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価格に左右されない
オリジナリティある1本

夏に必須のショーツは
タフなミリタリーものをチョイス

ホームランや C.E. などエッジの効いた
ストリートブランドを展開する同店はオ
リジナルアイテムも人気。中でもショ
ップのロゴが施された時計は高価な時
計を持ったとしても手放せない、リア
ルなストリートの魅力がある。have a
good time の時計￥3990
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代官山・中目黒エリア

デイリーに着れる洋服がところ狭しと並
ぶ店内はずっと着続けたい一生ものの
宝庫。中でもガンホーのショーツは柄
違いで取り揃えているので各種で揃え
るのも良い。右 GUNG HO × HIGH!
STANDARD の ショーツ￥7140、 左
GUNG HO のショーツ￥6090

東京都目黒区中目黒 1-2-14 2F
www.have-a-goodtime.com
営業時間 _13:00 〜 21:00
定休日：水曜

東京都渋谷区猿楽町 25-1
TEL _ 03-3464-2109

“靴のロールスロイスと”称される
一生ものの1足

石黒祥平
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山好きはもちろん街でも
存在感を発揮する登山靴
国内の山靴職人の手によって作られた
重登山靴。ガロユヒテンレザー、ノル
ウィージャン製法、ビブラムソールとい
う本格仕様で余分な要素が何もない
質実剛健なデザインは山靴を知り尽く
す熟練職人ならではの匠の 1 足。SEtt
for Mountain Boots のブーツ￥78750
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東京都目黒区上目黒 2-44-8 ロカ
ーサ上目黒 2F
TEL _03-5768-4288
営業時間 _12:00 〜 22:00（月〜
土）
、12:00 〜 20:00（日）
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デニムパンツと共にストリートの
定番として人気を博す1着
アーペーセーと言えばデニムパンツと
いう程ストリートにも浸透したデニムシ
リーズは、もちろんジャケットも抜群に
良い。ラフすぎないタイトシルエットと
ミニマムなデザインがクリーンで品の良
いスタイルを作ってくれる。A.P.C. の
デニムジャケット￥22050

「オールデンのシューズやジルプラットナーのアクセサリーなど、
高価だからというよりも着用する人によって表情の出方が変わっ
てくるのような愛着を持てるアイテムを揃えています」
エンジニアードガーメンツのJKT￥38850、リーバイスヴィンテー
ジクロージングのTシャツ￥8 8 20、ボンクラデニムのパンツ
￥29400、
オールデンＷＬＴ別注シューズ￥99750
東京都渋谷区恵比寿西 1-32-12
TEL _ 03-5728-6320

南氏がリコメンドする
1LDKディレクター、
代官山・中目黒ショップベスト3
東京都目黒区中目黒 5-27-24
TEL _ 03-6452-2444
営業時間 _12:00 〜 19:00
定休日：水曜

東京都渋谷区猿楽町 11-8
メゾン代官山 1F
TEL _ 03-5459-0608
営業時間 _11:00 〜 20:00
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PVC 素材を使用したバッグは軽量か
つ耐久性に優れ、デイリーに使用で
きるのが魅力。生地の表面に特殊な
エンボス加工を施すことで生まれる独
特の表情はシンプルなデザインのアク
セントとなっている。SILAS × JAM
HOME MADE のバッグ￥26250
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シンプルなアイテムに宿る
ストリートのマインド
ストリートでは絶対的存在であるショー
ン・ステューシーのブランド、エス ダ
ブルのオンリーショップ。シンプルなオ
ックスの B.D シャツはややゆったりと
したシルエットがラフな印象。胸に付
く赤のピスもアクセントに。S/Double
の B.D. シャツ￥18900

シンプルな中に一癖効かせた
大人のデイリーバッグ
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東京都渋谷区恵比寿西 1-22-5 B1F
TEL _ 03-3770-4554
営業時間 _12:00〜 20 : 00

# B8;0B<0A80308:0=H0<0

308:0=H0<0

(

「ラッセルモカシンやユケテン、レッドウ
ィングなどのブーツやクランクのバッグ
など、使い込んだ後にリペアが可能で
繰り返し修理しながらも長く付き合える
アイテムが揃っています」
CENTINEL Aのベスト￥51450、
BUZ Z
RICKSONʼSのシャンブレーシャツ￥8295、
WILD THINGSのショーツ￥8190、
スカーフ
￥4725、
RUSSELL MOCCASINのブーツ
￥73290、
右手のヴィンテージインディアンブ
レスレット￥55440、
左手に付けたSHANDIIN
BEADS CRAFTのブレス￥3990
東京都目黒区上目黒 1-5-10
TEL _ 03-5720-1677

ブランド発足時からリリースし続けてい
るロングセラーモデル。一本一本手作
業で革を巻き、最高級のシルバー 925
素材を組み合わせたアイテムはシンプ
ルながらも素材の持つ上質さが滲み出
る、程よく主張する大人の逸品となっ
ている。Coil Bracelet 各￥15750
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オリジナルからヴィンテージまで
被り物が充実
上質なビーバーの毛を使用したハット
は抜群の手触りと絶妙な光沢感が品
のある雰囲気。被り物の中でもハット
は特別。風格ある一生ものを選んで長
く愛用する方がかっこいい。RACAL
のハット￥50400
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ジップ スティーブンソン氏が手 掛け
る HTC のベルトは今尚、メイド イン
USA にこだわった質実剛健な物作り
で常に最高峰のベルトブランドと称さ
れる。使い込むことで雰囲気を増す、 東京都渋谷区恵比寿西 1-10-14 2F
経年変化が楽しみな一生もの。HTC TEL _ 03-3770-5733
の BELT 上￥38850、下￥44100
営業時間_12:00 〜20:00（平日）、
11:00 〜20:00（ 土・日・祝）
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東京都目黒区青葉台 1-15-4 1F-B
TEL _03-6416-4860
営業時間 _12:00 〜 20:00
定休日：水曜

