character.
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2018年に誕生したD’Ottavioは、30年に

渡りラグジュアリーファッションの世界で

培って来た確かな経験から生まれる技術

とスタイルが特徴のブランドである。

懇切丁寧に手作りされたD’Ottavioのア

イテムは、非常に機能的であるにも関わ

らず、デザインや素材には全く妥協が見

られず、均整の取れた強く上品な仕上が

りとなっている。
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Creativity is:

Design-cut

Color (or rather 
dyeing as far 

as outlines are 
concerned)

AssemblyThe iconic creation E48 is based on four funda-
mental elements:
The high level of skins’ tactile feel
The extreme care of seams and inner parts.
The use of high quality accessories
Innovative design combined with functionality.

アイコンアイテムのE48モデルは、4つの基本要素を

ベースに作られている：

・最上級の肌触りの皮革

・シームとインナーへの最大限のこだわり

・高品質アクセサリーの使用

・革新的なデザインと機能性の合体
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Top quality, a sophisticated design and the 
brand’s stylistic features are the basic ele-
ments which, combined with its international 
taste, the research conducted and the experi-
ence acquired in top level accessories, have 
made endlessly experimenting and evolving 
D’Ottavio outstanding. 

高品質、洗練されたデザイン、そしてブランド独

特のスタイルという基本要素に、国際的テイスト

と高級アクセサリーの分野で得たノウハウを土

台としたリサーチが結びつく事で、D’Ottavioを

無限に挑戦と進化を続けるブランドへと導いた

のである。

創造力とは：

デザイン - カット

カラー（もしくはアウトラインに関する限り染色） 

組み立て
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 allterrain.descente.com

 ALLTERRAIN 
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MIZUSAWA DOWN JACKET 
“MOUNTAINEER”

With its non-quilted thermal bonding and seam 
tape construction, the Mizusawa Down high spec 
jacket “Mountaineer” is supremely waterproof, and its 
unique Parahood system prevents water or snow from 
pooling around the neck. A mesh panel between dual 
front zips draws in air from outside to prevent un-
comfortable heat and moisture buildup, and addition-
al temperature control is provided by Descente’s own 
brilliant HEAT NAVI lining. With traceable down 
that has acquired “DOWNPASS” certification, it is 
now possible – through a system of Serial Numbers – 
to track, and strictly control, all down feathers used in 
the procurement process. A winner ever since it took 
out an award in the Mountain Performance category 
at ISPO 2018.

水沢ダウンジャケットハイスペックモデル“マウンテニア”。

熱接着ノンキルト加工とシームテープ加工により、水分含

浸を防ぎ、高い耐水性を実現。雨や雪など悪天候下での

着用も考慮しフードに水や雪だまりを防ぐ“パラフード”

システムを搭載。フロントジッパー部分に採用されたデュ

アルジップベンチレーションは、2列のジッパーとその間に

配置されたメッシュ生地により衣服内に外気を取り込み、

ジャケット内にこもりやすい不快な熱や湿気を逃がすこと

が可能。また裏地には保温素材HEAT  NAVIを使用し、

衣服内を快適な温度にキープ。また“DOWNPASS”認

証を取得したトレーサブルダウンを使用しシリアルナンバ

ーによる厳正な管理を行うことで全ての羽毛の調達過程

を追跡することが可能。ISPO2018パフォーマンスセグメ

ント・マウンテンパフォーマンスカテゴリー・アワード受賞

モデル。
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MIZUSAWA DOWN JACKET 
“STORM”

This “Storm” jacket in DERMIZAX® FLEXILE 
MATTE 4 WAY STRETCH fabric features not 
only non-quilted thermal bonding and seam tape 
construction for superb waterproofing, but also the 
StreamLine system that channels rain or other mois-
ture droplets away from jacket pockets, and to the 
side of the hood to improve bad weather visibility. A 
mesh panel between dual front zips draws in outside 
air to prevent uncomfortable heat and moisture build-
up, and the unique Parahood system prevents water 
or snow from pooling around the neck. Additionally, 
with Traceable Down that has acquired “DOWN-
PASS” certification, it is now possible – through 
a system of Serial Numbers – to track, and strictly 
control, all down feathers used in the procurement 
process. The winner of a Gold Award at ISPO 2015.

表地には4WAYストレッチ素材DERMIZAX® FLEXILE 

MATTE 4WAY STRETCHを採用。熱接着ノンキルト加

工とシームテープ加工により高いウォータープルーフ性能

を備える。雨天時、胸部分にデザインされたStreamLine 

Technologyは水の流れをコントロールしポケット部分への

水の流れを抑制。またフード部分では水滴が落ちる方向

をサイドに流すことで視界を確保。フロントジッパー部分

に採用されたデュアルジップベンチレーションにより効率的

に衣服内に外気を取り込み、ジャケット内にこもりやすい

不快な熱や湿気を逃がすことが可能。フード部分には悪

天候下での着用も考慮しフードに水たまりを防ぐ“パラフ

ード”システム※1を搭載。また“DOWNPASS”認証を取

得したトレーサブルダウンを使用しシリアルナンバーによ

る厳正な管理を行うことで全ての羽毛の調達過程を追跡

することが可能。2015年ISPOアワード金賞受賞モデル。
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MIZUSAWA DOWN JACKET 
“STRATUM”

Dress for up to five different ways in this all new, high 
spec 2 in 1 combination of a short down jacket and a 
long shell coat. A unique connecting zipper design 
allows them to be worn separately or together to suit 
a variety of occasions and the weather. The DER-
MIZAX® SLUBTECH 2L surface material on the 
down jacket has a linen-like finish offering high wa-
ter resistance and water permeability, while the shell 
uses SUN SHIELD COTTON 3L, with a thermal 
insulation effect that reflects infrared rays. The utili-
tarian modular design, constructed with heat bonded 
non-quilt and seam tape processing, makes for an ex-
tremely attractive outfit that’s warm and dry however 
the garments are selected and connected. Now, with 
Traceable Down that has acquired “DOWNPASS” 
certification it is possible – through a system of Serial 
Numbers – to track , and strictly control, all down 
feathers used in the procurement process.

水沢ダウンジャケットの2020FW 新モデル“STRATUM”。

ショートダウンジャケットとロングシェルコートからなるハ

イスペックトランスフォーム2 in 1モデル。ダウンの表地に

は高耐水・透湿性能を兼ね備えたリネンライクな表情が

特徴のDERMIZAX®  SLUBTECH 2Lを新採用し、

シェルには赤外線を反射する遮熱効果を備えたSUN 

SHIELD COTTON 3Lを採用。ユニークなジッパーデザ

インで2つのガーメントを連結させ、熱接着ノンキルト加

工とシームテープ加工により高い耐水性を備えたアウタ

ーとインナーを組み合わせたスタイリングが可能。ユー

ティリティ性能に秀でたモジュラーデザインアイテム。ま

た“ DOWNPASS”認証を取得したトレーサブルダウン

を使用しシリアルナンバーによる厳正な管理を行うことで

全ての羽毛の調達過程を追跡することが可能。

33



 bepositive.it

 BEPOSITIVE
 

CYBER PLUS

The Punk capsule collection revolves around the Kawa 
line, the new experimental outsole which pays homage 
to the leading concepts of the London fashion in the late 
seventies. Extreme silhouettes and punk details are the 
defining traits of the capsule.

The iconic style Cyber Plus, with its unconventional 
oversized sole, is given a punk nuance.
Full black leather mixed with eccentric materials such 
as silver foil-covered leather, pony hair and tartan wool, 
combined with studs and rings.

Kawaラインの一環として発表されたPunkカプセルコレクショ

ンは、70年代後半のロンドンのファッションシーンで主要だっ

たコンセプトへのオマージュとして誕生した実験的なコレク

ションである。　　　　　

過激なシルエットとパンク的要素は、コレクションの大きな特

徴であり、アイコンアイテムのCyber Plusは、型破りなまで大

きなサイズのソールとパンクテイスト漂うアイテムである。フル

ブラックのレザーに銀泊で覆われたレザー、仔馬の毛、ター

タンチェックといったと風変わりな素材、それにスタッズやリ

ングを組み合わせている。
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CALL IT

NYX

RAW

Such details as the opaque abraded leather, the ec-
centric eyelets and studs recall a bygone spirit of re-
bellion now renewed through creativity and daring.

光沢のない磨り減ったレザー、エキセントリックなアイ

レットやスタッズといったディテールは、今では創造力

と斬新さにより新たに生まれ変わった、当時の反逆精

神を思い起こさせるのである。
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 ballantyne.it

 BALLANTYNE
   

However,  the fact that the Firm is today among the most outstanding knitwear brands is not only due 
to its tradition but also to the quality and savoir-faire in its approach to production, reflected in the 
workmanship of knitwear items made as works of art.

2021 will be a year of celebrations for 

Ballantyne, when the epoch-making  Firm 

will be a hundred years old, with its noble 

heritage rooted in Scottish cashmere.

After 25 years, Ballantyne will bring part of its cashmere 

production back to Scotland, the country where the brand 

was first established and whose quintessence it embodies 

with products that are among the most refined worldwide.
For this occasion, the brand has created the Capsule Raw Diamond, an exclusive selection of 100% 
cashmere knitwear items made with the fiber  that has led  to its worldwide renown and is used in its 
primitive essence in a palette ranging from white, to black and grey.
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As time goes by and the items are worn season after season, the fiber gives them an increasing 
degree of softness and beauty. The yarn employed, far from being mechanically stressed after 
the fashion of the latest decades, is left free. In its essence, the capsule Raw Diamond enables 
wearers to experience and feel the changes in the material, so that they can have a unique  and 
original relationship with it.

Each item of knitwear, in a packaging that 

takes on the value of a casket, will be 

perfumed by a unique essence that draws  

inspiration from the fiber’s place of origin.

With a view to creating a sustainable production, workman-

ship and energy consumption have been drastically reduced 

with a very low impact on the environment.

For one hundred years Ballantyne has been studying and 

experimenting on the material it processes, skillfully combin-

ing tradition and innovation meant as the former’s ancillary 

element.

