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tfcMAQ/TOのレディiーズコレビレーシ令ンシ争ップが移耘オープン致しまレん： 

兔ョ髻Pの広さが今までの2倍>U上Cもア/り更にバージ3ンアップ！是非ご来店下さいませ。 

-，ノ M18 
前回/各方面から大反锷を博したh.NAOTO ART8001 

漏麵圃■■ 
前回/各方面から大反饗を博したh.NAOXO ART BOOKの2004年版がSHOP、SeSにて発売中です。 
これを見ずしてh.NAOTOは語れない永久保存版！ v 

ふし.'，•ル 1 
毎週更新！インターネットでしか手に入らないレアもの商品満戴！要チェック！ 

tvNADTOの撮新ニュース、最新ヒシュ 
進化し続けるh.NAOTOを今すぐチェッ 

t.NAOTO Flag Shop 
H HARAJUKU -03^3408-725 

ダュ.アル,孽着商品やsesなど情報満載！ 

•ェック!！ 

H HARAJUKU 夢3408-7255 i「E し7心.1)3、7ぶ：^5…。マA 

H HARAJUKU 03-3478-6454 
SHtNSAIBASHI 06-4704-6023 

HARAJUKU 03-3408-7257 

h.NAOTO In Shop: HARAJUKU LAFORET 03-3405-6607 / IKEBUKURO P'PARCO 03-5391-8572 / SENDAI FORUS 022-264-5433 / NIIGATA LAFORET I 
NAGOYA PARGO, 052.-264-8275 / KYOTO HANKYU 075-223-8084 / HIROSHIMA PARCO 082-542-2172 / TEN JIN VIVRE 092-715-8814 
^ i>nM stood めhh + die d.o.a rt jciiy 的的jxi 於**™^ ^ ® nn*n0し tjPSIfi 

5-inc. "2-22-5 Nf3flfAZABU MINATO TOKYO JAPAN 03-5766-3848 / Artdirection: INCS / Photo: Australia Dec.2003 5-inc. "2-22-5 Nr； I MINATO TOKYO JAPAN 03-5766-3848 / Artdirection: INCS / Photo: Australia Dec.2003 



H% *THE*mRS* 
DADYf SHINE BRIGHT 

^/r http://www.babyssb.co.jp 
BABY,THE STARS SHINE BRIGHTx MEGUMI IWAMOTO 

-亍フス¥15,540(本体価格¥14.800) 

，ンパースカート（本体価格¥未定） 

¥8,295(本体価格 ¥7,900) 

*9 345 (本体価格 ¥8,900) 

- クス¥2.730(本体価格¥2,600) 

デンネット¥8,295(本体価格¥7,900) 

ぐ 

心雙 



★別珍スカラップとドレープとリポンの姫ワンピース（本体価格¥未定） 

★チユールバニエ¥9,345(本体価格¥8,900) 

★ハートレースブルマ¥8,295 (本体価格¥7,900) 

★リポン通し八イソックス¥2,730(本体価格¥2,600) 

★ちようちよ王冠¥12,390 (本体価格¥11,800) 

★王冠型パック（本体価格¥未定） 



B九 厘Mf SHINE BRIGHT 
http://www.babyssb.co.jp 

舖情報♦ 

代官山店 

5«渋谷区代官山町2〇番23号代官山東急アパートメント1F 

-5459-6687 

出Y大阪店 

fcp中央区西心斎橋1—16—7サザンウIストビル6F—A 

4704-3120 

ICY名古屋店 

古屋市中区栄3-4-5栄NOVA5F 

K 59-0036 

か礼榥店 

^中央区南一条西2 丁目9-1礼幌アルタ館8F 

-218-5412 

店 

»覇崎市八島町46-1高崎ビブレ5F 

№©■5718 

BY金沢店 

市広坂1丁目〗-50ステアーズイン広坂2F 

«53*2439 

_ワ、8月は営業） 

&広鹿店 

暖工島市中区袋町2-22袋町Kビル3F 

««M283 

シ宇和宮店 

宮市曲師町2-8宇都宮フェスタ2F 

415808 

興項浜市西区南幸2-15-13播浜VIVRE4F 

17.7585 

•X宮店 

feTUたま市大宮区桜木町2小1ARCHE4F 

»-3070 

t ノグ新宿店 

，龟区新宿3-18-1 

fS-1291 

•葛店 

中央区天神〗-”-1天神ビブレ日2F 

■-5748 

S問い合わせは03-5459-6687まで0 

>二ーディガン（本体価格¥未定） 

ノクブラウス¥12,390 (本体価格¥11,800) 

'ントスカート¥16,590 (本体価格¥15,800)予価 

ニエ¥9,345(本体価格¥8,900) 

u -スブルマ¥8,295 (本体価格¥7,900) 

」Vイソックス¥2,730 (本体価格¥2,600) 

5令うしや¥3.990(本体価格¥3,800) 
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ーワタシでいられるとびきりの時間一 

もつと自由にもっとおしゃれに。 

by ROCOCO 
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"Jape Marple 
-' ^lane Marple Dans Le 5¢- 

2004^2005./Autumn & winter collection 

tr -- 

か 

We pursue the expression of brilliances joviality, 
neathess, strengh and fantasy on the basis 

•of classical concepts in recD^riitioo. of u mode." * 

+ 

We creatively and .fantastically propose 
the eternal themes such as history, art and nature 
with free mind, without interrupted by stereotypes 

and social restrictions• v ' 

纖、 
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Somewnere very verv far away.. 
Over the moon, over the rain or over物 rainbow 
There's a place I heard about in lullabies somewhere 
in the'sky 

Over the rainbow . 〆’ 
A space vvhere any kind oWreams can come true 
tf you wish upon a star and open your eyes. 
You're there, over the clouBs 
All the worries melt down like drops 
And find yourself on a chimney... 
I wor/der if things could happen like this 

メ、 pver* the rainbow 
JV.; Where blue birds are flying 

I'm sure I can cross the rainbow If birds can do.. 
I'jti sure I can go there if a little bluebird can 

* 'You donTt know it yet.. 
The4head„of curiosity and a little bit of courage 

t‘ Ticking for your real treasure . 
V. ^Ovfer the rainbow.. 

rf - 

l■■國 _ 

肉: 
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^ mary mead co.Jtd 
=OMIE NISH 旧 ARAJUKU 

Am 

■C 
Did you see an angel in your heart •• • ? 

Marple 
Marple Dans Le Salon 

，ねメ 

ISHIHAR^JUKU 3F 1-13-9 TOMJGAYA SHIBUYA-KU TOKYO 151-0063 

犯03-3468-0232 了 

•ネ 

OFFICIAL WEBSITE 

mm 
3 

■■wmt m !wnt_ umt m. •-於，一—《 

http://www.janemarple-stmm.co.jp/ 







夢，メ: 

guard jacket ¥37,590 

tartan check bustier ¥15,540 

cake&toy patchwork tulle skirt ¥ 24,990 
crown necklace ¥ 9,240 
mini hat¥ 14,490 

(accessory attached to hat) 

pap川on key necklace ¥7,140 

bear&pearlchain pierced earring ¥ 3,675 
/ すべてJane Marple 

lame border over knee socks ¥ 2,730 
pumps boots ¥ 41,475 

/すべてJane Marple Dans Le Salon 

013 ROCOCO 



yokosute-jumper¥41.790 

stripe super bk)use¥ 18,690 
tartan check sWrt¥22,890 

panier (参考商品） 
argyte over knee socks ¥2,625 

gillies boots ¥41,790 

/ すべて Jane Marple 





一 

royai velveteen & lie dress ¥50.190 

enameigftes boots ¥ 411790 

/ すべて Jane Mavpie 

scaloped zebra tqhts¥ ^,040 

/Jane Marple OansLe Saion 

ROCOCO 016 





フアンシークロスと袖や襟のツイードが豪華 
さを演出。きれいなピンクと気品あふれる口 
ング丈のシルエットが魅力。¥41,790 

或で，で楽しくなれそうなおも 
付いたウサギは 

一.二。ミニのスカート 
, ¥27,090 

ROCOCO 018 

Si 
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うさぎはおもちゃ柄ニットの袖に付いているもの。インテリアとUTも 
使いたい手作り感あふれる愛らしいお人形たち。白雪姫¥8,190 

Jane Marpleの文字を 
取り囲んだタータンチェ 
ックの布が印象的。s m 
みを帯びたマットな金属 
が凝ったデザインを盛り 
上げてくれる。¥9,240 

タータンチェックと薔薇刺練の意外な組み合わせが新鮮なアイテ 
ム。真紅の蔷薇が甘さをおさえて高級感を演出している。¥20,790 

费沢なシルクのリボンと落 
ち着いた赤が高級感あふ 
れるショートブーツ。ブーツ 
全体のシルエットを見せて 
はきたい1足。¥41,790 

定番のトラッドなマフラーは、この冬おさえ 
ておきたいアイテム。ガーリーなコーテ5イネ 

卜に合わせたい1枚。¥13,440 
鮮やかなカラーが印象？：こ-• 

もあって実用性抜• 
フオルムがかわいら-- 

Jane Marpleの豹柄ファーは、優しい毛並 
みときれいなブラウンが魅力。ゴールドのチ 
エーンでエレガントさをプラス。¥31,290 

大きなレー又《 

二て--- 

デに。ブラニ；* 

019 ROCOCO 







-乂トフフワス¥26,040、ホンテーシパンツ 
2連スタッズベルト¥6,195/すべてSEXY 

E LONDON STREET中に着たレースキャ 
け1340、ビーズネックレス¥2,100、クリアソール 
'SLfiOO/すべてBaby Dollスパイクチョ，カー、 
爸 ¥3.675/すべてHELL CAT PUNKS 

rococo 022 



モヘアカギ編みベスト¥10,290スティグマータ(SEXY DYNAMITE LONDON STREET)、ガーゼゴースト 
スカート¥36,540、フリル付き靴下¥1,365/すべてSEXY DYNAMITE LONDON STREETオーガンジ 
一付きトンブス¥8,190/ReDTDeNaiLs(KOOL FOOL)シューズ¥9,240/KOOL FOOL ド□ワーズ 
¥11,550/危機裸裸商店チェーン付きストーンネックレス&ブレス¥52,290/Baby Doll 

SHOP 1 RT 
危機裸裸商店003-3463-7449, X00L FOOL O03-3400-8483 

SEXY DYNAMITE LONDON STREET 003-：34704722/Baby Doll 003-5785-2507 
HELL CAT PUNKS 003-5786-0833 

PUNK 

コ-卜(参考商品)、マスク-ド「ストライプパ-'-*—:^ 
中に着たレースキャミソール¥11,340、パール女: 

レス•小¥5,145コサージュ¥10,290、エナメA ^ 
Baby Dollストライプスカート¥24,990/lfMlT 

ッズ3連ベルト¥7,140、スタッズリストバンドV 3SE - 
LONDON STREET 市松リストバンド-E_ 

DOTx 
ゴージャス 



2004 Style 
でバロックの装いを意識し、細部に個 

モ」するのが現代風。ここではコルセット 
卺デザインになっていて、ワイヤー入り 

-マ^^な形にアレンジできる。 

個性的でゴージヤス、そんな存在感とデイテールがみんなに愛されつづけているコルセットやパニエ 

その文化の起源は17世紀のフランスにまでさかのぼる。 
現在のゴシックフアッシヨンやロリータフアッシヨン文化と連獨するその時代を振り返りながら、 

2004年版の新しいスタイルをコルセットデザイナーでありDRAG QUEENであるM.Deidrichが魅せる 

Photo •国府まゆ子（人物）鈴木てつのり（物）/Styling • Hair&Make • Model : M.Deidrich (Salon Luft Schloss) /Text:吉田麻美 

rococo 024 



看曾€醫参^.||曾€|§金43赛で 
譚F9I#豎 | 備こ | 二こ | 4|霹^. 