古き良きアメリカを
今に伝える傑作ベルト
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「常に身につけておけるシルバーアクセサ
リーやノンネイティブのデニムパンツな
どが毎日着用できるアイテムとしてオス
スメです。着用することで生まれる経年
変化をぜひ楽しんで頂きたいです」
n o nn a ti v eのシャツ￥24 9 9 0 、
ショーツ
￥20790、
GENERIC SURPLUSのスニー
カー￥8190、
右手に付けたEND のターコイズ
バングル￥48300、
シングルターコイズバング
ル￥48300、
3連リング￥27300、
左手に付け
たバングル￥33600、
ストーンリング￥33600
東京都目黒区青葉台 1-23-14
TEL _ 03-6452-3072
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ブランド創設時からリリースする
定番のブレスレット

東京都目黒区青葉台 1-14-11 コー
ポ青葉台 102
TEL _03-3463-6376
営業時間 _12:00〜19:00
（月〜金）
、
12:00〜 20:00
（土・日・祝）
定休日：月曜

ファーザーのみで展開される
普遍的なデイリーウエア
ネームの直営店であるファーザーのみ
で展開されるベーシックラインのデニ
ムは程よい太さにテーパードがかかっ
た美しいシルエットが特徴。無駄を削
ぎ落したミニマムなデザインはシーンを
選ばす着用で着る万能な逸品。Name.
「genuine」のデニム￥18900

鈴木昌吉

「ビッグジョンなどの歴史あるブランドか
ら新鋭のブランドまでをセレクトしてい
ます。中でもアンブロと共作したセット
アップは３レイヤーで機能性も抜群のず
っと着れる 1 着です」
UMBRO × ADONUST.Yのジャケット
￥58800、
パンツ￥31500
東京都渋谷区鶯谷町 4-1
アバブ渋谷ビル B1F
TEL _ 03-5428-2458

東京都渋谷区代官山町 7-5
TEL _ 03-3464-7280
営業時間_13:00 〜20:00
定休日：月曜
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「一生に一度しか購入出来ないというような高額なものよりも、
一生買い直していくんだろうなーというようなデイリーなカジュ
アルウエアを豊富に揃えています」
Nisus Hotelのジャケット¥21000、
Monitalyのキューバシャツ
¥23100、
Steven Alanのショートパンツ ¥19740、
Boston Clubのサ
ングラス ¥21000、
STADIUM + Thorogoodのブーツ ¥22890
東京都渋谷区鶯谷町 2-8 ユニオンスクエアビル 1F
TEL _ 03-5458-4685
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「僕達がずっと着続けたいと思えるよう
な、定番の型を "BROWN" では作り続
けています。このオールマイティベスト
もそのひとつですね」
BROWN by 2-tacsのベスト¥17850、
シャツ￥24150、パンツ￥19950、サング
ラス￥31500 他全て私物
東京都目黒区東山 2-5-7
TEL _ 03-5724-7231

厳選された良質なヴィンテージアイテム
が並ぶ店内でひと際目を惹くのがミリタ
リーのアイテム。写真のパンツはミリタ
リーウエアでは定番と言えるサイドポケ
ット付のカーゴパンツ。状態も申し分な
しの名作を手に入れたい。US ARMY
トロピカルコンバットパンツ ¥6825
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コアなミリタリーウエアが充実する
ショップで定番の1本を

代官山アドレス、
目黒川、
最近で言えばTSUTAYAなど多くの名所を持つ街、
代官山、
中目黒エリア。
表通りでのメジャーなショップでの買い物はもちろん
の事、
裏路地に潜むマニアックなショップで一点ものを探すのも楽しい。
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1879 年にドイツで創業したハインリ
ッヒ ディンケラッカーは世界最高峰と
されるホーウィン社製のコードヴァン
を使用し、伝統的な手法を用いて製
作した一生ものと呼ぶにふさわしい、 東京都目黒区上目黒 1-8-28
抜 群 の 存 在 感 を 放 つ。HEINRICH マンション鈴鹿 1-A
DINKELACKER のシューズ￥122850 TEL _ 03-3780-1645
営業時間 _12:00 〜 21:00
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中目黒にお店を構えるセレクトショップ、1LDK のディレクター。
食通ということでも知られている。
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! 小野田商店
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洋服からシューズ、
小物までを
揃える店内は見所満載

常に賑わう中目黒の
人気店をリコメンド

代官山で人気を集める
フーズショップ

「アメリカ、ヨーロッパのワークや
ミリタリーのヴィンテージ・雑貨を
中心に、靴を手入れするブラシな
どライフスタイルに寄った一生も
ののアイテムも充実しています。
」
東京都目黒区上目黒 1-10-6
TEL _ 03-3463-0509

「体型を見てわかるとおり、ホル
モン焼が大好きなので良く通って
います。コストパフォーマンスが
高い名店だと思います。
」
東京都目黒区上目黒 3-7-3
野村ビル 1F
TEL _ 03-3760-6541

東京都渋谷区猿楽町 25-2
TEL _ 03-3496-7570
営業時間 _12:00 〜 20:00

「厳選された食材からパン、自家
焙煎のコーヒーなど何から何まで
好きなものが揃っていて、ついつ
い通ってしまいますね。
」
東京都渋谷区猿楽町 18-12
ヒルサイドテラス G 棟 B1F
TEL _ 03-3496-6620
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