At a time when immediacy and speed are essential in the 

market, Ballantyne has made a precious  alliance with time 

by creating a capsule of knitwear whose strength and value 

increase season after season.
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貴重なスコットランド産カシミヤを軸に、一時代を築き上げて来た

Ballantyneにとって、創立から100周年を迎える2021年は記念すべき年と

なるだろう。しかしながら、同社が現在最も卓越したニットウェアブランド

としての地位を確立しているのは、継承して来た伝統だけではなく、

芸術作品のようなニットウェアの技術が反映された製品の品質と、時代に

順応して変化させて来た生産へのアプローチによるものである。

その一環として、25年後には、カシミヤ製品の生産拠点の一部を、

ブランドの発祥地であり、また世界で最も洗練された製品の真髄を

具現化している地、スコットランドに移す予定にしている。

この度、同ブランドは100周年を機に、Raw Diamondコレクションを発表した。

Ballantyneの名を世界に知らしめた最高級品質の

カシミヤ繊維のみを使用し、白、黒、グレーの基本要素で構成

された高級ニットウェアのコレクションである。
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このカシミヤ繊維は、経年とともに着用頻度が増えれば増えるほど、柔らかさや美しさがさらに増してくるという特徴を持っている。

Raw Diamondで使用されている編み糸は、ここ数十年、主流である機械織りのストレスとは全く無縁である。その為、着用すれば、

本物の素材の良さを肌で実感し、それぞれがそれぞれのニットウェアと特別な関係を築くことが出来るのである。

同コレクションのニットウェア製品は、一点一点高級感漂う小箱に収められ、カシミヤ繊維の故郷の地を思い起こさせる独特な香りが添えられる。

また、サステナブルな生産を目指し、加工工程とエネルギー消費量を大胆に削減し、環境への影響を最小限に抑える事に成功している。

Ballantyneは、過去100年間に渡り素材の研究と実験を繰り返し、伝統と革新を巧みに結びつけて来た。

市場では即時性や迅速さが必要不可欠とされる時代においても、Ballantyneは、‘時’とタッグを組み、強度と価値が

シーズン毎に輝きを増していく貴重なニットウェアコレクションを作り上げたのである。
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It is now more than ever that we feel the 
urge to actively engage with our respon-
sibility as a company towards the envi-
ronment, the climate and future genera-
tions, driving positive change through 
thinking and acting sustainably.

  kuboraum.com

 KUBORAUM
 GOES CLIMATE-NEUTRAL WITH PLANT-FOR-THE-PLANET

現在は、サステナビリティーに繋がる考えや

行動への前向きな変化へと自らを駆り立て

る事で、企業としてこれまで以上に、環境、

天候、次世代に対し、より積極的に従事し

ていかなければとの衝動を感じざるを得な

い時代である。
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Therefore Kuboraum joined the children and youth initiative Plant-for-the-Planet in De-
cember 2019, becoming Climate Neutral by offsetting its annual Greenhouse emissions 
through planting the equivalent of trees that capture emitted CO

2
 from the atmosphere 

and additionally enables the empowerment and support of children and youths worldwide 
as Climate Justice Ambassador.

この状況下、Kuboraumは、2020年1月に子供たちを主体とした環境保護活動、

プラント・フォー・ザ・プラネットへの参加を果たした。大気中に排出されたCO2

を吸収させる為、合計750本の木を植林する事で温室効果ガスの年間排出量を

相殺し、実質排出ゼロを目標とする活動である。加えて、この活動では、世界中

の子供たちや若者を環境アンバサダーに任命し、彼らに権限を委譲し、活動へ

のサポートを可能としている。
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 parajumpers.it

 PARAJUMPERS
  

Italian-born luxury outerwear label, 
Parajumpers celebrates the paths we 
take in life to expand our physical and 
mental horizons. 
For Your Journey  features a diverse cast of 
creatives and artisans based in the rugged 
beauty of New York’s Catskills Mountains. 
With this project, Parajumpers’ vision is to 
celebrate the journeys we each take and 
the progress we make along the way.

イタリア生まれのラグジュアリー・アウターウェ

アブランドのParajumpersは、人間の持つ肉

体的、精神的限界に挑んできた人々の人生を

讃える。

For Your Journeyプロジェクトでは、ニュー

ヨーク州にあるキャッツキル山地の荒削りな

美しさに魅せられた様々な分野のクリエイタ

ーやアーティストを紹介している。このプロジ

ェクトに於けるParajumpersが抱くビジョン

は、私たちそれぞれが歩んできた人生の軌跡

を称賛する事にある。
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From a product stand-
point, it means they 
create apparel that en-
ables you to withstand 
the elements on your 
journey.

製品に対するスタンドポ

イント：人生の旅路に立ち

はだかる様 な々要素に耐

えうる製品の製作。

From a brand stand-
point, it means they 
inspire you to take 
on new journeys that 
enrich your life and 
overall well-being.

ブランドが抱くスタンド

ポイント：幸福に満ち足り

た人生へと導く、新たな

人生の旅路へ貴方をい

ざなう事。
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Parajumpers’ philosophy inspires wearers to 
take on new adventures, casting themselves 
as the lead character in their own life story. 

Through tactical fibers and silhouettes, 
each piece draws attention to often over-
looked details much like the people we 
briefly interact with, places we pass through 
and fleeting moments that enrich each of 
our day-to-day lives. Parajumpers hopes 
For Your Journey will open wearers’ minds 
to new ways of thinking, living, and inter-
acting with the world. 
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Parajumpersのフィロソフィーは、着る人がそれぞれの人生の主役

となり、また新たな人生の冒険への喚起を促すという事である。 

タクティカルファイバーを使用した、Parajumpersならではのシル

エットの製品は、私たちが一時期だけ関わり合いのある人々や、

通りすがりの場所、また日々の生活を豊かにしてくれるようなほん

のわずかな一瞬など、一見、見過ごされがちのディテールにまで目

を向けている。For Your Journeyプロジェクトの目指す所は、着

る人が、これまでとは違う新しい考え方や生き方、そして世界との

関わりへ、一歩踏み出せるように導く事にあるのである。
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Red Foal is the outcome of an encounter and a   great 
passion. The encounter and merging of the ideas of 
four friends, who share a passion for horses, oc-
curred in Andalusia, Southern Spain; free to roam 
at a gallop about this vast hilly region the horses, 
at sunset, take on countless shades of red. This is 
the starting point of Read Foal, sneakers suitable 
for horse-riding but also for daily wear in a typically 
urban environment.

 redfoal.com

 RED FOAL
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made to live comfortable

wild _ urban

Red Foalは、偶然の出会いと情熱から誕生した。スペイン

南部のアンダルシア地方。夕日に照らされた赤いシェード

が無限に広がる広大な丘陵地帯を自由に駆け巡る馬た

ち。その地で馬を愛する4人の人物が出会い、それぞれの

アイデアを融合させ、ブランドの誕生へと繋がった。これ

が、乗馬にも都会生活にも最適のスニーカーブランド、

Red Foalの出発点となった。
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The result of a clean, creative design, the sneakers 
also draw inspiration from a skilful contamination 
with horse-riding boots for dressage and the classic 
sneakers of the seventies. 
Characterized by the use of top quality materials, 
Red Foal sneakers  are rigorously made in Italy by a 
footwear factory that can pride itself on two genera-
tions’ experience and tradition. 
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すっきりとして独創的なデザインのスニーカーは、馬場馬

術用の乗馬ブーツの熟練の技術と70年代のクラシックス

ニーカーから影響を受けている。

最高級品質素材の使用が特徴的なRed Foalのスニーカ

ーは、2世代に渡る経験と伝統を誇るイタリアの靴工房

で、厳格なまでにメード・イン・イタリーを守り製作されて

いる。
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 stivaleriacavallin.com 

 STIVALERIA CAVALLIN
  

''Stivaleria Cavallin are 
renowned suppliers of 
some of the leading lux-
ury brands in the world, 
they have opened this 
secret world of craft 
and perfection to those 
who happen upon their 
one and only boutique 
in Belgravia, London. 
Stivaleria Cavallin are 
legendary Italian boot-
makers since 1961.
The atelier has seen the 
birth of a signature col-
lection that represents 
''an entire wardrobe of 
boots'' that defines the 
perfect marriage be-
tween timeless design, 
impeccable fit and fash-
ion trends. 
The most experienced 
Italian artisans tailor 
the boots to the cus-
tomers’ unique meas-
urements.
 The result is a prod-
uct with lifetime value, 
where the client be-
comes a partner in the 
creation.''
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世界有数のラグジュアリー

ブランドの間では、名の知

れたサプライヤーである

Stivaleria Cavallinは、

このほどロンドンのベル

グレイヴィアに、ブランド

の技術と世界観を完璧に

表現した世界にたったひ

とつのブティックをオープ

ンした。

1961年に発足したイタリ

アの伝説 的 ブーツメー

カーであるStivaleria 

Cavallinのアトリエは、申

し分ないフィット感と時代

を超えるデザイン、そして

ファッショントレンドを完

璧に網羅し、“an entire 

wardrobe of boots（ブー

ツによる完全なワードロー

ブ）”と題したブランドの

シグニチャーコレクション

の誕生を見届けて来た。

最も経験豊富なイタリア

の職人たちが、一人一人

のお客様のサイズに合っ

たブーツを製作する。

こうして、それぞれの顧客

が、Stivaleria Cavallin

の創作のパートナーとな

り、一生ものの世界に一足

だけのブーツが完成する

のである。
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 instagram.com/ddpiconicbrand

 D.D.P. ICONIC BRAND
   

Focused on innovation and tradition, D.D.P. Iconic Brand’s background is deeply root-
ed in craftsmanship. A  long-standing tradition established through the original use of 
skins, fabrics and buttons has led to significant experiences and collaborations with styl-
ists, events which have in turn triggered the brand’s evolution.
The aesthetic concept D.D.P. Iconic Brand relies on focuses on stories from real life, on 
the search for beauty and draws on a profound processing of knowledge. A concept made 
tangible in particular by the use of skins and denim merged in an original street-wear 
style that can embody and express the spirit of the age we live in.

革新と伝統に焦点を当てた、D.D.P.Iconic Brandの背景は、確かな伝承技術に深く裏打ちされ

ている。皮革、生地、ボタンの独特な使用方法により確立された長年の伝統は、結果としてブラ

ンドの進化へと繋がった貴重な経験や、スタイリストやイベントとのコラボレーションをもたらし

た。

D.D.P. Iconic Brandの審美的コンセプトは、実生活から生じたストーリーや、美への探求に力

を注ぎ、知識の奥深い解釈を導き出す事である。とりわけ、皮革やデニムの使用から形となった

コンセプトは、こうして、私たちが生きる今の時代のスピリットを表現し具現化する、オリジナル

ストリートウェアと一体化したのである。
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 plantation1982.com

 PLANTATION 
  

We use the fabric's natural texture to guide our de-
sign, and believe that comfortable clothes are born 
from the expression of functionality and beauty.

布の自然な風合いをデザインする。

快適な日常着は、

機能と美しさの表現から生まれます。

The founding of Plantation was based on the Philosophy that "clothes 
are tools for our day-to-day lives."