置*r' II -,:ilr:I♦ -4广 V)1f一 
口/tの国々の王は2っT植民燴を 

增やし' 世界中の富を集めていた=特 
徴は華麗でダイナミックな絵画や建 

築。もちろんファッシヨンの世界も10冢 

華で華やかになった。しかし、13世紀 
から15世紀に興ったルネッサンスの堕 

落と批判されることもあった時代だ 
が、”精神を芸術で表現している“とい 

ぅ点ではルネッサンスに並ぶ時代で 
もある。バロックの語源はポルトガル 

語で「ゆがんだ真珠」を意味する 
rbarocco」で、この時代の芸術にはっき 

りと特色があるため、19世紀の後半に 
なってからこの名前がつけられた。 

ファッシヨンは年を追ぅごとに豪華 
さを増していく。ドレスのフレアをよ 

り広げて見せるためにコルセットが定 
番になり、デザインをもっと優美にす 

るためにレ—スが流行。女性だけでな 
く、男性も縦巻き力—ルのかつらをか 

ぶったり、レ—スを豪華に使ったブラウ 
スを着たりしていた。この時代のコル 

セットは直線的なデザインで、フロント 

の中心がとがっている逆三角形。きつ 
く締めるのではなく、見た目のメリハ 

リをつけてスカ—卜をふわっと見せる 

役割だった。男性のジャケットも同様 
に、ウェストを絞って、膝丈の裾が広 

がったデザイン。 

あえて女性男性の区別をつけず、中 

性的な衣装で、この時代のファッション 
をゴシックに再現したのが右の写真。 

トップにレ—スをたっぷり使ってゴ—ジ 
ヤス感をだし、ボトムは大胆にパンツ 

スタイル。ウイッグなどの小物使いで、 
バロックのイメ—ジに近づけている。 

於を 发 发 它 
1 ‘ i i ゴ 

〇 90 05 20 00 90 90 08 

tKwslii; 
jppi111 
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027 rococo 

_1-<IV-XI躉rl倉cぞ 11， 
らフランス圣会(17 89年)まで^く- 

この時代が全盛期だった時期の王妃の 
名前をとって、マリ！アントワネツトの 

時代とも呼ばれている。受け継がれた 
王権はルイ15世にとって' 執着する必要 

のない、あってあたりまえのもの。絶対 

的な権力を作り上げたルイ14世に対 
し、ルイ15世はそれほど権力を振りか 

ざすことはなかった。これが個人の趣未 
と感性を育てるもとになる。 

「ロココ」はフランス語の、「ロカイユ(貝 

殻装飾)」からきている。フアツシヨンも 
バロックの時より装飾性、優美さが増し、 

自由で繊細。着付けにも時間がかかる 
ようになり、親しい人には下着のままで 

会うという習慣も生まれる。下着だっ 
たコルセツトにも飾りや刺繍がほどこさ 

れるようになった。おしやれは貴族だけ 
のものではなくなり、コルセツトをつけ 

る庶民も増加。けれどもフランス革命 
でロココの時代が終わると同時に、コル 

セツトは突然使われなくなってしまう0 
王妃マリ！アントワネットの優雅な 

生活は、ロココ時代の特色そのままの暮 
らし。王制に反発する市民による革命 

は、ロココ時代の価値観や美意識も否 
定した。コルセツトによる人工的な美し 

さの代わりに、古代を思わせるような、 
自然な体形を生かした直線的でほっそ 

りとしたドレスが流行するようになる。 
この時代をイメ —ジレた現代のドレ 

スは、時代の流れを右の写真で表現。 
コルセット消滅の時代を予言してコルセ 

ツトをつけずに、バストからウェストの 

逆三角形のラインだけでスカ—卜をふっ 
くらと優美にみせたデザイン0 



そ楽しめるように 1 つた時代な 
-ス惑を小さくまとめるようにし 
:ノースを合わせて使うなど、当 
:アレンジ。 



19世紀 
VICTORIAN 

ーヴィクトリアンー 

19世紀フランスを代表するマネによる作品。モデルのジャンヌ.マルタンはボルドー出身の一般 
女性で、贵族でなくても豪華な衣装をまといおしゃれをしていたことがわかる。 

「黒い_子のマルタン夫人」ェドウワール.マネ1832-1883年メナード美術館所蔵 

優雅に音楽を楽しむ女性 
と男性を描いたマネの作 
品。女性の、胸元を強調 
する襟元の開いたデザイ 
ンと、大きなシルエットの 
スカートが印象的。 

「音楽の稽古J 
エドゥワール.マネ1870年 
©2004 Museum of Fine Arts, 

Boston 

ドラクロワからムンクまで19世紀 
ヨーロッパ絵画の視点 
2004.4,17(SAT)~9.12(SUN) 

名古屋ボストン美術館にて開催中 

♦刪_ 

コルセットの形にも変化がでて 
ン時代。それを象徴するこのシ瓜 
のインナーをイメージ。でもそラ]- 

欲しい。曲線をきれいに見せる長:：*:つ 
切り替えから下はリボンで調 
やマーメイドラインのスカートとゼ 
けたいアイテム0 

冬霰黧〇t:憲#rsih5ーズrMvこ 

in u II こ 1tr 金«も含 

理的に変化した*革命の波にIIったナ 
ボレオンがヨ—ロッパ•アフリカでK争を 

行い' 戦利品(※ロゼッタスト—ン)など 
から古代が再発見される。ちょうど革 

命によって力をつけた上流市民も、バロ 
ックやロココの特徴を否定し、典型的な 

古典文化を支持するようになっていた。 
しかしナポレオンが失脚すると、直線 

的な古典風のスタイルに代わって、女性 
の身体の曲線を誇張するシルエットが 

戻ってくる。典型的なものを強調する 

という時代の特色は、スカ—卜を巨大化 
させ、さらにウェストとのコントラスト 

をつけるためにコルセットを復活させた。 
バストとヒップのふくらみを目立たせる 

バッスルスタイルというシルエットが流行 

し、コルセットも太ももくらいまでの長 
さに変化。この頃から一般市民もおし 

やれを楽しめるようになり、工場での 

大量生産の時代と重なって物価が下が 
ると、コルセットは階級を超えて女性の 

必需品になる。現代のコルセットの形も 
この時代に完成。今も使われている、ス 

チ—ル棒にホックがついた「バスク」とい 
う留め具が開発され、コルセットの強さ 

が増した。実際のウェストのサイズから 

マイナスlocmが、コルセットをつけたとき 
のサイズとされるようになった。 

右の写真では、フランス革命から始 
まる時代の不安定さを反映。ドレスの 

シルエットは当時のようなバッスルスタイ 

ルで。革命で多くの血が流れた時代な 
ので、カラーは赤を基本に。急に変わり 

きることのできない社会のイメ—ジはデ 
ザインを崩すことで表している。 
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LET IT ROCKそして 
セデイシヨナリーズ 

ヴィヴイアンの原点がここに 

1971年、ロンドンはキングスロー 
ド 430 番地でひとつのブランドが生 

まれた。| LEI-T ROCK」「SEX」 
「セディショナリ—ズ」と名前を変えて 

パンクファッションの最先端を走り続 
けた。 

そぅ、それが『ヴィヴィアンウェスト 

ウッド』。今でも、街で見かけるパン 
ク•ゴシック•ロリ—タフアッシヨンのお 

しゃれな人たちから絶大な支持を得 

ているブランド。 
パンクファッションのトップを走り続 

けたデザイナ—、ヴィヴィアン•ウェス 

トウッドとマルコム•マクラーレン。2 
人はセックスピストルズのプロデュ—ス 

に始まり、ニュ—ヨ—クドールズ、映画 

「肉体の悪魔」などへ衣装を提供した 
りと、時代の最先端を行くクリエ—夕 

Iたちに大きな影響を与えた。そして、 
今をときめくデザイナ—、J.P •ゴル 

チェやション•ガリアIノなども影響を 
受けたクリエイタ—のひとりである。 

後にヴィヴィアンひとりになつてモー 
ド界に進出しても、 そのアバンギャル 

ドなパンクの精神は、多くのア—ティス 
卜にリスぺクトされ続けている。 

『ヴイヴイアンウェストウッド』とい，つ 

ブランドの精神は、今までも' そして 
これからも、私たちのファッションの中 

に生き続けるだろぅ。 

OJO 



里 
戸龠祥仁(holy.) 

国府田圭（PajaPati) 
港田妙綾子 

Screaming mee n 
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このアナーキーシ-フ：^ n 

SEX の入ぐ 

けでも*^え訌MJC3^ 、 
LONDOOStJ^ I 

Ti—^-z^r/ SBL 濠〜 

コーデユCM^>?—ノS'ヤ 

GOD SA<:E THE QUEEN 
ポンテージ。ハンツ、アーマ彳リング•： 

パンクフアツシヨンにはいつも 
ヴィヴィアンウェストウッドがあった。 

アナーキーの象徴であり、憧れのブランドの 
レアアイテムのすべてを紹介。 nしクシヨン 





[.笼鷹. 

# 

右のモデルが着用したベスト 
と同じ柄のジャケット。ウェス 
卜の絞りと短めの裾がかわい 
らしくヴィヴィアンらしいデザイ 
ンのアイテム。花柄ジャケット 

フに 

¥-■4 . 