Plantationは、“服は生活の道具である”の発想で誕生しました。
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We continue to create timeless clothes made to 
fit to everyday life.

いつの時代にあっても

生活の中になじむ服をつくり続けています。

大切なこだわりはいつも変わらないのです。
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Cellar Door would like to take this opportunity to highlight its collection in this pecu-
liar garden that displays characteristics and details that are unique in this world, as 
they merge a traditional park with a new multimedia approach. This reflects Cellar 
Door’s main mood, driven by tradition’s excellence and contemporary design.

 cellardoor.it

 CELLAR DOOR
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The park: 
Founded in Schio by Alessandro Rossi, a 
pioneer in the Italian textile industry in 
the second half of the 19th Century, with 
this park he aimed to reward his loyal and 
valued collaborators by creating an oasis of 
tranquility and peace, where each element 
recalls the unification of Italy and where 
the blossoming flora displays the Italian 
flag (called “Tricolore” italiano) sequentially 
throughout the seasons.
A homage to the beauty of our world of tex-
tiles, inspired by a passion for colour and detail 
and by the great visionary Alessandro Rossi.

Cellar Door is proud to support an often 
forgotten artistic and natural heritage with 
a combination of art and fashion, where his-
toricity takes on new life through the new 
frontiers of design and communication.
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Cellar Doorは、世界でも珍しい特徴と装飾で一風

変わった様相の伝統的庭園をコレクション発表の

場とし、庭園の伝統と最新マルチメディアを組み

合わせた手法を用いて、コレクションの目玉にする

計画を立てている。この試みは、Cellar Doorの卓

越した伝統と現代的デザインから引き出されるブ

ランドの意向を見事に反映している。

庭園について：

イタリアの繊維産業におけるパイオニアであった

アレッサンドロ・ロッシにより、19世紀後半にイタリ

アのスキオに建設された。この庭園は、静寂で平

和なオアシスを創る事により、ロッシに日頃忠実な

仲間や協力者たちを癒す事を目的としていた。庭

園は、イタリアの統一を思わせる造りで、季節を通

じて次々に咲き誇る花々は、イタリア国旗（イタリ

ア語で“トリコローレ”）の色合いで庭園を彩る。

先見の明を持ったアレッサンドロ・ロッシの色彩と

ディテールへの情熱からインスピレーションを受

け、テキスタイルの世界の美しさを表現した庭園

へオマージュを捧げる。

Cellar Door は、忘れられがちな芸術的遺産や自

然遺産と、アートやファッションを組み合わせ、デザ

インとコミュニケーションに新境地を切り開き、歴

史に新たな命を吹き込み、それらの遺産をサポー

トするという取り組みを誇りを持って行っている。
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Goes Botanical knitwear items come 
in 140 Superfine Merino Wool, the 
best material for its thermoregulatory 
properties, as the special structure of 
its fibers leads to easy evaporation of 
humidity and creates an isothermic  
effect. The resulting items of knit-
wear feel light on the skin and create 
a temperature which is in tune with 
body warmth.

Goes Botanicalのニットウェアは、繊維

の特殊構造により、容易に湿度を蒸発

させ一定温度を保つ効果のある、体温

調節に最適なスーパーファイン140’sメ

リノウールが使用されている。こうして作

り出された製品は、肌に優しく人肌に調

和した温度を約束する。

 goesbotanical.com

 GOES BOTANICAL
  

CRAFTSMANSHIP, INNOVATION, 
SUSTAINABILITY: THE GOES 
BOTANICAL PROJECT.
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The use of 30 GG machines and of 
the linking technique lead to top fin-
ish in line with the best tradition in 
Italian textile manufacture. Produc-
tion is entirely characterized by eco-
sustainability and waste reduction, 
and by combining tradition and in-
novation it paves the way for a (green) 
future of top quality knitwear.

30GG装置とかがり縫いの技術の使用

は、イタリアのテキスタイル製造におけ

る最高の伝統に沿った最上の仕上がり

へと繋がる。エコ・サステナビリティーと

廃棄物の削減、そして伝統と革新の結

合は製品の製造を特徴付け、それはや

がて、最高品質のニットウェアの環境に

優しい将来への道を切り開く。
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Goes Botanical knitwear is in 
line with the style and sound-
ness of a project that tran-
scends time limits and life or 
fashion seasons.

Goes Botanical のニットウェアと

は、時代、生活、流行を超越した

独自のスタイルとプロジェクトの真

の意味に沿った製品なのである。
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 lazzariweb.it/aqua-alta

 AQUA ALTA
 FOLDABLE RAIN BOOTS

Napapijri’s passion for design, 
sustainability and innovation have 
merged with the Venetian brand 
Aqua Alta in their new capsule 
collection of waterproof boots.
As Venetian manufacturers well 
know it is important to make high 
quality, water-resistant products 
that can keep their structural fea-
tures even in adverse weather con-
ditions. These foldable boots are 
made of neoprene, a special wa-
terproof material obtained from 
calcareous rocks which becomes 
soft and light after complex pro-
cessing.
Thanks to the suppleness and 
elasticity of this rapidly drying 
technologic fabric, the boots can 
be easily folded up and stored in 
their carry-around case. The per-
fect boots for all future-positive 
travelers having to face rainy 
weather all over the world.

Napapijriが持つ、デザイン、サステ

ナビリティー、そしてイノベーション

への熱い思いと、ヴェネチアブランド

のAqua Altaがタッグを組み、レイン

ブーツの新しいカプセルコレクショ

ンを発表した。

製品の品質の高さに定評のあるヴェ

ネチアで生産される防水ブーツは、

どんな悪天候下でも型崩れなどし

ない。折りたたみ可能なこれらのブ

ーツは、石灰岩を原料とする特殊な

防水素材、ネオプレン製で、複雑な

加工処理を得て、柔らかく軽いブー

ツへと変化する。

速乾性にも優れたネオプレンの柔

軟性と弾性により、ブーツは簡単に

折りたため、付属の携帯ケースに収

納出来る。世界のあらゆる場所で、

悪天候にもめげず積極的に旅をす

るトラベラーにとっては、まさにうっ

てつけの一足である。
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 maryya.it

 MA’RY’YA 
  

The essential is made of simplicity of colors and lines.
Elegance is the harmony of these elements combined.
Composure envelops everyday life.
Details define its own recognizable style.

That’s what “maglia” (knit) is, 
that’s what  ma’ ry’ ya  means.
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エッセンシャルは、

色とラインのシンプルさから成り立っている。

エレガンスはこれらのエレメントの組み合わせが

醸し出すハーモニー。

平静は日常生活を包み込む。

ディテールは、私たちのスタイルを明らかにする。

それが、“maglia（マーリア）”（ニット）であり、

それが、“ma’ry’ya（マーリア）”の意味である。
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 trippen.com

 TRIPPEN 
 TRACES OF A JOURNEY

Trippen was born during the ecological movement 
of the early nineties and continues its innovative 
journey still today. Our goal has always been to 
combine good design and sustainability. We real-
ized very early that the true sustainability of a prod-
uct does not only depend on the product itself, but 
also its consumers. Even a fully sustainable product 
can be consumed too much or used too little.

エコロジー志向が世の中に高まった1990年代初めに

誕生した Trippenは、現在もエコロジーを意識した革

新を求める旅を続けている。彼らの不変のゴールは、優

れたデザインとサステナビリティーを結びつける事であ

る。ブランド発足当初から、製品の真のサステナビリテ

ィーとは、製品そのものだけでなく、購買者にも依存す

るという事に、彼らは気付いていた。例え、完璧なサス

テナブル製品であっても、それは過度に使用されたり、

されなかったりする場合があるのである。
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Trippen shoes are designed to be timeless, and 
ever avant-garde. From the minimal to the experi-
mental, each model is made to last - transcend-
ing seasons and outliving trends to instead grow 
with their wearer as they journey through life. To 
enable this, Trippen uses materials that promise 
longevity and beautiful ageing. A comfortable fit 
is the foundation of a long journey. But after time 
materials will wear out, the sole being the part 
that inevitably will wear down.

Trippenは、常に時代を超えるアバンギャルドな靴を

デザインして来た。シンプルなデザインから遊び心溢

れるデザインまで、愛用者の人生と共に成長するよう

に、すべてのモデルが長持ちし流行にとらわれず、オー

ルシーズン履けるように作られている。それを実現する

為、Trippenでは、寿命が長く美しく経年劣化する素

材を使用している。快適な履き心地は、長い旅には必

要不可欠である。しかしながら、時の経過と共に、履き

古された靴のソールの磨耗は避けられない。
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Looking ahead Trippen has designed its first and all fol-
lowing soles, not as the construction base, but as a separate 
and exchangeable part. An important part of our sustain-
ability concept therefore is our Repair workshop, where we 
enhance the lifetime of worn shoes. No matter which mod-
el or which style. Just send them to our Repair shop and we 
can bring them back to life. Whether a Resoling or renew-
ing zips or stitching. Almost everything is replaceable.
This is real sustainability.

Trippenでは、最初のデザイン段階からその点にも着目し、ソー

ルを靴本体から分離した交換可能なパーツとしてデザインして

いる。そこで、サステナビリティーという考えで重要となってくるの

は、そういった履き古された靴を蘇させる、修理専門工房の存在

である。靴を工房へ送るだけで、どのタイプの靴でも制限なく、

再び命を吹き返すのである。ソールの張り替えだけでなく、ジッ

パーの交換やステッチの縫い直しにも対応している。

これが Trippenの信じる、真のサステナビリティーである。
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Trippen shoes of all ages are 
cordially invited to come and 
get in shape
for walking again.

Trippenの靴は、年齢を問わ

ず、どんどん歩いて健康を維持

したいとお考えの方に誠心誠

意を持ってお応えする。

Find more infos on how to repair your trippen shoes on:
trippen.com/reparaturen

Trippenシューズの修理に関する詳細は、下記サイトまで。

trippen.com/reparaturen
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 singapore.doverstreetmarket.com 

 DOVER STREET MARKET SINGAPORE
 DSMS IS THE FIRST OUTPOST OF DOVER STREET MARKET  
 IN SOUTHEAST ASIA AND THE FOURTH OUTLET OF THE FAMILY

DSMS is housed within Dempsey Hill as part of the lifestyle 
quarter of COMO Dempsey — which parks art, food, fash-
ion and retail all in one destination. 
The ground-level space sprawls on a vast 12,325 square-foot 
landscape with a 10m-high ceiling set in an old army barracks. 

A key feature is the giant hut in the center of the space which 
is a recurring element in all the other DSM locations. Colorful 
arches draw attention to the back of the store in that it is the 
first time that color has been used architecturally in any DSM. 
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Dover Street Market Singapore（DSMS）は、世界では4番目、東南アジアで初となる

DSMストアである。

店舗は、デンプシー・ヒル地区にあるアート、フード、ファッションや店舗などが軒を連ね

る複合施設、COMOデンプシー内に位置し、地上階は、旧軍用倉庫の高さ10mの天井の

下に広がる、12,325平方フィートもの広大なスペースだ。

スペースの中央には、DSMではお馴染みの巨大な小屋が設置されており、人目を惹くカ

ラフルなアーチは店舗の奥まで続いている。DSMで建築部分に色を使用したのは、これ

が初めての試みだ。
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Two large glass and steel structures houses the Comme des Garçons Brands and 
other designated spaces including the T-shirt space, NikeLab DSM SGP, Sneaker 
space, Sacai, The Row, Thom Browne, Undercover, Gucci and the newly dedicated 
and intimate Jewellery space. 

DSMS prides itself on working with and supporting local and regional talents such 
as Deva States, Paradise Youth Club, The Salvages and Youths in Balaclava. 
A playground for different kindred souls to come together under one roof. 
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2枚の大きなガラスとスチールで仕切られたスペース内は、Comme des Garconsブランド

やTシャツ、NikeLab DSM SGP、スニーカー、Sacai、The Row、Thom Browne、

Undercover、Gucciなどのスペースの他に、新たにジュエリースペースが仲間入りした。  

DSMSではまた、積極的にDeva States、Paradise Youth Club、The Salvages、Youth 

in Balaclavaといったシンガポールの才能溢れるデザイナーの製品も取り扱い、彼らの活動

をサポートしている。

ここはまさに、様々な同志が一つ屋根の下に集うプレイグラウンドなのである。

77



 acquadellelanghe.it

 ACQUA DELLE LANGHE 
 PERFUME ARTISANS
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Scents and product image are studied in La Morra, 
where sensitive and passionate hands endeavor to 
give any fragrance a perfect balance between eva-
nescence and persistence. Nothing is left to chance, 
every essence always stirs and evokes a flow of 
suggestion in an unexpected and different way. 

香りと製品イメージは、イタリアのラ・モッラで研究さ

れている。ここでは、繊細で情熱的な職人たちが、華

やかに消え去る香りと長く余韻を残す香りとの絶妙な

バランスを追及し、日々努力を続けている。隅から隅

まで神経を注ぎ、生み出される香水は、予想外かつ個

性的な方法で、香りから溢れ出る暗示を私たちの中に

喚起させてくれる。

Nothing is left to chance, except the suggestions 
that each fragrance awakens in a completely sud-
den and different way in each of us.
(Alberto Avetta, founder of Acqua delle Langhe) 

それぞれの香水が、思いがけなく独特な方法で私たち

の感覚に語りかけてくる事を除けば、偶然の産物な

ど、ここには存在しないのである。

(Acqua delle  Langhe 創業者、アルベルト・アヴェッタ)
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 selected.com

 SELECTED
 RESPONSIBLY CRAFTED.
 RESPONSIBLY WASHED.

私たちが使用するコ私たちが使用するコッットトンンは全ては全て

110000%%オオーーガガニニッッククでである。ある。

改良改良さされれたた洗洗浄浄ププロセロセススででは、は、

7755%%の水を節約の水を節約。。大大幅幅な水資源な水資源

のの節節約約をを達達成成。。

改改良良さされれたた洗浄装置は、エネルギ洗浄装置は、エネルギ

ーの削減にも貢献。ーの削減にも貢献。ここれれにより使により使

用用エエネルギーをネルギーを8855%%まで削まで削減減。。

レーザーのようレーザーのようなな、よ、よりり持続可能持続可能

な処理な処理方方法の使用により、化学法の使用により、化学

物質と塩の使用を削物質と塩の使用を削減減。。
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Selected Homme expresses 
our passion for great quality and 
a tailored approach with a focus 
on minimalism for the modern 
man. Its power to mix and match 
the different styles, is never bor-
ing, for every style is in tune with 
the current tendencies, with a 
classic twist. Quality is never 
impaired, and ensures styles that 
will last.

SELECTE HOMMEは、現代を生

きる男性を対象に、ミニマリズムに

フォーカスした高い品質と仕立て服

への情熱を表現する。飽きのこない

異なるスタイル同士の組み合わせ

や、流行を取り入れるだけでなくク

ラシックテイストに一捻り加えたス

タイルを提案している。長く楽しめ

るスタイルを約束しながら、製品の

クオリティーには一切妥協はないの

である。
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Selected Femme is fierce and vibrant with styles rooted in quality, 
yet with a thrill of excitement that enables them to stand out. The 
femme collection falls within a contemporary style, and its great 
attention to details enables it to express originality at all times.

溢れるワクワク感が特徴のSELECTED FEMMEは、品質に基盤を置

いた前向きで活気に満ちたスタイル。“femme”コレクションの製品は、

コンテンポラリースタイルの中に、着る人それぞれが個性を発揮出来る

余地を残して置く事に細心の注意を払いデザインされている。
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The world is burning. Where should we place our hope? To whom should 
we turn for solace? If you see things the POLIMODA way; a new genera-
tion of creatives is here for us, ready to change the world. This avant-la-
lettre fashion institute, hugging the majestic Arno river in Florence has 
been (re)configuring the fashion system from within. At its helm sits Mr. 
Danilo Venturi, a well-seasoned reader, writer and brand strategist, who 
simply does things his own way. So what makes this institute tick: Benv-
enuto Danilo-san.

世界は崩壊へと突き進んでいる。いったいどこに希望を見い出せば良いのか？誰

に癒しを求めればよいのか？ここ、ポリモーダ・ファッションスクールでの対処方

法を見てみると、新世代の創造力が世界を変えるべくその時を待ち受けている。

フィレンツェに流れる雄大なアルノ川沿いに位置する、最前線のファッションスク

ールでは、ファッションシステムを内部から再構築して来た。ここでの舵取りを任

されているのは、経験豊富な教育者であり、ライター、またブランドマネージャー

でもあるダニーロ・ヴェントゥーリだ。彼は、独自のやり方で物事を遂行する人物

である。ポリモーダの変革の動機とは？ダニーロ氏に尋ねてみました。

polimoda.com

 TRUE EDUCATIONAL PUNK: 
POLIMODÁ S DANILO VENTURI 

BY MARLO SAALMINK
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TOO OLD TO DIE. Could you tell me about your-
self as a young adult? 

I am a true child of my generation, I lived my youth 
in the 90s. Back then it was all about politics, we 
could breathe the end of the millennium, a slow but 
hard revolution. In that decade, the world changed 
completely, from the downfall of the Berlin Wall to 
globalization and from the arrival of the internet to 
mobile phones. I remember that I was very passion-
ate about Grunge and Hip Hop, two different musi-
cal genres but both rebellious. I always read tons of 
books, mostly philosophy, and I deeply liked fashion. 

死ぬには遅すぎる。

若い頃のご自身について教えて下さい。

私は90年代に青年時代を過ごし、青春を謳歌していまし

た。思い返すと、その頃は全てが政治という時代で、ゆっ

くりながらも大変革が立て続けに起こる世紀末の時を私

たちは生きていました。その10年間で、世界は完全に変化

しました。ベルリンの壁の崩壊からグローバリゼーション

社会への移行。また、インターネットが到来し、携帯電話

が普及しました。当時の私は、グランジとヒップホップとい

う、ジャンルは違えどもどちらとも反逆心を持った音楽に

夢中になっていた事を覚えています。同時に、かなりたく

さんの本も読んでいました。その殆どは哲学書でした。ま

た、ファッションにも深くのめり込んでいました。
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TOO YOUNG TO DIE. You are an educator, an instigator. Do you re-
member the first class you ever taught and what went down here? 

I remember it perfectly from the names of my students to the weather that 
day. I felt honoured to be teaching at Polimoda. Before working in the 
industry, I also completed a master here. I believe that my strength as a 
young teacher was precisely that, knowing the students' point of view. The 
dialogue between students and teachers is similar to the relationship be-
tween Generation X parents and Generation Z children. Now that I think 
about it, our school really is a big family.

死ぬには若すぎる。

貴方は教育者であり扇動者でもあります。ご自身が、一番最初に担当された授

業を覚えていらっしゃいますか？また、その際のエピソードなどは？ 

生徒一人一人の名前から、その日の天気まで克明に記憶しています。この業界で

働く前、私自身もここで修士号を取得していたので、その私がポリモーダで教鞭

を取れる事を非常に光栄に感じていました。私は、若い教師の強みとは、生徒

と全く同じ観点から物事を考察出来る事だと信じています。生徒と教師の対話

は、ジェネレーションX世代（1960年代から1970年代に生まれた世代）とジェネ

レーションZ世代（1990年代中盤以降に生まれた世代）との関係に似ています。

考えてみると、このスクールは、まさに一つの大家族ですね。
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CALLOW. How can we best activate and open young minds that wish 
to join this industry of ours? 

I think you have to be unique to make a difference today, in every do-
main, whether it’s the industry or school. The advice I can give you to 
feed your mind is to, first of all, do anachronistic things. For example, 
stop watching tv series and continuously checking your phone. Start 
reading physical books and take notes in the margins instead because 
this will help you elaborate an original thought that goes beyond copy 
and paste. Or do things in reverse. Another way is to get lost. 

若者たち。

ファッション業界の一員になりたいと願っている若者たちの意識を最大限に

覚醒させるにはどのようにすればよいのでしょう？ 

産業界であろうと教育現場であろうと、それぞれの領域で現代に変化をもた

らす為には、ユニークでなければならないと思います。ここで、貴方の心を豊

かにする為のアドバイスをしましょう。まず、時代錯誤な事をして下さい。テレ

ビの連続ドラマを観たり、ひっきりなしに携帯電話をチェックするのはやめま

しょう。代わりに、電子書籍ではなく紙に印刷された本を読み始めましょう。

そして、ページの余白に気付いた事をメモに取っていきましょう。メモを取ると

いう作業は、コピペなどを遥かにしのぐ、自分独自の見解を引き出す手助け

となってくれます。もしくは、全く逆の方法を取ってみたり、道に迷ってみるの

も、また一つの方法です。
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SECTIONED. What is the core to the POLIMODA rebellion? 