16,590/lOtow 

18世紀のロココ美次:：巨 
絵画をモチーフにしたシ.-7 ‘ 

ンはロココ美術にもHJ-一 
柄シャツ ¥31,290/10>〇« 

¥45,150/MONOTONE オールウェイズ.オン.カメラ.シ 
この柄の他にマレ 
名。口ールスロイスミ 

_ネ•デーRi-jtaB 

ニスカーmwa 

ヴィヴィアンのニットと言えばこのカーも力•〆.鼸: 

のマークにあこがれる人も多いはず。1枚ぶn: 

アイアム0カーディガン¥24,990/MONOTOC 

033 rococo 

この帽子は19世紀後半に大流行したシルクハット。これ 
をヴイヴイアン風にアレンジしたのがこれ。ジョンブルハッ 
卜 ¥40,950/SEXY DYNAMITE LONDON QUEEN 

も便利なアイテム。組のVネックニ 
ッ上¥14,490/MONO 丁ONE 

SHOP 

ORIGINAL 

襟元に特徴があったヴィヴィアンのデザイン。そ 
んなヴィヴイアンらしいブラウスのレプリカ。コン 

セーロブラウス ¥5,040/Milly Molly Mandy 

派手目のラブジャケットも細部にまでこだわったシヨッ 

プオリジナル品。ヒヨウ柄ラブジャケット¥31,290/ 
SEXY DYNAMITE LONDON QUEEN 



' :*2L625 

>，ヶフト(SEDITIONARIES) ¥31,500 
マーフ¥25.200/すべてA STORE ROBOT 

* M«nne Westwood) ¥16,590/MONOTONE 

’ンヴ'Vivienne Westwood) ¥45,000 

' »imenr>e Westwood) ¥ 48.000 

^cset Child 
• ——/スタイリスト私物 

rococo 034 



見た目は派手だけど着るとしっくりくるブラウス。 
幾何学模様と色合いが、ロココ美術をイメージ 

させる。斬新なデザインがヴィヴィアンらしい。 



Ding | ヴィヴィアンの象徴である 
オーブマークのフォログラ 
ムが入ったもの。カボショ 
ンリング ¥47,250/Milly 

ベネ 
卜-フにしたリング。細かいデザイン 

r>5U、0ナックルリング¥51,975/マ 
F*沢店 

、スー 
■られたリン 

4.000/ 

チーフになっているかわい 

^vv^r>^oベルトリン- 

グ ¥48,300/SEXY 

DYNAMITE LONDON 
QUEEN 

楕円形のゴールドでオーブのス 

タン說羞れも定#Z任4〇— 
シールリング（ゴールド） 
¥ 18,690/MONOTONE 

アクセサリーの定番中の定番。オー 
ブマークが刻印されたシンカレなデザ 
イン。シールリング（シルバー） 
¥ 19,740/MONOTONE 

ヴ^^^^ 

' __ 

,_ 
.こ 

小ぶりのナックルリングと 
思いきやリングの開き方 
にスゴイ仕谢すがあ飞〇 
ナックルダスターリング 

¥58,000/Closet Child 

•88年タイム•マシンコレクシ 
ヨンで登場。ヴ<ウ•ィつこな 
ら絶対手にいれたいはず。 
アーマーリング¥51,000/ 
Closet Child 

定番のオーブリングだけど、 
ラゴンxかてあ… 

り豪華。ソリッドオーブリング 

¥45,000/Closet Child 

直径が2センチもある巨大な骸骨 
:のリング。はめるとかなりの迫力。 
ニュースカルリング¥55,000/ 
Closet Child 

一よ一-く見エみるとr'?"?—ヲ^A— 

ビの下唇がハート形になってい 

る0スネイクリング¥41,475/マ 
ーケットワン下北沢店 ピンクのお花がモチーフでか 

わいらしいけど中央にはドクロ 
をデザイン。スカルフラワ 
-リング¥30,450/apois 

翁; 

Necklace 
さりげなくヴィヴィアンを主張する 
なら立体よりも薄型のネックレス 
で。オーブネツクレス¥17,325/ 

マーケットワン下北沢店 

-ラちゃん（サ 
がモチーフのペン 

w^-.甘ティアペンダン 
こ50/SEXY 

I-XiW TE LONDON 
BBi 

カワイイリボンの裏側 
に' ヴィヴマデジめ百— 

ゴが刻印されている。 
ーム フライペンダントー 

¥23,100/a pois 

ペンダントトップが2匹の 
へビの頭になっているか 
わったネックレス9スネー 
クネックレス¥28,140/ 
MONOTONE 

移: 

ひとつは持っていたし、定番ァ 
イァム。立体の才ーブがトッ 
プについたペンダント。スモ 
ールオーブペンダント 
¥37,600/a pois 

き 

ヴィヴィアンの遊び心 
がいっぱい。骸骨と骨 
がモチーフのデザイン。 
スカルペンダント 
¥21,000/a pois 

すっかり定番となっ户こ 
テデイベアモチーフの 
ネックレス。テディべ 
アネックレス（非売 
品)/マーケットワン下 
北滩 

rococo 036 



コーデにちょっと豪華さを 



SEXY DYNAMITE LONDONではロッキンのオーダーメイドをうけ 
たまわっています。形、サイズなど自分に合ったロッキンを探じa、 
る人は、是非才ーダーを。 

003-3423-5737 (SEXY DYNAMITE LONDON QUEEN) 



大きさといい、容量とい 
い、とても使いやすいサ 
ィズの卜一トバッグ。当然、 
オーブのモチーフが入つ 
ています。茶チ：!:ックバッ 
グ ¥26,250 (Used)/ 

Milly Molly Mandy 

ォニブの刻印がさりげな(モノグラム 
風に配置された真っ赤なバッグ。力 
チッとした形でも気取らないところが 
ヴィヴすァ味-バッグ岑2^775^- 

マーケットワン下北沢店 

クロコダfル風な柄に、大胆なオーブをデ 
ザ<ンしたバッグ）配色がとてもシックな了 
イテム。ニンフバッグ¥44,100/a pois 

ゴールドのオーブモチーフが入った、ハ 
ンドバッグl灌^)品さ 
を上手に引き出してくれそう。バッグ 
¥13,440/1 Otow 

v List 

ブルーを基調にした千鳥格子 

オーブをほどこしたサイフ 〇ヴ 
ィヴィアンの遊びごころに脱 
帽。チェックブルーサイフ 
¥ 18,900/a pois 

ゴールドのオーブモチーフとピンク 
にホワイトのレパード柄がとっても 
マッチしているサイフ。レパード柄 

アーガイル模様とシ. 

っくりときそう。アーガイハ# 

_©杜便利なハンカチ。クビに巻いてバン 
ダナ風に0丰首に巻いで^m沐風t-こ- 

と使い勝手がいい。 ハンカチ（トランプ、 
風船)各¥ 1,050/Milly Molly Mandy 

•A STORE ROBOT O03-3478-1859 
•a pois a03-3497-0506 
鲁Closet Child O03-3365-6316 
•SEXY DYNAMITE LONDON QUEEN 003-3423-5737 

#1Otow (トウ）a03-3464-4010 
•マーケットワン下北沢店003-3485-5515 
•Milly Molly Mandy Q03-3470-7751 (http:/ 
•MONOTONE O03-3464-6226 

大きめのバックルは今年のぶ《 ァ-~ 

モチーフの大きなバックルべル、- 

り出そう0サイズは26インチT--- 

卜¥47,250/Milly Molly Maria 

かなりレアなこのテデイべ 
ア〇店頭でもめったにお目 
にかかれない一品0クビに 
省ンボン¬ 

がかわいい。 テテVベア 
(非売品）/マーケットワ 
ン下北沢店 

ボーイッシュコーディネートの時 
に、自分で使ってもいいね。ネ 
クタイ(ミルキィウェイ2000、オー 
ブ+フラワー)各¥9,030/Milly 

Molly Mandy 

キーホルダーでも 
たいひとは、この立f 

オーブかて… 

-ダ-才^/キ_ 

ダー¥16,800/i 

Molly Mandy 

ユーのアイテムに 
は値段も手頃なハ 
ンドタオルを。誰 
かにプレゼントし 

_てもうれしがられ 
る商品。フェイ■ス 
タオル¥1,050/ 

Milly Molly Mandy 

り tners ヴィヴィっこはキーホルダーこ 
もオーブモチーフtn • 
オーブはかさぺ 
ても使いや丁. -二 
才マーT, 

ワン下北沢店 
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Tumnya 

1_獅〇 

(ロマンチックノイローゼ）Y 5,040 

Y 1，890 
Y 6,195 
Y 840 
Y 1，995 
Y 1，050 

トト Y 10,290 
Y 630 

:ハイソックス-参考商品 



s 

/ 

/;/ 

チェックチョーカーブレス¥ 3,045 
ZIPネックレス Y1，995 
アームウォーマーT ¥ 6，195 
サスペンダー付きスカート¥10,290 

ボーダーソックス ¥ 840 

キラキラ6ルト Y 5,145 
スポーツバッグ ¥ 9,345 
ソックス-参考商品 

PUTUMAYO レ原宿店]〒150-0001東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿B1.5F TEL03ペ- 
レ路面店] 丁 150-00Q1東足都渋谷区神宮前4-27-11ギャラリードジムB1F TEL03-3404-12^ 
[WEB SHOPj http://www.putumayo-hiftie.com/ 
[携帯メサレマガ登録アドレス]putumayo@habox.nctまで空メールを送って下さい。（登録 



BABY,THE STARS 
SHINE BRIGHT 
クインテッドワンピース¥34.440、リ 
ボン通しレースノ\イソ；/クス¥2,730、 
リボンスカラップシユーズ¥24,990、 
チュールパニエ¥9,345、ハ，トレー 
スブルマ ¥8,295、 ちょうちょ王冠 
¥12,390、ちょうちょクラウンセプター 

¥17,640/BABY,THE STARS 
SHINE BRIGHT 

:THE STARS SHINE BRIGHT、BLACK PEACl n|[W 

—よ^!ぽ^;1Hl==、= 
撮影協力 gabowl («03-3499-6077) 

.豕 ^ 

ンヨン 
「を紹介 

pfr 



IM 



エイチナオトブラッド 
レースやフリル使いが絶妙Iなコレクションの数々。 

スタイリッ^ラなゴシックスタイルで、黒と白の幻想的な世界を味わせてくれる 
今ンースンは刺繍やフロッキー加工がデサインのポイント1 



ドでキュートなロンドン•パンクをイメージ。秋の-一押しは、スクールバンク風スタイル, 
チェックやアーガイル柄がたくさん出ているので、 
これからの装いにはぜひ上手に取り入れたいね。 







BABY;THE STARS SHINE BRIGHT 
ベイビー.ザスターズシャインブライト 

アリスブリントなどのポピュラーデザインが、今シーズンも続々お目見え！ 
すっかり定番になった日傘や、コーデイネートのアクセントには欠かせない 

バックやアクセサリーのチェックも忘れずにね。 

.マ：_ 





beautvrbeast 
ビユーテイ < ビースト 

rococo 052 
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危機裸裸商店 
キキララシヨウテン 