Our formula comes from three main disruptive choices. REBELLION N.1 - We 
don’t let our qualifications be recognized by the government but instead through 
collaborations with instigators like LVMH, Richemont, Gucci, Valentino, Fer-
ragamo, Missoni, Vogue Italia and many others. This means we can remain ag-
ile as an institute. REBELLION N.2 - In addition to these collaborations we 
continuously invite mentors and guests from the outside. The dialogue between 
human beings is always happening. REBELLION N.3 - The school operates as 
a fashion brand and asks the students to organize fashion shows, events, research 
and applied projects — even the faces on our website are students.The school is 
completely driven by the students. 

セクション。

ポリモーダ流反逆精神の核となっている物は何ですか？ 

私たちのやり方は、主に3つの反逆精神の選択肢から成り立っています。

反逆精神 No.1 - 私たちの教育機関は、政府からではなく、代わりにファッション界をリ

ードするLVMH、Richemont、Gucci、Valentio、Ferragamo、Missoni、Vogue Italia

といった企業の協力により認可されています。これにより、スクールを常に機能的に維

持する事が出来ます。反逆精神 No.2 - こういった企業からの協力体制に加え、私た

ちは、継続的に外部から良き指導者やゲストをスクールに招待しています。その機会

に生じる人と人との対話は、いつでも素晴らしい物です。反逆精神 No.3 - スクール自

体を一つのファッションブランドとみなし、生徒たちにファッションショー、イベント、

リサーチ、そして応用プロジェクトの企画を任せています。ウェブサイトも生徒の担当で

す。このスクールは、事実上、完全に生徒たちによって運営されているのです。
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NEO- ACOLYTE. With which attitude should 
a student graduate at POLIMODA?

All students are different. What really matters to 
me is for them to develop their personality during 
school and acquire the skills they need to pursue 
their jobs. If people have these two attributes, they 
don’t need to bother other people. They can al-
low themselves to be fair because they can focus 
on what they are and can be. I want students to be 
both daring and demanding in life, but also cor-
rect with other people. We don't need more con-
trasts in our society. 

新しい従者。

巣立って行く生徒たちが、習得すべき心構えとは何で

しょうか？

生徒たちは、十人十色です。私にとって本当に大切な

のは、彼らが在学中にそれぞれの個性を発展させる事

と、仕事に必要なスキルを身につけてくれる事です。

この二つを達成できれば、将来、他人に迷惑をかけ

る必要はありません。なぜならば、自分自身と自分の

可能性に集中できる為、公正な人間でいられるからで

す。私は生徒たちが彼らの人生に於いて、大胆かつ激

しくあれと願うと同時に、周りの人々に対しても、正し

くあって欲しいと願っています。私たちの社会に、もう

これ以上の対比は必要ないのです。
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ONE MORE CHANCE. How can we see 
the role of the (HI)STORY of Florence? 

Florence is beautiful, the quality of life is high, 
it is well administrated, walkable and safe, and 
there is so much art and history that you quite 
literally walk on top of it. All of this beauty 
can often be a burden though. I feel a great 
lack of contemporary culture and of the entre-
preneurial mindset that derives from it. Crea-
tives must kindle the FIRE of the economy!

もう一度チャンスを。

フィレンツェのストーリー（歴史）に於ける役割を

どう解釈されていますか？

フィレンツェは美しい街です。生活水準は高く、き

ちんと統制がとられ、治安も良い街です。街には

芸術と歴史が溢れ、文字通りその上を歩く事が出

来ます。街の美しさは、しかしながら時に大きな負

担となる事があります。その美しさがゆえ、この街

には現代文化や起業家精神が欠落していると、

私は感じています。創造力が、経済の起爆剤とな

らなければなりません。
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NEVERNEVERLAND. If it 
hadn’t been for directing this 
wonderful institute, where do 
would you likely find yourself? 

It is weird to even think about 
this, because life is full of sliding 
doors…When I finished study-
ing politics in university, I was 
asked to stay on as a researcher 
but I refused because at the time 
I was earning a lot more as a DJ. 
Through music I entered fashion 
and through fashion came educa-
tion. In other words, I ended up 
doing what I was offered at the 
beginning. Just think that the 
founder of La Perla, the lingerie 
brand I worked for, was origi-
nally a heart surgeon. After all, 
his work has always been about 
solving problems of the heart…

夢の国。

もし、この素晴らしいスクールで指導をしていなければ、どこで自分自身を発揮されていたと

思われますか？ 

その答えを考えることすら、なんだかおかしな感じがします。人生には、開ければまた次か

ら次へと別のドアが用意されていますから。私が大学で政治学を学び終えた時、研究者と

して大学に残らないかと誘われましたが、その時、DJとして稼いでいた収入の方が遥かに良

かったので断りました。音楽を通じてファッションの世界へと入り、ファッションを通じて教

育の道へと辿り着きました。とどのつまり、私は最終的に、最初にオファーされた事をやる

に至ったという訳です。考えてみると、私が以前働いていたランジェリーブランドのLa Peria

の創設者は、元々心臓外科医（heart＝心臓）でした。結局のところ、彼は彼でずっと心  

 （heart＝心）の問題を解決する仕事をしてきたという事です。
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CAMO is the short for “camou-
flage”. It’s a cosmopolitan brand, 
totally Made in Italy whose prod-
ucts are modern, contemporary 
and handcrafted. CAMO does 
not want to be just a “fashion” 
concept but proposes modernity 
with a specific identity that can 
be recognised in any product. 
The brand has been re-launching 
a collection of 100% cotton trou-
sers, Made in Italy. The models 
are the brand’s most iconic de-
signs: the Tyson Camo Trousers 
& Classic Trousers that since the 
brand was established are abso-
lutely CAMO’s best selling item. 
The style is that of well fitting 
trousers of military inspiration 
with a low crotch. Besides cloth-
ing people, the brand’s purpose 
consists in putting them in touch 
with what they wear. 

 camofactory.com

 CAMO
  

CAMOとは、“カモフラージュ”の略

である。モダンでコスモポリタンな

CAMOの製品は、完全なメード・

イン・イタリーで手作りされるコス

モポリタンブランドである。CAMO

が目指しているのは、単に時流に

乗った“ファッション”コンセプトで

はなく、どの製品も一見して認知さ

れるアイデンティティーを持った都

会的センスを提案する事である。

これまで、ブランドではメード・イ

ン・イタリーの100 %コットン製パ

ンツコレクションを発表し続けて

来た。Tyson Camo Trousersと

Classic Trousersは、ブランドのデ

ザインを象徴する2タイプで、創業

以来のベストセラー製品である。

それらのパンツは、ミリタリーから

インスピレーションを受けた、体に

フィットするロークロッチスタイルで

ある。ブランドの願いは、人々に彼

らの製品を着用して貰う他に、着用

する事により製品と心を通わせて欲

しいという所にあるのである。
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innerraum is a new form of language translated 

into individual polyphonic objects.

objects that enable us to communicate 

directly with our subconsciousness and with 

our curiosity at the same time, in a plot 

that connects us, that seduces us.

each of the individual objects in the 

innerraum collection is a bearer of memory 

and innovation at the same instant, this is 

precisely what makes each of these objects: 

polyphonic objects.

polyphonic objects that, 

through the manipulation 

of the concept of 

luxury, disintegrated 

into an ecstatic 

conflict with our own 

subconscious, affirming 

the birth of a new, 

futuristic, aesthetic;

an aesthetic never seen 

before that dialogues 

with our past, with our 

memory and with our 

daily life affirming a 

new vision of luxury.

innerraum is a multifaceted project born in the island of berlin 

and handmade in italy.

www.innerraum.com



 studiochiassai.it

 BLUETAILORING  
 STEFANO CHIASSAI

 thecubearchive.com

Bluetailoring is the story of the 
ideal Collection, created not to 
be sold, but to become a creative 
laboratory and the expression of 
a personal poetic story. With his 
new project, international fash-
ion designer Stefano Chiassai 
searches for a new potential of 
the iconic Blue fabric in mens-
wear, applying it and bringing 
it into tailoring grounds. In his 
book, denim becomes a ‘place for 
contamination’, achieved by mix-
ing materials and enriching it 
with unusual techniques between 
craftmanship and new technolo-
gies. The book is divided into ten 
thematic chapters that give this 
iconic material new and different 
approaches each time.
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Bluetailoringは、理想的なコレク

ションのストーリーである。営利目的

ではなく、クリエイティブ・ラボラト

リーとして挑んだ個人的な詩的スト

ーリーをまとめた一冊の本である。

この新たなプロジェクトでは、国際

的ファッションデザイナーのステファ

ノ・キャッサイが、メンズウェアの世

界でアイコン的なブルーデニムを仕

立て服の分野に取り入れ、ブルー

デニムの秘めた可能性について模

索している。本の中で、デニムは‘コ

ンタミネーション加工を行う素材’と

なっており、職人技術と最新テクノ

ロジーを使った異例の技術で、様々

な素材同士を組み合わせたり、一転

して豪華な素材へと変化させたり

している。本文は10章に分かれてお

り、それぞれの章で、デニムに様々

な新しいアプローチを試みている。

97



With its authentic, unmistakable style, its quality gourmet proposals, menus 
that vary following the products available season by season, Helmut has for ten 
years been a stylish pub for a variety of demanding, shrewd customers unwill-
ing to follow any predictable fashion trend. Born as a London-scene-inspired 
pub playfully offering original snacks, Helmut is today an easy-going gourmet 
restaurant where locally produced ingredients are processed to make dishes 
that are as many interpretations of the ‘roll’ idea. The selection of artisanal 
beers, with an average three hundred brands a year, includes a variety of styles, 
from pilsner to sour, Belgian and stout with a different list available each week.  

本物志向で個性的なスタイル、旬の素材を使い季節ごとに変わる極上メニュー。

Helmutは、この10年間おしゃれなパブとして、世間の流行になど見向きもしない厳し

い千里眼を持った常連客らに愛されてきた。洒落っ気たっぷりにオリジナルのスナッ

クを提供するロンドンのパブをイメージして誕生したHelmutは、現在、地元の食材

を使う地産地消に取り組む気軽なグルメレストランとなっている。年間取扱量が、平

均300種類もの珍しいビールセレクションの中には、ピルスナーからサワーエール、ベ

ルギービールやスタウトなどがあり、週ごとに変わるビールリストが用意されている。

 helmutpub.com

 HELMUT 
 PUB & HAMBURGERS 
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A pub with a strong identity where, rather than on brands, stress 
is laid on the atmosphere well expressed by Pierantonio Tan-
zola’s photographs: a relaxed likeable atmosphere that combines 
indie and vintage hints, one of the reasons why the place enjoys 
the deserved attendance of countless regular customers.

このパブの持つアイデンティティーは、ブランド的な物ではなく、ピエ

ラントニオ・タンゾーラの写真によく表現されているような雰囲気が

強く反映された物である。インディーとヴィンテージを組み合わせた

ようなリラックスした快適空間。これが、数多くの常連客を惹きつけ

て止まない理由の一つなのである。
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 istitutomarangoni.com

 ISTITUTO MARANGONI  
 MILANO FASHION  
 85 YEARS OF EXCELLENCE IN THE HIGHER EDUCATION OF FASHION TALENTS
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Istituto Marangoni, an emblem of 
excellence in the training of the 
best talents in fashion, design and 
art, was founded in 1935 in Mi-
lan as the Marangoni Clothing 
Art Institute and in 2020 reaches 
the important milestone of 85 
years of history. The School was 
the stepping stone for important 
fashion, art and design profession-
als, including Domenico Dolce, 
Franco Moschino, Alessandro 
Sartori, Maurizio Pecoraro, Paula 
Cademartori, Andrea Pompilio 
and Lucio Vanotti. The Group 
now has more than 4,000 students 
a year and 9 locations around the 
world: prestigious locations, in-
augurated in the most influential 
and dynamic cities, such as Milan, 
Florence, Paris, London, Mumbai, 
Shanghai, Shenzhen and Miami.
The heart of the school's teaching 
methodology is the Italian identity: 
a combination of craftsmanship, 
attention to detail and quality, in-
novation, love for beauty and entre-
preneurial spirit that make Italian 
know-how an excellence recog-
nized all over the world.
In Istituto Marangoni the passion 
for fashion unites distant cultures, 
different ideas, young people from 
every corner of the globe. Inter-
nationality is in fact an important 

101



strong point: a community of talents 
from over 100 different countries 
who have the opportunity to live a 
unique experience of exchange and 
human and professional growth.
The training approach is based on 
educational projects developed in 
collaboration with the most im-
portant fashion and design brands, 
which allow the school's talents to 
come into contact with prestigious 
managers and companies. The teach-
ers themselves are first of all profes-
sionals: designers, stylists, art direc-
tors, buyers, marketing experts and 
business consultants who are able to 
transfer their know-how and experi-
ence to the class.
The Fashion School of Milan is the 
historic headquarters of the Group, 
where the great names of Italian prét-
â-porter were trained and where the 
school develops constantly renewed 
educational programs, in step with 
a world and with a fashion system 
that, even more today, is constantly 
changing. The undergraduate cours-
es, three-year programs aimed at tal-
ents who aspire to enter the world of 
fashion, are added with postgradu-
ate, highly specialized full-time post-
graduate programs, in the fields of 
fashion styling, fashion design and 
fashion business.
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インスティトゥート・マランゴーニは、

ファッション、デザイン、アート界に、最高

レベルの若き才能を育成し輩出する、

優秀な教育機関の象徴である。1935年

にマランゴーニ・クロージング・アート・

インスティトゥートという名のもと設立さ

れた同スクールは、2020年には85年と

いう節目の年を迎えた。これまでスクー

ルは、ドメニコ・ドルチェ、フランコ・モ

スキーノ、アレッサンドロ・サルトリ、マウ

リツィオ・ペコラーロ、パウラ・カデマル

トーリ、アンドレア・ポンピリオ、ルー

チョ・バノッティといった、今ではファッ

ション、アート、デザイン界の重鎮となった

プロフェッショナルたちの起点となって来

た。現在は、世界でも勢いがあり活力に

満ちた都市であるミラノ、フィレンツェ、

パリ、ロンドン、ムンバイ、上海、深圳、

マイアミに9つの校舎を構え、年間4000

人以上の学生が日々学んでいる。

スクールの教育方法論の核となっている

のは、ディテールとクオリティーに拘った

伝承技術と革新、美への情熱と起業家

精神、これら全てを結合させた、全世界

で認知されている卓越したイタリア式ノ

ウハウである。

ファッションに対するインスティトゥート・

マランゴーニの情熱は、遠く離れた文

化、異なるアイデア、世界の隅々から集

結した若者たちを 1 つに団結させる。

実際の所、国際主義はスクールの大き

な強みとなっている。ここは、100カ国

を超える国々から集まった才能が交流

し、人間としてプロとして成長する機会

に溢れるコミュニティーなのである。
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スクールでは、著名ファッションブランド

やデザインブランドと共同で開発された

養成法に基づいた指導を行なっており、

それにより、若き才能たちには、名声の

あるマネージャーや企業らとの接触の機

会を与えられる。教師陣もまた、自身が

デザイナー、スタイリスト、アートディレ

クター、バイヤー、マーケティングの専門

家、ビジネスコンサルタントからなるプ

ロ集団で、授業では、彼らのノウハウや

経験を学生らに伝授している。

このファッションスクールのミラノ校は、

インスティトゥート・マランゴーニ・グル

ープの歴史ある総本山で、名声を博すイ

タリアのプレタポルテが育成された場所

であり、世界の動向やファッションシステ

ムと歩調を合わせながら教育プログラム

を絶えず見直し、スクールを発展させて

来た場所でもある。そして、現在でもな

お、それは常に変化をし続けている。ス

クールの学士号コースは、3年制のプロ

グラムで、ファッション界への進出を熱望

する若き才能を対象としている。加えて、

修士号コースでは、より高度な専門知識

に特化したファッションスタイリング、

ファッションデザイン、ファッションビジネ

スのプログラムが用意されている。
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 department5.com 

 DEPARTMENT 5’S  
 IDEA OF FASHION  
 BETWEEN ROCK AND MADE IN ITALY

To quote the past to bring about innovation in the present. To merge the unmistakable style 
of vintage markets and the rebellious spirit of rock music.
Born in 2007 from an idea of Nicola Silvagni and Mario Cangini, the Italian brand Depart-
ment 5 is characterized by a harmony of contrasts, and, focusing on a taste for military and 
working items, makes captivating garments that stick to the highest standards of made-in-
Italy clothing. An example? The handmade lettering that enhances the back of the coats in the 
FW20 collection; a homage paid to the legendary Joy Division and a token of urban elegance.
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過去をヒントに現代に革新を引き起こす。ザ・ビンテージマ

ーケットスタイルとロックミュージックの反逆精神を一つに

する。

ニコラ・シルヴァーニとマリオ・カンジーニのアイデアから

2007年に誕生したDepartment 5は、コントラストのハーモ

ニーを特徴とするイタリアのブランドである。ミリタリーと

ワーキングアイテムに焦点を置き、最高水準のメード・イ

ン・イタリーにこだわった魅惑的な服作りをしている。

伝説的ロックミュージシャンのジョイ・デヴィジョンへ捧げ

るオマージュとアーバンエレガンスの象徴と言える、後ろ身

頃を手書きのレタリングで強調した2020秋冬コレクション

のコートは、彼らの精神を反映した最たる製品となった。
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 instagram.com/blue_is_simple_and_strong

 ENVELOPE 
 DENIM DESIGN STUDIO

A totally blue-colored creative protagonist has set-
tled in the heart of Treviso’s city centre. Envelope 
Denim Design Studio can pride itself on twenty 
years’ experience in the design of denim clothing, 
the study of denim fabric and all of its possible 
treatments and uses, and is a link between design, 
textile techniques and item finishing, particularly 
respectful of the environment, as well as careful 
about and acutely sensitive to ecological sustain-
ability.
The Studio is headed by world-renowned designer 
Piero Turk , sided by the designer and illustrator 
Serena Conti.

全身をブルーで包んだ創造力溢れるデニムの主唱者

は、どうやらイタリアはトレヴィゾの中心地に身を落ち着

ける事にしたようだ。Envelope Denim Design Studio

にとって、デニムウェアのデザイン、デニム生地やデニ

ムの可能な処理方法と用途の研究に携わって来た20

年の経験は誇りである。そして、その経験は、エコ・サ

ステナビリティーに対し非常に敏感に気を配る姿勢は

もちろんのこと、デザイン、テキスタイル技術、仕上げ

加工や環境への配慮の全てに繋がっている。

Envelope Denim Design Studioは、世界的に名声の

あるデザイナーのピエロ・タークとデザイナー兼イラス

トレーターのセレナ・コンティが代表を務めている。
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Seen from outside, the Studio looks like a traditional workshop and shows two 
wide windows brightening up an open space where we can immediately perceive 
an atmosphere of creativity, research and love for various creative domains, from 
fashion to design and the arts. The showcases hanging on the walls display vin-
tage clothing dating from the early twentieth century on, unique items found in 
countless research travels worldwide.

アトリエの外観は、伝統的な作業場のような作りとなっており、二つの大きな窓からは中

の小さなオープンスペースに光が注がれ、その場が独創的で研究心と情熱に満ちた雰

囲気を持つ、ファッションやデザイン、そしてアートのクリエイティブな領域である事に瞬

時にして気付かされる。壁に設置されたショーケースには、リサーチの為に何度となく

訪れた世界中の国々で見つけた、20世紀初頭の珍しいヴィンテージの古着が陳列され

ている。
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 whiteboards-it.com

 WHITEBOARDS
   

Whiteboards is a journey, a 
combination and enhance-
ment of opposites. It is black or 
white, it is absolute or unique-
ness, awareness and naivety… 
it is experience, mystery, ir-
reverence, respect, strength and 
character; It is presence, power, 
pride and arrogance, life and 
death; it is punk, street, luxury, 
deep, freedom, unconventional-
ity, acting, now and ever, experi-
ment, brain, global; it is “I don’t 
care a pin”, it is responsability, 
it’s “I am myself ”,  it is beyond, 
immortality, for good, it’s “do 
of me what you want”, a dream 
and a nightmare, horror and a 
game, darkness, light, an angel 
and a devil, direct, authentic, a 
scream, elegance, intensity, it is 
an eternal romantic adolescence 
comfortably ill-at-ease.