オール手作りで貴重な1点もの。ショップは見ているだけでも楽しい、宝箱のような空問: 
コルセットや帽子がわくわくと感動をプレゼントしてくれるよ ^ 

今シーズンはマントやパンツにも注目したいc 

Anqelic Pretty 
〜アンジェリックプリテイ j 

いつでも夢見ごこちにさせてくれるAngelic Prettyの服。 
絵本の中のお姫様が着ている様な、憧れのふりふりドレスやスカートがいっぱい 

イメージどおりのスタイルにきっと出会えるは尤 



Baby Doll 
ベビ< ドール 

でジナルの他、独_のセンスでそろえた服が大人気のセレクトショップ。 
卜着やシューズももちろん充実。コーディネートにひとつ取り入れるだけで、 

かわいらしくゴスロリスタイルを演出してくれる。 

パープルサテン光沢と、ス 
パイダー柄のレースがすて 
き。ウェスト部分はリボンで 
きゅっと絞って0スパイダー 
ワンピース¥14,700 

スクェアネックがちょっと上品な' どんなボト 
ムにも相性のいいべロア七分袖。甘くなり 

すぎないコーデに。ベロアカッドノー¥9,345 

プードルカットをイメージ 
して使われている柔らか 
なファーはさわり心地抜 
群。お部屋のアクセン 
卜に。ポルノ ¥10,290 

インナー 
いキュー 
をちら曼てT 

チェ~ 

レース使いがかわいいロココ調ハ 
ンドバック0このアイテムひとつで、 
d—ジャス感を一気にアップできる。 

ゴブランバッグ¥13,440 

シンカレでおとなし目のデザインだけど、か 
なり高めのヒールが独特なスタイルを作っ 

てくれる。ストラップヒール¥9,975 

大きなリボンがT 
とめているから、7て：一 
やすい。リボンモチーフ 

スパイダーネ丙レースも白のサテンにのるとシャ 

ープな印象に。大人っぽさをアビールして着こ 
なして。スパイダースカート¥8,190 

お問い合わせ先 
住所：東京都渋谷区神宮前2-32-1 
〇 : 03-5785-2507 

HP • httpゾんarth.endless.ne.jp/users/idea/babydoll/index.html 

055 rococo 

Alice auaa 
アリスアウアア 

綿でーゼやキヤンバスを定番素材にした、重厚なゴシックラインを展開 
ンヨーで使われた拷問器具やヨーロッパ各地のアンティーク品を展示す；^^;プも 

インスピレーションを与えてくれる。 

丈が短く作られているの 
で' ぜひスカートと合わ 
せてほしい。シフォン風 
の生地のスリーブが優 
雅。ラインストーン付 
ブラウス¥27,300 

重みのある温かなコート。厚めの 
コートを持っていれば、中は寒さ 
を気にせず自由なおしゃれで。 
ベロアジヤケット¥64,650 

膝の少し上ま了/ 

ある、ロングス龙 
をイ申ばして、エレ 
人の女性を意篇. 
付ロングスカー^ 

ロココの時代を思わせる 

幸麗なコルセット。当時 
お問い合わせ先 
住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋1各1心斎橋アトリアムビルbif 
〇: 06-6251-3971 HP： http://www.aIice-auaaco.jp 

をお手本にしてふっくらス 
カートと合わせて着こなし 
て。コルセット¥33,600 



THE GABRIEL CHELSEA 
グレンチェックコート¥39,900、カーメントベス 
卜¥9,975、ストライプB.D.シャツ¥13,440、リ 
ブハイソックス¥2,940、ツイルネクタイ¥5,775、 
キャンバススニーカー¥13,440/すべてTHE 
GABRIEL CHELSEA 
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metamorphose temps de fille 
A x メタモルフオーゼタ: ュ[ 

毎日をちよつとゴージャス&特別にしてくれるラインナップ 
上品で愛くるしいデザインに注目して！お目当てのアイテムは早めにゲットしか 

イチオシはブーケ柄のシリーズ。 

〔了パレのワンピースは見た目にもとっても 
シース：ぺチコートでふんわり感を出しても 

受^3段フリルワンピース¥34,440 

きちっと折られたギャザーが清楚なイメージ。 
王子様アイテムとしても使えるブラウス。スタ 
ンドカラープリーツブラウス¥14,490 





ジッパー使ぃがハードさを 
感じさせてくれる。ウェスト 
にかかるふわふわとした裾 
が魅力的な一着。スクイッ 
卜Zipトップス¥24,990 

Marv Magdalen 
メアリーマグダレン 

甘いお菓子のような可憐なかわいらしさの中に、 
美しさを秘めたMary Magdalenの服。少女チックな甘いテイストをベースに， 

ボディラインを美しく描く優美なスタイルを提案してくれるよ。 

ROCOCO 062 



Victorian maiden 
Jl ヴィクトリアンメイデン 

孤高のまなざしに秘められた情熱、官能への慷れを表現したスタイル。 
美しさだけでなく知的さも大切にしている私たちを、 

エレガントでコケテイツシュなヴイクトリアンスタイルに変身させてくれる., 

スクェアネックとレース使 
いが、ブラウスをさらに華 
やかに飾り立てている。 
リリーフリルブラウス 
¥16,800 

063 ROCOCO 



h.NAOTOのフラッグショップ「HJ 

が、ストリートファッションの聖地、 
裏原宿に移転オープン。h.NAOTO 

カテゴレディースブランドのす 
ベてが集結したこのショップは、ラボ 
(実験室）をコンセプト£してデザイ 
ンされている。随所に配置された、 
妖しげな実験器具や、鏡張りのバス 
ルーム。2つあるフィッティングルー 
ムにも魅力的な仕掛けが満載。思わ 
ず足を運びたぐなるようなァミュー 
ズメント要素たつぶりのニューショッ 
プだ。また、このショップでしか手に 
入れることのできない限定商品など 
も随時入荷。二度と入手できないレ 
ア物なども用意されているので、是 
非一度、HHJ体験を!！ 

rococoな心をくすぐる 
ショップ情報をリポ- 



店長•村山さんとスタッフの坂本さんにその不思議ワールドを紹介して 

才カルトノ、ンクがテーマ 
地獄の淵の悪夢へ招待!！ 
包帯を卷き付けた様な服や、つぎ 

はぎしたボロボロの服。染めやブ 

リーチによって生まれた、古びた 

風合いが特徴的なオカルトパンク 

コレクション。 



Price 22050yen Price 22050yen 

Price 22050yen Mce 22050yen 

http://www.e-rockers.com 

J e-mail hcmo@100club.co.jp 100CLUB international 東京都渋谷区神宮前323 3トリニティビル6F 
如。 

※カタロクの中の藤s写莫の色忌多少異なる場合か有リます 

HC PROJECT OF JAPAN 

9tibct^ Socket 
[UK PUNK ROCKERのマストアイテム】 

代中期rプリテイッシュロッカーズスタイル』を現代風にアレンジし' 日本人の体に合うスタイルを追求しました。 
特に腕まわりのタイト感、腕の振り具合にこだわりました。 

又、バイクに乗った時のサイドからの丈も日本人に合うサイズを考えました。 

カラーも充実し自信を持ってお勧めできる商品です。 

Price 22050yen 

パ15 
Price 22050yen 



私たちのライフスタイルノ «ブ 
登場人物たちの繰り広げる憂/， 
もとより、そのファッションと登^ 
ャーにあこがれる人たちち多. 

イアン、ノ（ンク、音楽など、ftfcr 
「NANA」の世界をじっ 

|大好きNANA”のあれが欲しいそこが知りたい灰完全レク 

STYLE BOOh 
067 rococo 



/- NANA初心者—— 
NANA上級者も 

予習復習 

NANA-s 
STORY 

mm 
、佐藤公一 美里 

ノ淳子 

、〇ノ 

NANA'S 
キャラクター相関図 
登場人物の関係を紹介。しっかり読み込んで 
いる人はココでおさらいを。これから読むと 
いう人はココで予習しておきましよう。 

京助 、奈々(ハチ） 
‘レン ナオキ 

交 

- 

1クミ レイラ 

ヤス/ 

ノブ シン 

カップル 

元カップル 

好き？ 

友人 

こいる• 

:イラスト集 

「NANA」の1stイラスト集。ナナを始め、 
奈々、レン、シン、ヤス、タクミ、レイラ 
など、みんなの大好きなキャラクターた 
ちがカラーになって登場。ヴィヴィアン 
で決めたスタイルはもちろん、漫画では 
見ることがなかったナナのフェミニンな 
スタイルちお目にかかれる。そんなファ 
ッシヨンにも注目したい。それぞれの新 
しい顔を見ることができるうれしい1 
亂NANAと矢沢あい先生の世界をじっ 
くり堪能できる「NANA」の1stイラスト 
集は好評発売中！ 

NANA 1st ILLUSTRATIONS 
¥1800 (税込み） 
集英社 

メジヤーデビュー0日が刻々と迫ってし译、 
ナナ、ヤス、ノブ、シン達のブラスト。彼 
らのまわりも忙しくなってきた。一方、ナ 
ナとレンとの熱愛報道が発覚し、PV撮影を 
かねてイギリスに逃避行中だったトラネスe 

タクミも日本に帰ってきて、奈々の実家に 
挨拶に行くことになる。そんな中、寮生活 
を強いられることになったブラストメンバ 
一に新しい出来事が次々に起こる。ノブや 
シンの恋の行方は？そして久しぶりにあっ 
たナナとレンとの間にも何やら変f匕が…3 

NANA 11卷 
450円(税込み） 
りぼんマスコットコミックス 
集英社 

%職i卷 i好評発売中 

Black Stonesブラスト 

東京行きの電車の中で出会ったナ 

ナと奈々(ハチ)。性格も育った環 
境も違う2人がなぜか東京で同居 

することになる。バンドで成功す 
ることを夢みているナナは田舎で 

I緒にバンド活動していたノブと 
ヤスの上京と新メンバ—シンの加入 

を機に、再びBlack Stonesを結成、 
活動を始める。ぁる日、先に上京 

し、人J1ITハンドTDDATINESTのキタ 
リストとして活躍している、ナナの 

元恋人レンと再会し、再びつきぁい 
始める2人。恋人と別れたハチは 

TXATINESTのべ—、ンストタク///と 
の危うい関係の中、ノブとつき合う 

ことにするが'突如、妊娠が発覚 
する。結局タクミと結婚すること 

になるがナナとの距離は遠くなる。 

そんな折、Black Stonesのデビユ— 
が決まり、2つのバンドが音楽業界 

で火花を散らす。 

ROCOCO 



NANA^ VIVIENNE WESTWOOD ACCESSORY COLLECTION 

IX\T.\ 

STYLE 
70年代初期パンク譜iENNE⑪し 

クファッショミ。巧ねテムも現 
代風にぉしゃれに]—ディネートしている。 

作ラスタイ し 



DATA 

—ぽ^^ 
一•の小物iで 

M畳男のヤスミンバッグ„ち 
^ニニ• •、大きさの物を彼女は 

了‘吏っている。ヤスミ 
I 33.600/Milly Molly 

] 04卷？ 

MISATO^ HEAD DRESS C0LLEGI0N 
SHIRTS RIBBON HEAD DRESS 

Dボンヘッドドレス 

HEAD DRESSヘッドドレス 

p?)ヘッドドレスをつける 
_けで、ぐっとハチスタイル 
fこ近づける便利なアイテ 
ム。ローズヘッドドレス 
¥3,990/BABY，THE 

STARS SHINE BRIGHT 

INNERインナー 

yR SHLE C0LLEGI0N 

ONE-PIECE DRESS 
ワンピースドレス 

一見、不釣り合いなコーデでも、おしゃれな 
ハチならこんなに上手に着こなせるから不思 
議。タートルネック¥10,290/シータ 

SHOESシューズ _ 

ハチもさりげなくヴィヴィアン風コーデフ70年 
代のレトロな古着コーデにもピッタリなアイテ 
ム。コルクソールクロスサンダル¥30.970/ 

MARKET ONE下北沢店 

02卷 P154 

パフスリーブのワンピはハチの代名詞的アイ 
テム。乙女チックになりすぎずにコーデするの 
がポイント。ワンピース¥6,720/Room 

Decoration 

rococo 070 

ポイントにはこんなアイテ 
ム。コサージュビン¥6,300 

ヘアゴム¥1,260ヘアピン2 

¥2,100/すべてBaby Doll 

HAIR PINヘアピン 

i論 

10巻 P106 

甘ロリには欠かせないア 
イテムがこのヘッドドレ 
ス。（左）ヘッドドレス 
¥ 3,2 5 5 (右下） 
¥2,310/メタモルフォ 
ーゼ、（右上)¥3,990/ 

BABY,THE STARS 

SHINE BRIGHT 

丸襟の七分袖は一番少女っぽさ 
が出せる。ハイネックなのでクビ 
元にもいろんなコーデができる便 
利なブラウス。七分袖ブラウス 
¥5,040/Milly Molly Mandy 

FRILL HEAD DRESSフリルヘッドドレス SOCKSソックス 

巻髪のヘアスタイル 
の時に、使っているの 
がこのスタンダードな 
へ-，jdし又。a—x 
へッ外レス々卿/ 

BABY,THE STARS 

SHINE BRIGHT 
ロリータの足下はオーブのポイン 
卜が入ったハイソックスが定番。 
美里のロリータスタイルにも欠か 
せないアイテム。ハイソックス 
¥1,050/Milly Molly Mandv 

04卷 P067 

SHOESシューズ 

約10センチもある木底が！^徴あるロッキ 
ンホース。美里はバレリーナタイプを愛用 
している。ロッキンホースバレリーナ 
¥ 113,400/SEXY DYNAMITE QUEEN 



リストパンド 
たくさんのリストバンドはシン 
のシンボル。こんなにつけて 
もくどくないのがシンらしい〇 
スタッズリストバンド（シング 

ル)¥1,995(ダブル)¥3,045 

(トリプル）¥4,095/すべて 
HUNDRED CLUBTOKYO 

ボロボロにさいたTシャツの上には 
こんなカッチリしたジャケットがノブ 
スタイル。チェックジャケット 
¥41,790/SEXY DYNAMITE 
LONDON STREET 

シンのヴィヴィアンは実 
はノブのものが大半。当 
然ノブのネックレスも才 
ーブモチーフのヴィヴィ 
アン。オーブネックレス 
¥ 29,400/a pois 

一 



スカーフを三角に折つたノ（ンダナスタイル。 
3の後ろではなくて、顎の下で結ぶのが特 
链=NHKの連続小 
説「君の名は」の主人 
公まちこがしていた 
ことで戦後間ちない 
日本で流行に。 

[02巻!>109」 

:天があり、しかも安価で買えるアンティーク 
冢具が人気。特にアメリカのミツドセンチュ 

-U—アメリカンのカント 
リーものがプーム。 

^ V. 

1| 〇2巻 ml] 

TATTOO 

ヤブー•ベース 

バラ風K タイバン 

コギャル ドレツ 

モヒカン 

トリビュートアルバム ド北沢ライブハウス 千鳥格子 

アンティーク家具 

SEX PISTOLS •南京錠 まちこまき 

VIVIENNE WESTWOOD PUNK 

:ンク、ヴィヴィアン、ブラックスト—ンetp NANAカルチヤ—の！v.を解消 

カルチヤ 
NAN Aに登場する' さまざまな言葉。ピストルズ、ジタン、タイバン 

など知っていそうで知らない用語を' 1巻〜10巻まで' 各巻からピック 
アップして紹介。疑問に思っていた言葉の意味がみるみる分かります。 

% 

_ 



昔から、ミュージシャンに愛されていた煙草。 
中でもジョンレノンが嗜好してし11たことが有 
名。日本ではあまD見られなし)が、イギリス 
ではポピュラー。ン 

ナナやトラネスのレイラが愛飲の■「ぺ 
リエ」。フランスのミネラルウォーター~ 
で作られでいる炭酸水。ヨーロッパで 
は、炭酸水は主流のため、一般的な飲 
み物。日本では、おしゃれなレストラ 

073 rococo 

ダイヤの指輪 ガイコツマイク タータンチェック 

グラム 

モツズ 力''一夕ーベルト ホンテージノ 

ナイトキャップ•ネグリジェ•ドロワーズ BLACK STONE 

Perrier GITANES 



NEW Japanese gothic style 
ビユ丄アィ—ビ—ストの』 一^^^^^ 

汁二单、冬 
じゆうにひと元しゆぎ N 

ドメスティックブランドとして 

世界からも熱い支持を受けるcreauty:beast。 
そのbeauty:bsstが展開する今期のスタィルは「十二単」。 

あからさまに表現されるだけではない 

独特の「和」なニュアンスをROCOCOが表現する。 

0 





rococo 076 

古風な場所がアンバランスに合、っ0 
その不協和音が心地よい、 

黒を極めたbeauty:beasの 
十二単スタィル。 

十二単とは「単の上に衣を幾重にも 
重ねて着る中世•近世における女房装 

束の俗称」のことである。その『士一単1 

をソ—スとし表現したのが、今回の 

7631|^-0-63^のコレクション。ヒだン今 
回提案されたものは、着物をベ—スにし 

ているわけでもなく'カラフルな和布を 
使ぅわけでもない。あくまで黒をベ—ス 

とし、スタイリッシュ且つモ—ドなテンシ 

ョンの作品たちである。ひきずるくらい 

長いスカ—卜や袴のよぅに太いパンツ、 

襟元が開いてインナ—にいくつも重ねら 
れるカシュクールなど。そここよ、 

beautycreast流の現代的な『士 |単』が 
存在する。 

そして刀0C0CQが表現したのは黒と 
カラ—を幾重にも重ねたスタイル。カラ 

I同士の組み合わせプラス黒とのバラン 
スを考えた印象的なコムアィネI卜。足 

下には染めぬかれた「下駄」でさらに黒 

を主張。アンバランスさがしっくりくる、 

力を抜いたROCOC〇流『十二単』。 
新たな視線でアレンジされた現代 

の，十二単スタイル“を、自分の色で楽 
しみたい。 



h., T/'ti如-x'• 

3. 

妙.秦父 
赢 

くさ眠よ二なら」きい令f皀楽.は；!]キのちキ 

^y^yHfeMl rROTEPiNj 
フィンチリキュ-ルレコ-ズ 

r \ FLC-7 ¥2,500(税込み） 

初回のみ紙ジャヶル 

スクラフフク形式 

セルフ内部レイアウト仕様） 

このアルバムは、3曲のマキシシングル+旧曲リア 

レンジ。ジャケットもネパール和紙を使用していて、 

現地の職人が、一枚一枚シルク印刷で手刷りしてい 

ます。〇碑の1月にネパールの旧王宮の広場を借り 

てライブ（フアンクラブツアー）をしてきた際、イ 

ンドとの国境沿いにあるジャングルを旅したりして 

たのですが、その合間に現地で出来た楽曲です。全 

体的に緩やかな雑踏とやわらかな混纯さが漂うすて 

きな楽曲ばかり。人力観覧車をネパール語で□テピ 

ンというんですが、古くなって動かなくなった木製 

の観覧車を見て思いついた歌詞とヒマラヤのふもと 

で、ギターのUが思いついたフレーズから一緒にふ 
くらましていって完成させました(FULL)。 

Sの 
T音 
会i 
場再 

T 2 ^ | ^ 1〇 | i: (D | ^ 3 - I ^ S ^ ち，弓イナ」、めにい年輝く，二H 2け.「枣ず5 ? 

INFORMATION 

右からボーカルのFULL、笛のダイナ、ギ 
ターのU。2000年に結成。ヌーキキとは 
NOOK (隅つこ）とKICKY (わくわくする） 
からなる造語。写真、アート、アクセサリ 
一制作などをこなすFULLのアートワーク 
も話題に。上のライブ写真もFULLのアー 
トワークの一部。 

077 rococo 



"V 1、.:へ/ 

9月T旬 
発売予定 

ノブとはて 

すめ 
二，7ぶ;5 

し、る 

-V 

，載着之ンベ％:K 

.\ V' 

-零 
赤％のアン ご，、’ V 

i§塞i碑兹ミ子。ちょっと、歲義 
,)1帽子、トクタ、バッグつき¥8:_花付，：uw . 

ン泳争^.、，〜. パ 

M |ィニ':等^^^ 
?c55a .$ ..々ぐへ ' 一^ 
。--リッ方チの二、•'■>、.，'..,び’、'〕:、ーブ广' 

.づ^r f^ ^ -I ^ • 

へよ 't- \ rv>^' 

-№"4 
'....1;齡:動ft. 

1[，'マ'》、’ 
X 

、'ず■はなね1ミ:％ 
Jぬね^^ 

::か：U 

» ' パ— 〜ブーヶ〜 
華やかでフワフワの髪、元気し、っぱし、の空気を:^ ^ 
振りまくお人形。ブロンドヘアがすてき0 - ^} 
300mm 花束、ヘアピン、ヘアゴムつき ' 
¥8,400 气 * 

Bouquel1 

rococo 078 
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vPuUTp^ 

衣装ィメ-ジは、真っ白で透明感_の? 