Whiteboardsは、旅。相反する物同

士の結合であり増幅。それそれは、黒か

白。反射。それそれは、絶対的なもの、

もしくは風変わり。自覚。俗っぽさ。

それそれは、経験。神秘。不敬。尊敬。

強さ。個性。それそれは、存在。権力。

自尊心。傲慢。生と死。そして、それそれ

は、パンク。ストリート。ラグジュア

リー。ディープ。フリーダム。型破り。

演技。今と永遠。実験。頭脳。グロ

ーバル。それそれは、どうでもいいもの。

それそれは、責任。それそれは、私は私。そそ

れれは、予測不能。不滅。永久。それそれ

は、愚かさ。夢と悪 夢。嫌悪。ゲ

ーム。邪悪。輝き。天使と悪魔。率

直。本物。悲鳴。優雅。激しさ。そそ

れれは、永遠にロマンチックな思春期

のざわめき。
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Born in Japan, a country unmistakably pervaded 
by creativeness, the project World Flags is aimed 
at educating through entertainment. This fanci-
ful initiative also aims to emphasize the different 
aspects that characterize the world’s peoples with-
out resorting to language complexities or scien-
tific analyses, just to remind us that the Earth is a 
planet where variety and difference coexist. World 
Flags’ expressive medium is drawing, in the typi-
cally Japanese graphic form of ‘manga’, a well-
known genre worldwide. The manga in question 
represent flags from the whole world. The artists 
involved have drawn samurai showing the flags’ 
chromatic, historic and cultural features to pay 
homage to the Countries that will take part in the 
2021 Olympic Games, a sort of unofficial promo-
tional campaign to celebrate the great event.
The site world-flags.org, in a long gallery subdi-
vided by region, shows a collection of samurai 
ready for battle, around whose figures can be 
read stories of warriors emphasizing their abili-
ties, strength, weak points as well as quotations of  
personal mottos.

 world-flags.org

 TO ENTERTAIN AND EDUCATE:
 THE WORLD FLAGS PROJECT TELLS US ABOUT THE OLYMPIC GAMES
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独自の創造性が浸透している国、

日本。その日本で生まれたワール

ドフラッグスプロジェクトは、楽し

みながら教育する事を目的として

いる。同時に、この奇想天外で独

創性なプロジェクトでは、世界各

国代表のキャラクターの相違点を

視覚的に強調し、言語の複雑さや

科学的分析に頼らず、地球とは多

様性と相違点が共存している惑

星であるという事を再認識させて

くれる。このプロジェクトでは、全

世界で親しまれている日本生まれ

の‘漫画’が伝達ツールとして使

用されている。世界各国の国旗を

ベースに、それぞれの国旗の色彩

や各国の歴史や文化の特徴を捉

えた侍キャラクターが、プロジェク

トに参加したクリエイターたちに

よって描かれているのである。そ

れらの侍キャラクターには、2020

東京オリンピックに参加予定の国

々への敬意が込められており、非

公式ながら、オリンピックという素

晴らしいイベントのプロモーショ

ンに一役買っているのである。

公式サイト(world-flags.org)で

は、国別に細分化された戦闘モー

ドの侍キャラクターのギャラリーが

楽しめる。さらに、各国キャラクター

の名前や体型、戦闘能力、特技や

趣味に加え、人物紹介などを閲覧

する事が出来る。
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The Nissan Art Award is a prize for up-and-coming Japanese artists meant to enhance, promote and make their works outstanding on the inter-
national scene, to create an idea of art shared by the whole world.
The works of the selected artists will later be acquired by Nissan Motor Corporation to be permanently on show in their exhibition spaces with a 
view to promoting Japanese art all over the world.
The 2020 edition of the Nissan Art Award was started in Venice in May 2019 with the selection of five finalist artists: Ishu Han, Sachiko Kazama, 
Soichiro Mihra, Nobuko Tsuhjiya, and Ei Wada. The finalists have handed in works specially created for the competition, and an international 
jury will proclaim the winner of a five million yen award inclusive of a stay in a residential structure for artists outside Japan.
As this article is being drafted no details about the works presented have as yet been provided. According to Lawrence Rinder, a member of the 
competition’s international jury, the works will include a variety of genres ranging from wood carvings to sculptures. Another member of the jury, 
Suhanya Raffel, believes that the works in question reflect different expressive solutions to the problems that have challenged artists both in Japan 
and all over the world.
Here are a few biographical details concerning the artists in the competition.

  

 A SURVEY OF WHAT THE FUTURE
 HAS IN STORE FOR CONTEMPORARY
 JAPANESE ART
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日産アートアワードは、将来、世界を舞台に活躍を期待される新進気鋭の日本人アーティストを対象とした芸術賞であり、世界規模で共感される芸術

理念を創出する事を目的としている。

受賞者の作品は、全て日産自動車株式会社により買い取られ、世界に向けて日本のアートを促進する為、同社の展示スペースに常設展示されている。

最新の日産アートアワード2020は、2019年5月、ヴェニスを舞台に、5名のファイナリスト、潘逸舟、風間サチコ、三原聡一郎、土屋信子、和田永と共に

幕を開けた。ファイナリストたちは同アワードに向け新たな作品を創作し、それらはその後、国際審査員によって選考される。受賞者には、海外でアー

ティスト活動を行う際のレジデンス支援を含む、総額500万円相当が賞金として贈呈される事になっている。現時点で、選考に関する詳細の発表は成

されていないものの、選考会の国際審査員の1人であるローレンス・リンダー氏によると、木彫品から彫刻まで、多岐にわたるジャンルの作品が選考対

象となっているようだ。また別の国際審査員であるスハーニャ・ラフェル氏は、それらの作品は、日本国内外のアーティストたちが対峙してきた問題に

対する答えが、それぞれの異なる表現方法で反映されていると語っている。

ここで、参加アーティストの経歴をご紹介しよう。
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Born in Shanghai, ISHU HAN is 
now living in Tokyo. With a focus on 
the search for identity, his works in-
volve the use of media ranging from 
videos to installations, photographs 
and painting, creations that have been 
exhibited in Japan, China and New 
York where he worked as a resident 
artist at the International Studio and 
Curatorial Program (ISCP).
In an interview the artist pointed out 
that he joined the Nissan Art Award 
because to create art is to him like 
breathing, and that only when his 
works have been seen by numerous 
viewers will his art start to have a life 
of its own.

 hanishu.com

 ISHU HAN
  

上海生まれで東京在住の潘逸舟は、アイデ

ンティティーの探求をテーマとしている。

彼の作品は、映像作品、インスタレーショ

ン、写真、絵画と様 な々メディアを駆使し、

これまで、日本を始め中国や、インターナ

ショナルスタジオ・アンド・キュラトリアル

プログラム（ISCP）のレジデント・アーテ

ィストとして活動していたニューヨークな

どでの展覧会に参加して来た。

彼はインタビューで、日産アートアワード

への参加につき、“作品を作るという事は

自分にとっては呼吸をするような事です。

そして、自分の作品が多くの人々の目に触

れることによって、初めてその作品に命が

吹き込まれるのです。”と、語っている。

116



117



Born in 1972 in Tokyo where she still lives, 
SACHIKO KAZAMA graduated from 
the Musashino Art School where she stud-
ied engraving. Drawing inspiration from 
the past, on which she focuses to retrace the 
origins of present-day problems, her works 
of art consist of black and white prints, ob-
tained from carved wood blocks, and are 
characterized by playful and ironic hints at 
contemporary reality. As for the works she 
created to take part in the Nissan Art Award 
competition, Kazama said that if interna-
tional motor shows are the events that en-
able modern rationalism to gain ground, art 
exhibitions, on the contrary, should be ruled 
by irrationality, events from which produc-
tivity and profit are to be banned.

 

 SACHIKO KAZAMA

武蔵野美術大学で版画を学んだ風間サチコ

は、1972年に東京で生まれ、現在も東京に居を

構えるアーティストである。現在起こっている現

象の根源を辿る為、過去に立ち返る事からイン

スピレーションを得ている彼女の作品は、木片

から生まれる黒と白からなる木版画である。作

品には、現実社会に対するユーモアと皮肉が

込められており、それが彼女の作品の特徴とな

っている。日産アートアワードへ出品した作品に

ついては、“国際モーターショーが近代の合理

主義を前進させたイベントであるならば、芸術

展は生産性や利益を度外視した、非合理的な

物であるべきです。”と語っている。
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SOICHIRO MIHARA was born in 1980 
in Kyoto where he still lives. In his crea-
tions Soichiro uses a wide range of elements: 
sounds, bubbles, radiations, micro-organ-
isms, moss, air flows and electrons, to merge 
natural phenomena with the media. Fur-
thermore, Mihara has since 2013 taken part 
in artists’ stays in the Arctic, living in a rain 
forest along a militarized border.
In the past few years Mihara has carried 
on planning and studying the relationship 
between the natural world and man’s artis-
tic activity with a view to achieving a bet-
ter understanding of the surrounding envi-
ronment. By taking part in the Nissan Art 
Award competition, Mihara wants to share 
with the public a new way to enjoy the world.

  

 SOICHIRO MIHARA

1980年、京都に生まれた三原聡一郎は、現在も

京都に住み活動を続けるアーティストである。

彼は、音、泡、放射線、微生物、苔、気流や電子

といった様々な素材を使い、自然現象とメディア

テクノロジーを融合させた作品創りをしている。

さらに、2013年からは、北極圏や熱帯雨林、軍

事境界での滞在制作活動に参加し、ここ数年間

は、周辺環境の理解をより深める事に観点を置

き、自然界と人間の芸術活動との関係性を研究

している。そして、今回の日産アートアワードへの

参加については、世界の新しい楽しみ方を多くの

人 と々共有出来ればと考えている。
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Born in Japan, NOBU-
KO TSUCHIYA has 
a Japanese formative 
background and creates 
sculptures that merge ob-
jects of everyday use with 
reject items she collects 
herself, a combination 
which seems to conjure 
up fictional worlds and 
civilizations beyond any 
time or space dimension. 
Nobuko does not want 
her creations to convey 
clear and precise  mes-
sages; what she wants is 
to live in depth the stages 
of development in a work 
of art, the time involved 
and the energy devoted to 
her creations. This is what 
she believes will lead her 
to the Nissan Art Award 
competition. 

  

 NOBUKO TSUCHIYA
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日本生まれの土屋信子は、

日本の造形美をバックグラ

ウンドに、身近な物と自分で

拾い集めた廃材を組み合わ

せ、時空や空間を超えた架

空の世界や文明を呼び起こ

すような作品制作をしてい

る。彼女は、作品から明確な

メッセージを発信するのでは

なく、彼女が全身全霊で作品

に費やしたエネルギーや時

間、その制作工程の中で見

い出した深層部分に秘めら

れた何かを感じて欲しいと願

っている。この思いが、彼女

を日産アートアワードへ導い

てくれたと確信している。
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EI WADA lives in To-
kyo where he was born 
in 1987 and graduated 
from Tokyo Tama Art 
University. He began his 
artistic career by study-
ing sounds and music, 
by combining tape re-
corders with cathode ray 
tube TV sets and other 
old electronic devices, 
to create installations 
that lead to new music 
instruments and sound 
techniques.
His comments on the 
selections for the Nissan 
Art Award expressed his 
happiness for the oppor-
tunity he had to create 
new works starting from 
an idea of his own, com-
ing from his very ‘self ’.