L、らしぃ天使です。..1 姐さ 1 だ⑶な 

；〇ポインM 黒姐をイメ-ン‘ ▲ 
ボリュームを出し' コル： 
イプのものです：SUW-W 

さんデザイン.制n 

キュ-卜さがブラスされま二 

079 rococo 

4娜ヂ_ 
‘ K'U鱗- 
m 0} |i；4レ；ふぐるみっき|， & 1.::く 

。パ上！— 一/ぃ1^ぐ：:：.W 

鱗SSi 
300mm 

デザィナ-今井里実さん 
^ デザィナ-±Jf'久美子处 





本多デカダンとは' 19世紀末に起こった 
フフンスの象徴派芸術に見られる反社会 

的な傾向の事である0広義では退廃的な生 

活態度をさす事もある。しかし、乱歩流の 

デカダンスは、大正と昭和という時代の狭 

間の人々の、心の奥底に眠る異常な行為 

(エロ •グロ)への憧れや欲望を全て内包し 

ているのが特色だ。そんな色が出始めたの 

は『一寸法師』の執筆に取りかかった頃で、 

その後発表したf蜘蛛男』や『魔術師』はエ 

□•グロ •ナンセンスの代表作といわれ、大 

衆に広くまれるよっになっていった。そ 

してそれを追うように、世間でもエロ.グf ^ 

□.ナンセンスの大衆文学が流行し始める彝 

が、それらは興味本位でエ□やヴ□を扱っ 

た通俗的なものだった。乱歩の猢奇的なエ 

□ティックさやグロテスクさは、常にめま 

ぐるしく変化する時代をとらえ、背景とし 

て描く。それが時として反社会的ともいえ 

る描写で表現されるが、それこそ乱歩流の 

デカダンスといえるのではないだろうか。 

右：映画！■—Tf•法師Jより®S際放映'; 

一 左：映画r亩揪』より⑰角川映画 

物 でJ 

儀 

11 
费 

•一 — - fli;ニニ.二Z, 

包^rンス(し置-Sr:を代表Tる今家、江戸川 
歩当時の作家としては遅咲きの28歳 

Uうやくテビユ—を果たす。その作家 

、遭には創始者としての苦悩があった。 

lstアビユ/の頃、関東大震災からの 
仏機運にのって、*量宣伝.大量消費 

ifか幕を開けた。知的水準を高めた 
般大衆に対して' 文芸も、それまでの 

，、文学中心の狭い枠を破った精神的な歓 

、をもたらすものが要求される。そんな 

M衆文芸の盛り上がりの中' デビュ—当 
Dの乱歩は順調に作品を出版。探W小 

»IUげャンルとなり、乱歩は凶悪犯罪 
fのtには新聞社から意見を求められ 

ほぺ社会的に認められるようになった。 

えれかし乱歩が考えていた探偵小説は 

W穿乂芸ではなかった。探偵小説は「学 

以芸術の結婚にょる特殊な文芸」で、 

旁崎こらの大正作家の作品に推理ゃ心理 

ptf«幻想を加えたもの。乱歩は、推 
#JC个奇幻想などの要素をまとめて探 

i'/i説と呼び、盛り上がりを願った。 

I,!!!!しての、—への関心は、 応用するだけでなく、社会秩 

1らは罰せられる犯罪や不道徳とさ 
、変態的性愛' 怪蠢味など、人が密 

2しもっている異常なものへの夢や憧れ 

培乱歩に気づかせる。こうして『人間 
4.1の触覚のグロテスクや『屋根裏の散 

けの視き見のスリルなど、自己像の 

M射エロティック、きわどい風俗など 
/ろめたい快楽を、活字で紹介した？ 

艮f<Iの時期の作品の登場人物たちは' 
れ—めに異常な経験を好 

ff?一を犯す。そこには「明治」の近代国 
着の夢が崩れ落ちた時代、機械文 

進展に人々の神経が冒され、懐疑 
r .^ 

•f sil ii 
SというI見蓬やかな時代の裏気に生 

じる歪みを表現することは' まさにデカ 

ダンスの美の極限化だった。乱歩は職業 

作家の地位を固めるためにもこのチャン 

スを生かそうと必死で取り組み、j層 

人気を呼んだ。だが、猟奇の世界に読 

者を誘うことを意識しすぎてしまつた。 

自身の趣味の開花であり、生きていくた 

めの手立てだったが、探偵小説を本来の 

それとは違う道に引きずり込んでしま 

ったという後悔に襲われる。 

しかし乱歩は『陰獣』で復活を遂げる。 

謎が謎を呼び、二転三転するトリッキ— 

な仕掛け、スリリングな展開で人々を引 

き付けて、犯人の意外性の開拓でも頂 

点を極める作。続いて『蜘蛛男』や『魔術 

師』『吸血鬼』などが、デカダンスな要素 

も含んだ通俗推理小説として連載され 

た。同時に、戦争で手足を失った夫とそ 

の妻の陰惨な性愛を描くグロテスクな 

『芋虫』、男色を扱った『孤島の鬼』など、 

人間のもつ異常さを際立たせた作品で、 

乱歩のデカダンスな世界も頂点に達した。 
「世間では、僕をエロとグロの本家のや 

うに言つて居るやうだが、然しそれはど 

うも余り愉快ではありません。本来の 

意味でのグロテスクなりエロチックなり 

は、不愉快どころか仲々興味を感じるの 

ですが' 近頃の流行語のエロだとかグロ 

だとかは、ひどく感じが悪い。文字は同 

じでも意味が非常に浅薄になつてゐる 

様です。」これは当時の広告の記事で、乱 

歩自身が書いたのではないという説もあ 

るが、その頃の乱歩の心境がよく表現 

されている。ム~7こそ、ただのエロ •グロで 

はない本当の乱歩の世界、デカダンスの 

美を見直してみてはどうだろうか0 

InyH-u411广*る1拿名-孕声太霣： 
1916 (大N5)8戶牵雲圧大字政治経済 

学部卒。アメリカに渡つて探偵作家になる 
夢を塑芯し' 大阪西区の貿易会社に就職。 

1919(大正8)本郷•団子坂で| |入の弟と 

古本屋「三人書房Jを開業。1 1月に村山隆 
子と結婚。 

1922(大正]1)日本エ人倶楽部に勤務し、 
ボマ—ド製造会社支配人を兼務e辞職し、 

「二銭銅貨」二枚の切符Jを書く。n月、二 
作を薪青年」編集長森下霖に送る。 

1923(大正12)4月「新青年」に掲載し 
た「二銭銅貨」でデビユー。小酒井不木の推 

賞文つきだった。大阪毎日新聞社広告部に 
就職し、月に5、6百円の！！^を得る。 

1925(大正14)1月「0坂の殺人事件」 
を「新青年」に発表。初めて、名探偵•明智 

小五郎が登場する。大阪で横溝正史らと 
探偵趣味の会を発足。7月「屋根裏の散歩 

者」を「新青Sに発表。この年だけで1-7篇 
の作品を相次いで発表する。 

1927(昭和2)下戸塚に下宿.筑陽館開 
業。自らの作風を嫌悪し' 休筆宣言。日本 

海沿岸などを放浪。 
1928(昭和3)牛込区戸塚町に転居し' 

.緑館を開業。「陰獣jを「新青年」に連 
載。 

1929(昭和4)「蜘蛛男」を「講談偎楽@一 
に連載。9の！！：愛文献の収集に着手。 

1932(昭和Z 2回目の休筆。関西、東 
_旅行。 

1934(昭和9)「黒蝴螺Jを「日の出」に 
連載。7月' 終の棲家*池袋3丁目に転居。 

193g昭和：：)初の少年物「怪人こ十面 
相」を「少年倶楽部」に連載。評論集1の 

言I窘春鞋ょりso 

丨939(昭和]4)旧作「芋虫jに反戦的と 
の理由で^!PP令。陰f決意。 

—945(昭和20)空襞にょる自宅の火災 
を運良<消し止めるち、栄養失調で福島県 

保原町に疎開。終戦。 
—947(昭和22)探偵作家クラブ創設。' 

_会長となり会報の刊行を開始。 
1954(昭和29)還暦祝賀会が開かれる。 

江戸川乱歩賞設立。 
1961(昭和36) in 

1963(昭和38)日i理作家創設、| 

^理事長に就任0 
1965(昭和40) 7月28日脳出血で死去。| 

-累71歳。 _ 
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)散歩者』 『パノラマ島奇談』 

‘ 

「覗き」の欲求ゃスリ 
ルが生々しくリアルに 
表現されている。屋根 
裏に目をつけ、建物の 
構造を繊細な感覚で巧 
みに利用したトリック 
が乱歩らしい作品。日 
常を舞台にした空間の 
中だからこそ、小説の 
中の世界が現実味を帯 
びて読者に迫る。「他 
人の秘密」を密かに覗 
き見るスリルが快感へ 
と変化し、最終的には 

I密室での殺害という完 
I全^IIの愉しみへとエ 
Iスカレートする。 

乱歩は理知的な探偵小 
説作家と、グロテスク 
な持ち味の探偵小説家 
という、2つの側面を 
もつ。『陰獣』には、健 
全で探偵の経路にのみ 
興味を持つ探偵小説家 
「私」と、暗く病的でネ 
チネチした作品ばかり 
を書く探偵小説家「春 
泥」が登場し、作品の 
中で対決する。春泥の 
「屋根裏の遊戯」「巳坂 
の殺人]などの作品が' 
乱歩01圣奇系の代表作 
を引用しているという 
点ちおも)しろい。 

江戸川乱歩文庫「パノラマ島奇談j他四編 
陽堂窨店470円 

人物のすり替えがテー 
マになっている。「すり 
替え」は江戸時代から 
物語にかかれていたよ 
〇だが、すり替わった 
人物を疑ううちにそこ 
に愛情が生まれてしま 
うのが近代小説風。片 
方は疑惑を、もう一方 
は殺意を抱してし、なが 
ら、不思議と甘く歪んだ 
愛情が描かれている。 
たくさんの女たちが部 
品として風景を作る、 
肉体の楽園として作ら 
れたパノラマ島のグロ 
テスクな面ち強烈。 

乱歩のエロ •グ□•ナンセンスを 
たつぶり堪能できるオススメ著書 

偉大な通俗作家としての顔も持つ江戸 
川乱歩。そんな乱歩の世界にどっぷ 
浸れる作品を厳選じC紹介しま尤 
の奥底の異常なものへの夢や憧な# 
乱歩が叶えてくれるかもしれませ^ 

『芋虫』 『蜘蛛男』 

「江戸川乱歩傑作選」内 
新潮文庫460円 

乱歩は反戦を目的とし 
て書いたのではないと 
いっているが、一時期 
反戦的だという理由で 
出版を止められたこと 
もある作品。勇敢な兵 
士として戦える有用な 
体を、戦争で失ってしま 
ったという実態を大衆 
に向けて強烈に示した 
作品。爆撃で手足を失 
し、、やけどの跡が生々 
しく残る' 肉の塊になっ 
てしまった男。彼の思 
想や心境の変化、妻の 
やり場のない思いをグ 
□テスクに表虱 

「蜘蛛男J 剣元推理文廉735円 

「純粋の探偵読者ゃイ 
ンテリ読者には見はな 
されたが、ともかく全 
国的に筆名をしられる 
ようになった」と乱歩 
自身が振り返るよう 
に、エ□•グ□•ナンセ 
ンスの風潮とマッチし 
た代表作。殺人者がそ 
の犠牲者を求人募集す 
るというありえない設 
定で始まる。良家の知 
性的な美少女が上品な 
英国紳士風の仮面をか 
ぶったサディストの餌 
食に。残虐的で非常に 
ェ□テイックな作品。 