  

 EI WADA

多摩美術大学卒の和田永

は、1987年に東京で生ま

れ、現在も東京在住のアー

ティストである。彼は、テープ

レコーダにブラウン管テレビ

や旧式電化製品を融合さ

せ、新しい楽器やサウンド

テクニックを生み出す装置

を制作し、音響と音楽を研

究する事から、アーティスト

としてのキャリアをスタート

させた。

今回の日産アートアワード

での選出に際しては、‘わた

くし’という現象から湧き出

たアイデアを、新しい作品と

して創作する機会を与えて

もらった事に対し、感謝の

コメントを表明している。
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The Tokyo Contemporary Art Award (TCAA) is another prize aimed at enhancing contemporary 
Japanese art. Set up by Tokyo’s Metropolitan Government and by Tokyo Arts and Space (Mu-
seum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), the 
prize was started in 2018 as an award for successful Japanese artists whose works, created both at 
home and abroad, have been the potential bearers of new concepts and ideas. The prize is particu-
larly important in that it provides support for artists at a stage in their career when their expressive 
power is at its best.
Proclaimed by an international selection board, winners of TCAA are for two years on end award-
ed support for their creative activity including the funding of the work they carry out abroad, the 
opportunity to exhibit their works at the Museum of Contemporary Art- Tokyo, and the publica-
tion of a monograph in English and Japanese.
For the biennium 2020-2021 the prize has been awarded to Fujii Hikaru and Yamashiro Chikako.

  

 JAPANESE ARTISTS TELL ABOUT
 THEMSELVES THROUGH THEIR WORKS
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Tokyo Contemporary Art Award（TCAA）は、2018年に東京都とトーキョーアーツアンドスペース（公益

財団法人東京都歴史文化財団東京都現代美術館）により創設された、日本の現代美術の更なる向上を目

的とした賞である。同賞の対象となるのは、将来の可能性を秘めた新しいコンセプトとアイデアを持った

国内外で活動しているアーティストであり、彼らのキャリアにとって非常に重要な時期に、最善の支援内容

を提供する必要性を重視している。

国際選考委員により選出されたTCAAの受賞者には、海外での活動を含む制作活動支援や、東京都現

代美術館での展覧会の機会、そして英日版の専門書の出版などの支援が2年間に渡り継続される。

2020年–2021年度は、藤井光と山城知佳子が同賞の受賞者となった。
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YAMASHIRO CHIKAKO graduated in 2002 from the Prefectural University of Arts - 
Okinawa and has exhibited her works in Japan, South Korea, the USA and South East Asia.
Her works are focused on the theme of identity and on the role played by historical memory, 
with special reference to her hometown, Okinawa.
The artist has brought to the forefront all those who live on the fringes of society through 
the use of photography and videos because she believes that these two media have the power 
to merge reality with the imagination. As far as expressive media are concerned, the artist 
wishes in the future to exploit the potential of motion pictures in the observation and analysis 
of shocking experiences and sorrow in men’s lives worldwide.

  

 YAMASHIRO
 CHIKAKO
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2002年に沖縄県立芸術大学を卒業した山城知佳子は、これまで日本、韓国、アメリカや東南アジア

で展覧会を行って来た。

彼女の作品は、とりわけ生まれ育った沖縄と関連したアイデンティティーや歴史的記憶の移り変わり

をテーマとしている。彼女は、リアリティーと想像の世界を融合させるパワーがあると信じる写真と

ビデオという2つのメディアを通し、社会から取り残されている人々に焦点を当てている。表現力に富

んだメディアから察するに、彼女は、衝撃的な経験や悲哀を持つ世界中の人々が置かれた状況の観

察や分析を動画の持つ可能性に活かしたいと願っているようだ。
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FUJII HIKARU graduated in 2004 from University VIII-Paris. After winning the Nis-
san Art Award in 2017, he has over the past few years exhibited his works in Europe and 
Japan. While the artist’s creations conceptually merge art, history and society, the main 
media he uses are videos through which he analyses present-day social problems to conduct 
his enquiry into the history and culture of various countries also from an anthropological 
standpoint. Fujii Hikaru’s approach is a documentary one, in fact he reconstructs history 
through images often adapting archive documents. On the occasion of the TCAA, he 
explored a theme close to his personal history, by creating a narrative that welds into one 
‘I’ both creator and subject of narration.                                       

  

  FUJII
HIKARU
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パリ第8大学を2004年に卒業した藤井光は、2017年に日産アートアワードを受賞して以来、ヨー

ロッパと日本の展覧会で作品を発表して来た。芸術に歴史と社会を概念的に融合させた彼の創

造性は、主に映像というメディアによって表現される。それを通し、彼は様々な国の歴史や文化の

検証やアンソロジー的な観点から、現代社会にはびこる問題に応答する作品を制作している。藤

井のアプローチはドキュメンタリーであり、アーカイブの記録や文書を編集した映像により歴史を

再考するという手法をよく用いている。今回のTCAAでは、彼は主題と表現者の両方を‘自分’に

結合させた物語を創作する事により自分史と深く関わるテーマを探究した。
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Edda Barbon’s art creations stand out for the gestural 
features of their high formal developments. Her paint-
ings document spontaneous forms of expression which 
are the outcome of a spiritual journey within herself, as 
she freely wanders or lingers in the depths of her soul.

エッダ・バーボンのアート作品は、高度な造形から生まれる

表情において際立っている。彼女が描くのは、心の奥深くを

彷徨っているかのような、彼女の内に秘めたスピリチュアルな

旅がもたらした姿を自発的に再現した絵である。

EDDA BARBON 
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Niccolò Argenti is a lover of iron, an artist who goes back 
to ancient values which are sometimes unusual or even 
unknown. The Padua-born artist acts as a mediator in 
the interrelationship between the real world and that of 
animals, nature, shades and popular beliefs.

鉄という素材を愛するニコロ・アージェンティは、時には珍し

く、時には知られてすらもいない古い価値観に遡るアーティ

ストである。パドヴァ生まれの彼は作品を通じて、動物や自

然、陰影や俗説といった物と現実世界との間の相互関係の

仲裁役を担っている。

NICCOLÒ ARGENTI 
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From the innovative, fur- and down-free Superlight jack-
ets, to Ze-Knit’s sustainable manufacturing and intelli-
gent bodymapping, to the never-ending life of the 100% 
recyclable Infinity Jacket, “Futurewear by Napapijri” 
translates the synergy between design, sustainability and 
innovation into trailblazing premium casualwear.

ファーやダウン不使用の革新的なスーパーライトジャケットか

ら、Ze-Knitの持続可能な製造とインテリジェントなボディー

マッピング、そして、100%リサイクル可能で永遠に着られるイン

フィニティ・ジャケットまで、“Futurewear by Napapijri”は、

デザインやサステナビリティーとイノベーションによる相乗効果

を、先駆的なプレミアムカジュアルウェアへと変貌させる。

FUTUREWEAR BY NAPAPIJRI
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Her portrayal of human settlements, great deserted or 
still miraculously working industrial plants lead us to 
ponder on our presence here and on past and future his-
tory: a serene vision turns into an urgent question con-
cerning how we want to change this planet, what form 
and substance it shall have after us.

ひどく寂れてしまった場所なのか、それとも、奇跡的にまだ稼

働している巨大工場なのか、彼女による人間居住地の描写

は、私たちに現在、過去、未来の歴史を深く考えさせる。穏

やかなビジョンは、私たちに、地球という星の後世をどのよう

に変化させたいのか、またどのような形でどんな姿であるべ

きなのかという緊急課題を投げかける。

SABRINA NOTTURNO 
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The work was conceived by Grillos as an answer to the 
debate raised over the Maya Calendar according to 
which, as many held, the end of the world would occur 
by this date. His artwork conveys the artist’s view that, 
when threatened by such an event, only in love can we 
find the strength to face it and to live.

グリジョスは、世界最後の日を予告するマヤカレンダーにより

もたらされた議論に対する答えとして、この作品を創作した。

彼は作品の中に、こういった出来事により脅威に晒された

時、愛のみが人を奮い立たせ困難に立ち向かい、生きる力を

与えてくれるというメッセージを込めている。

GRILLOS 
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Monna Lisa’s smile is one of the great mysteries in the 
history of painting. Its indefiniteness, its suspension be-
tween gaiety and melancholy is the highest proof that 
painting can express man’s innermost sentiments. Sil-
vano Sartori couldn’t but be emotionally involved in the 
anniversary and revisit Leonardo’s work in that it ‘tran-
scends time and space’.

モナリザの微笑は、絵画史に於いて最も大きな謎の一つで

ある。華やかさと憂いの中に存在する定義付けが困難な

曖昧さは、絵画は人の奥底に眠る感情を表現出来る最高

の方法であるとの証である。シルヴァーノ・サルトーリは、

ダ・ヴィンチの命日に何かの形で携わりたいとの思いに抗え

ず、‘transcends time and space（時空を超えて）’と題した

作品で、ダ・ヴィンチの名作を再訪した。

SILVANO SARTORI 
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Gianni Panciroli’s return to pictorial art is focused on 
figurative, landscape and abstract elements. His current 
activity exploits the double vantage point of emotion and 
concept, and is a free research on the musicality of forms 
and colours at once devoting special care to design, mat-
ter, tone, colour patches, and contrast, the elements that 
have  affected human sensibility all along.

ジャンニ・パンチローリの絵画術への回帰は、具象的、風景

画的、そして抽象的なエレメントに焦点を当てている。現在

の彼の活動は、エモーションとコンセプトの二つの観点を活

用している。彼は、繊細なタッチで、形と色が持つ音楽性の

自由な探求を、人間の感性に影響を及ぼし続けるデザイン、

物体、カラーパッチやコントラストといった要素に反映して

いる。

GIANNI PANCIROLI
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If the flight theme is the meeting point of Takeshi Ta-
mashiro’s and Francesco Ciabatti’s works, the similarities 
and differences the two artists also develop lead to an 
ancestral strain and desire to soar high.
Besides achieving mutual accomplishment in such ele-
ments as mechanics, wood, the definition of space, the 
care for details, and the study of flying creatures, the two 
artists’ works also point to new and different fields of 
joint research and creation.

飛行というテーマが、タマシロ・タケシとフランチェスコ・チャ

バーティの作品の合意点であるならば、2人のアーティストの

類似点と相違点もまた、継承されて来た重圧と空高く舞い上

がりたいとの願望を導き出し、さらにそれを発展させている。

力学、木材、空間の定義、細部へのこだわり、そして空を飛

ぶ生物の研究といった要素において、双方の目標を達成させ

るだけでなく、2人の作品は、新たな異なる分野での共同研

究と創造を目指しているのである。

TAKESHI TAMASHIRO - FRANCESCO CIABATTI
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