現在入手できる、乱歩のエロ.グロ.ナンセンスといった、デカダンスを表現した書籍の- 
覧を紹介。乱歩のデカダンスを体験できる15のお話をピックアップしました。 

気づかれないうちに、愛する人に触れ重みを感じるとい 
う一方的な激しい愛情を描く。 

江戸川乱歩文庫（春陽堂書店）¥470 

新潮カセットブック（新潮社）¥2,940 

愛する女性を脅迫して1◦年来の思いを遂げようとする 
が、奇形のために恋を成就できない。 

春陽文庫-江戸川乱歩文庫 
(春陽堂書店）¥550 

同性愛への関心やそれまで研究してきた事柄を、小説の 
中に書き込んだ作品。 

光文社文庫（光文社）¥980角川ホラー文庫（角川書店）¥820 

創元推理文庫（東京創元社）¥693江戸川乱歩文庫（春陽堂書店）¥510 

人間改造術というモチーフの、グロテスクで背徳的なイ 
メージが忘れがたい味わいを残す。 

江戸川乱歩文庫（春陽堂書店）¥470 

マジックショーに見せかけて、女性の体が観客の前でバ 
ラバラに切断されてしまう。 

創元推理文庫（東京創元社）¥672 

戸川乱歩文庫(春陽堂書店）¥470 

全裸の美女が氷づけにされる、エロ•グロ•ナンセンス 
に連動する趣向をもつ作品。 

創元推理文庫（東京創元社）¥756 

戸川乱歩文庫(春陽堂書店）¥570 

殺されたはずの主人公が復讐の鬼と化し、グロテスクで 
残虐な犯罪を繰り返す。 

戸川乱歩文庫(春陽堂書店）¥450 

グロテスクなオブジェに囲まれて追い詰められたヒ□イ 
ンが、肉体的な快楽に溺れていく。 

創元推理文庫（東京創元社）¥693 

，男J 
絵の女性に恋をし、執念で最終的には思いを遂げるとい 
う異常性愛を扱ったストーリー。 

新潮カセットブック(新潮社）¥2,940 

日本にやってきたルパンが相手。殺人、嫉妬、性欲など 
のエッセンスを加え乱歩節を展開。 

光文社文庫（光文社）¥980創元推理文庫（東京創元社）¥651 

江戸川乱歩文庫（春陽堂書店）¥470 

わざわざ自らの片足を打ち抜くなど、使用価値のある身 
体性について追究している作品。 

創元推理文庫（東京創元社）¥630 

バラノ（ラの死体が初めて登場する作品。機能しない無意 
味な体に純粋性を見出している。 

角川ホラー文庫（角川書店）¥714 

名探偵•明智小五郎が誕生した作品であり、変態性欲描 
写が初めて取り入れられた作品。 

創元推理文庫（東京創元社）¥546新潮カセットブック（新潮社）¥1,890 

江戸川乱歩文庫（春陽堂書店）¥470 

古い人形には魂がこもるという昔話をベースに、人形と 
美しい姫の狂気の愛を描いている。 

創元推理文庫（東京創元社）¥525 

新潮カセットブック（新潮社）¥2,940 

聴覚、嗅覚、触覚がなく、視覚だけで表現される世界は、 
生々しく現実を超えている。 

『江戸川乱歩全集』（講談社）¥1,250 

7,、' ) ROCOCO JpSス 
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_は少年時代、幻の世界に憧れて映画や16ミリ映写機に夢中になったという。 

んでいるときとは違う感覚を味わえる、乱歩作品と映像のコラボレーションをここに紹介します。 

映画『盲獣VS—寸; 
エ□ティックとグロテスクの代表作、『盲獣』『一寸法師Jを融合し、j 

ダンスな乱歩ワールドを築き上げた傑作。『ねじ式』『地獄jで笑;; 
高のカルトムービーともし、われる[■江戸J11乱歩全集恐怖奇形人,j :ら3C 

歩作品に挑む。イラストレーターのリリー•フランキーを主役に73劣_ : 
□レスラーのリトル•フランキーらも登場する異色のキヤスティング：一一 
浅草レビューのスター蘭子の失踪、次々と猢奇事件が起こる，ニニニ- 

対抗し、狂気の中で純愛が繰り広げられる。死のエクスタ 
シーは究極の快楽になりうるのか。複雑に重なり合うテー 
マを95分の中で幻想的に描ききる。 

<< information> > 
10月16日〜29日まで大阪.テアトル梅田にてレイトショー公演が決定。 
1969年に石井監督がメガフォンをとった、こちらも乱歩原作の「恐怖 
奇形人間jと一週間ずつの上映となる予定。また10月29日にはジェネ 
オンエンタテインメントよりDVD発売予定 

『一寸法師』 
他の作品のようにサスぺ 
ンスやミステリーではな 
く、ホラー映画として演 
出された、グロテスクさ 
の際立つ作品。人間の手 
首を携え、夜な夜な街に 
出没する不気味な一寸法 
師を怪奇ムードたつぶり 
に映像化。 
DVD ¥4,725(税込み》 
イマジカ•エンタテインメント 

El 
江”:川乩尜の 

[陰_r 
闇の會迫者 

『「陰獣」-闇の脅迫者』 
テレビ東京系で放映された、 
『陰獣』を原作とするTVドラマ。 
自分をふった女の生活を視き 
見するために、覗き見のでき 
るスペースのある家を作った 
正体不明の作家•大江春泥。 
佐野史郎演じる推理作家と、 
嫉妬に狂った愛を貫こ5とす 
る春泥の対決が描かれている。 
VHSV 16,800 (税込み） 
角川映画 

零 

W 増村保)#霞葡竹矗 

ま1 

書？^ 

◎S際放映 

『江戸川乱歩の美女シリーズ』 『明智小五郎対怪人二十面相』 

n 

テレビ朝日系の「土曜ワイド 
劇場」で、197フ年から放 
映されていたTVドラマ。毎 
回美女がヒロインとして登 
場することから美女シリー 
ズと名づけられた。怪物の 
餌食になる知的で美しいヒ 
□インを、名探偵•明智小 
五郎が救出する规乍。 

DVD ¥3,990 (税込み） 
キングレ:3—ド 

DVD ¥4,179 (税込み） 
キングレコート'. 

田村正和が演じる、 
名探偵•明智小五郎 
と、ビートたけしが演 
じる怪人二十面相の 
対決が見もの。事件 
のたびに向き合うこ 
とになる2人には、周 
囲には知られざる過 
去がある。恨みや嫉 
妬の感情までもうま 
く表現した話題作0 

你そ， 

土藏は1924年の建築で、頑丈なつくりを気に^つ 
た乱歩が1934年に同じ敷地に転居、亡くなるまで 

書斎兼書庫として愛用した。「乱歩はこの暗がりで、〃ろ 
うそく1本立てて執筆している」という伝説も生んだ。 

白壁で保存されてきた幻影城だが、当時の資料 
などから実は灰色だつたことがわかり、修復の際 

に当時の色に塗りなおされた。 

土蔵の中の階段。中央は、2階から 
みえる下の階。この階段の裏側にも 

本棚があり、かつてはその本棚の間に 
机を置いていたという。一 

一 



CO Fashionable People in TOKYO&LONDON 

nリスでおしやれな人たちのスナ 
ゴスロリ、モードゴシック、バ 

タィル、甘ロリと自分流の着こなしを 
i八たちがたくさん集まりました。登 
r•た人たちを参考に、自分らしいス 
S 目[ >ア Photo JUNYA OKUBO、MAYUKO KOKUFU (TOKYO) 

• - • ノし \y \ 〇 CROSS MEDIA LTD. (LONDON) 

KYO- 

雑誌を見て 
自分に合うスタイルを 
見つけて本格的に 

池田紗綾子(千葉!在住/学生） 

Vivienne Westwood、SEXY DYNAMITE LONDON 

•好きなミュージシャン 
Direngrey、アヴリル•ラヴィーン： 

•ハて 
1灞 

摯好きなブランド 

大切なモノ 字生) 
彼氏、友達 
休日の過ごし方 
ライブと買い物 

11IZ 

いづみ 
(神奈川県在住/会社員) 
春好きなブランド 
CYBER DOG 

カリーナ.ェ.アルルクワン 
■好きなミュージシャン 
MALICE MIZER 

はまってること 

憧れのひと 
大高博幸さん 

これから 
友達のライブへ 
行って来ます 

rococo 084 
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知 ROCOCO 
者モデル& 

に出たい人募集!！ 
ご-:誘者モデルになりたい人、MY STYLE SNAPに出てくれ 

一-ます：読者モデル希望の方は、バストアップ、全身の写 

I二«、スリーサイズ、足の大きさを書いて送って下さい（メール 

'を望の人は' バストアップ、全身の写った写真を下記の宛先 

—二 どちらとも、連絡が確実にとれる電話番号、メールアドレ 

IL-マfw :お願いする方にはこちらから連絡します。） 

=2東京都新宿区新宿2-15-14 

$こさとROCOCO編集部モデル•スナップ募集係 

屬モ rococo@tatsumi-publishing.co.jp 

シューズで 

瀉の 
g=—ルスタイル 

(£) 
黪二：—。ノスト） 

三/フ店員) 

LONDON- 

ブラセウス 
(ロンドン在住) 

•好きなブランド 
古着屋 
•好きな音楽 
ベルギーのモ 
•大事なモノ 
友人 
•好きな場所 
ロンドン 

自分が 
それはセックス 

ドラッグ 
ロツクンロー ノレ 

今日のテーマは 
“クラブキッズ” 

ドレッドヘアが自慢 
ボニータ(左） 
(ロンドン在住/ダンサー） 

參好きなブランド 
H&M 

春好きなミュージシャン 
スパイスガールズ 
•憧れ 
Katie Jane 

•好きな_ 

THE FACE；: 

ラウラ佑） 
(ロンドン在住/エンターティナー） 

•好きなブランド 
Clairen' H&M 

參好きな音楽 
グラムロック 
參はまっているモノ 
音楽 
•好きな場所 
カムデン 

大切な宝物の 
イヤリングをつけて 
今日は買い物です 

自分の居場所を 
いつも探していたら 

このスタイルに 

アリス(左） 
(ロンドン在住/フリーター) 

•好きなブランド 
Baffalo 

.好きな音楽 
パンクロック 
參大事なモノ 
親友 
參好きな場所 
カムデン }4 -J 一一 Cti) 
(ロンドン在住/学ミ 
參好きなブランド 
Black Rose 

•好きなミュージシャン 
コートニー•ラブ 
•大事なモノ 
友達 
•好きな場所 
カムデン 

いつまでも 
若々しく美しく 
それが信念よ 

ROCOCO 086 





イベントはファッションショーとライブイべ 
ントの2本立てで進行。セクシーの各カテゴ 
リーの新作発表では' ショップ店員、お客さ 
んなどがモデルとなり、すてきなショーを繰 
り広げた。本誌、読者モデルの池田さんもシ 
ョーに出演してました。 

PO^KS NOT t>BN> 

SEXY DYNAMITE LONDON 

r 彻k 

DY^:益ラント-。 

パ;Jど往年のひン 



〒160-0022 

東京都新宿区新宿2-15-14辰巳ビル 
ROCOCO編集部 
[JゞスケースプレゼントJ係まで 

SEXY DYNAMITE LONDON 京都店 
9.18(SAT)OP|EN!ハ 
2004.9.18 (Sat)'； sexy dynamite 
L0NDONが京都にOPEN。36坪2フロアとい 
う大型店舗。ック、パンク、ゴシック系アイテ 
ムを贅沢^:そるえて展開！ 

も:::;::. 

SEXY DVflAMITE LONDON KYOTO 

京都市中京区六角通新京極東入桜之町447 

007を254-6961 



歴史的名優チャップリンは、意外 

だが“ロリータ’’の原点である。チ 

ャッブリンの妻が“リリータ”といラ 

名だった。当時リリータは16歳で、 

少女に熱愛するチャップリンの姿 

を見て、ナボコフはヒントを得たと 

言われrいる。 

街の灯—コレクターズ♦エデぐンョン 

ジェネオンエンタテインメント¥4,935 

『ロリータ』/監督スタンリー.キュー 

ブリック主演ジェイムズ•メイスン 
1961年公開ナボコフの書いた 

名作を、奇オスタンリー•キューブリ 

ックが映画化。中年男と少女の屈 

折した究極の愛を美しく描いてい 

る。澳密な空気に包まれた問題作。 

刪— 

『ロリータ』 
ワーナー•ホーム•ビデオ¥2,625 

[OIITAの起源 

□シア人作家、ウラジミール.ナボコフが書いた 
小説『ロリータ』が起源。小説の主人公のように 
少女愛性癖を持つ男のことを“ロリータ•コンブ 

レックス”と言うのは、ここから来た言葉。□リ 
ータフアッシヨンは' 単なる子どものような服装 
をすることではない。中世ヨーロッパのドレス風 
の、ラブリーなフリフリが特徴。いわゆるフラン 
ス人形のようなファッション。 

1980年代、ナゴムギャル、トランスギャル 
の誕生から日本のゴスロリファッションの歴 
史は始まつた。そのヒストリーを振り返り、 
ゴスロリファッションの移り変わりを紹介。 

S—L0U’’。それは日本の“ゴスロリ”の発音を忠実に表記した、新しい世界基準だ。日本が生んだ 

ノヨンカテゴリー“G0SUL0LI”の誕生から発展までの道のりを見てみよう。 

ッボラ主演ゲイリ！才—ルドマン 
1992年公開ゴシック小联の原 

点であるfドラキユラ』を' 巨匠フラ 
ンシス•フオIド.nツボラ監督が坱 

画化。壮大で美しい映像に圧倒さ 
れる。ゴシックの美を追求した名作。 

”ゴスロリ“。それは2000年代に生まれた新しい 

ファッションの名称。このカテゴリーが生まれる前に 

も、一部のバンドマンや、そのファンの間では、ゴスロ 

リに似たクラシカルなロリIタファッシヨンは存在し 

て-^たし力し、どちらかと言うとマニアックなファ 
ッションカテゴリIとしての位置づナだった。だが、そ 

の位置づけが、今、変わろうとしている。 
中世のヨーロッパの絵画から飛び出してきたような 

豪奢な姿は、ストリートの中で不思議な存在感を放 
つ。そして、ファッションとしては最新であり、新しい 

カルチャーと言っても過言ではない。世界中のデザィ 
ナーや、、、ュージシャンが、日本のゴスロリに注目してい 

るのだ。そしてゴスロリには、単なるファッションジャン 

ルとして一括りにできない思想や、背景がある。 

ゴシック&ロリータという言葉には不思議な魔力 

が秘められている。『ドラキュラ伯爵』『フランケンシュ 

タィン』に代表されるゴシック文学(怪奇文学)の”ゴ 

シック“と、ウラジミール•ナボコフの小説によって生 

み出された、’少女“を意味深に象徴する言葉であ 

る，ロリータ“。このかけ離れた性質の言葉の共通点 
は、どちらも妖しくて美しいこと。この奇跡的な組 

み合わせに、多感で繊細な少女たちが刺激されるの 

は、S然なことかもしれない。危険な香りのする黒 

い十字架ttl蛛の巣や髑髏。そして、幼いころに童れ 
たフリフリのレIス、ふくらんだスカートにエナメルの靴0 

2つの要素の融合は、新しいイメージを生み出した。 

古い洋館や教会、そしてそこにたたずむ亡霊のよう 

な麗しい少女。究極の美しさは退廃的で、刹那的だ。 
2000年代”ゴシックとロリ—夕•とVつふたつの 

キ嘗 ぐ，r^yv 一一 

ゴスロリ 
それは音楽などの文化と 

密接に関連している 

ROCOCO 090 
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1980年代初頭、ふたつのインディーズレーベル 

が人気を博す。「ナゴムレコード」と「トランスレコー 

ド」である。陽のナゴムと陰のトランス。そ、っ表現 

できるほど、まったく性格の違/っレーベルだった。 

『有頂天』を筆頭に『たま』『人生』(後の『電気グ 

ルーヴ』)、などを排出したナゴムレコードのファン 

はナゴムギャル、『YB02』などが代表とされる卜 
ランスレコードのファンは、トランスギヤルと呼ばれ 

た。ナゴムギャルは、子どもっぽくて派手なファッシ 
ョンをしていた。髪をふたつにお団子にしてリボン 

で飾り、派手なTシャツにミニスカート、ボーダー 

のニーソックスにラバーソールが基本形。わざと実 

年齢より幼VV子どものよぅなファッションをするの 
は、まさに現在のロリI夕少女の原形である。一方 

トランスギャルは全身黒い服に身を包み、死に顔 

のよぅなメイクをし、必ず髑髏のアクセを付けて 

いた。口数も少なく危険な雰囲気の彼女たちが、 

ジャパー丁ズゴシックの原形であることは有名だ。 

ナゴムギャルのロリータに、トランスギャルのゴシ 

ック。意外なところに、ゴシック& ロリータの起源 
が見える。彼女たちは、ロックでもポップでもない 

不思議な音楽と、アイドルでも俳優でもないバンド 

マンを愛し、ライヴハウスに通った。それが、現在 

のライヴハウスシーンのあり方と直結してる。 

その後、バブル経済に乗ってバンドブームが到来 

する。ifryingKIDSJ や『THE BLA 

NKEY JET CITY』などが出身の人気音楽 

番組の「イカ天」、1THE BOOM』などを生んだ 
ストリIトライブの元祖である「ホコ天」などによ 

って、少女たちにとってバンドはより身近な存在に 

なり、憧れのバンドマンに似せたファッション、また 

は彼らに好まれるファッションに身を包んだ。メタ 

ルやグラムロックにルーツを持った第一世代ビジユ 

Tル系ハンドも、このころ生まれる。とくに、『X』 
フアン{:よるコスプレは、バンドフアンにとつて新し 

いカルチヤーのはじまりだつた。 

HYSTERIC GRAMOUR設立。 

キッチュなアメカジ風ブランドHYSTERIC GRAMOU 

R、デザイナ—北村信彦によって設立する。 

.viviennewestwood 初来日。 

東京で森英恵らと初コレクシヨン。以後、日本でもアバンギ 
ヤルドファッションの象徴に。 

r 
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8 
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ホn天ブ—ムはじまる。 
竹の子族に替わり人気を博した原宿表参道のストリ—トラィ 

ブ。1995年まで続きバンドブ—ムを担つた〇了：：^〇^丫 

WALKER(S)J『THE BOOM』『BAKU』などを排出。 

— BUCK-1-ICKインデイ—ズデビユI。 
現在でもゴスロリ少女達に絶大な人気を誇る彼らが「To SE 

ARCH\ PLAsl-Ic SYNDROME2」でインデイ—ズデビ 

ュ—。当時のインデイ—ズチヤ—卜で伝説的売り上げを記録。 

-■-株式会社まんだらけSM。 
漫画古書' レトロ玩具販売に限らず' コスプレや同人誌と 

いつた文化を後の世に生み出す。 

『X』インデイ—ズデビユI。 
現在では伝説となったXのデビュ—作「V a ni Shi n g Vi si 

onj発売。後のXフアンによるコスプレは|つの文化とも言える。 

-■-BABY.THESTARS SHINE BRIGHT 設立。 
現在' ロリ—タブランドの代名詞的な存在であるBABYが設立 

される。ビジュアル系バンドブ—ムの到来と共に歴史が始まる- 

Iデイシヨン番組「V力天」放送開始。 
『FRYING KIDS』rBLANKEYJET CITY I『た 

まJ rJITTERIN,JINNJ『BEGINjなどを排出。 

-■-Janemarp— eショップオ—プン。 
それまでショップを持たずに活動していたJ a n e M a r PI 

eが、初ショップをラフォ—レ原宿パ—卜2に才—プン。 

-■-バンドブ—ムピ—クに。 

「イカ天」「ホコ天」バンドを筆頭にrユニコ—AHTHE BLU 

E HEARTS』『PRINCESS PRINCESS1など 
も相次ぐヒット。バンドブ—ムを築く。 

電気グル—ヴ「BBEJ 

元f人生』。ナゴムレコ—ド 
出身。現在ではテクノの大御 

所だが' 当時はメンバ—も多 
くニュ—ウHイブ色が強い。 

X「BLUE BLOOD」 
日本のビジュアル系シ—ンを 

作った伝説のバンド。当時は 
メタル色が強いが' クラシツ 

クが融合されている名作。 

BUCK.--ICKrHURRY 

up MODE」ビジュアル系と 
いう言葉も無かつたころから' 

今尚活動を続ける大御所バン 
ド。ジャパニ—ズゴシックの原点。 

ユニn—ン「PANIC ATT 

ACK」奧田民生が率いた超 
人JinTハンド。バンドブ—ムの中 

心だつた。キャツチ—なメロディ 
Iと攻擊的な音作りが特徴。 

f%i:5C1C 
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，当時のビジユアル系バンドファ 
ンの必須アイテム。ヴィヴィアン 
のアーマーリング、メネスのネク 
タイ、手魅など。 

Aがリビ 

ビジユアル系ブーム：深夜番組「BREAK OTlTjf話題を呼んだ 
[MALICE MIZERJ rSHAZNAj fLa'cryma ChrystiJ がビジュ 
アル系四天王と呼ばれ続々ヒットチヤート入り。 

MALICE MIZER TmerveillesJ 
中世のヨーロッパや、ゴシックなホラ| 
一をコンセプトにした耽美派バンド。 

1998年日本クラウン 

黒服 

ゴスロリ出現以前 
の、ビジュアル系の 
正装。以』や『LUNA 
SEA』などのライヴは 
黒服ギャルで溢れか 
えった。とにかく全身. 
黒で身を包み、黒系セ 
メイク。肌はほとん< 
露出しないのが挂。 

渋谷系、ソフトロリータはボー 

はrベレ-帽などを好 
:S:ノ \ノ のが 

SHAZNArGOLD SUN AND 
SILVER MOONJ Vo.lZAMの 
女の子のようなルックスとファッ 
シヨンがデビュー前から話題に。 
メロディアスな楽曲が持ち味。 

1998年 BMG JAPAN 

、ァわ時元h 
二れ様X i. 
£た々J d S築な乂容 
襃地憶p莘 
本測A亡 

1寺飛9 □ 
I?にびりと 

音楽雑誌「remixj 
bカバーも当時は渋谷系アー 

,：uテイストが飾ることが多かった。 

流 動 
,万通死ぃ 

rococo 092 
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1990 1993 

渋谷系ブ—ム到来。 
バンドブ—ム終焉後『F-pper-s guitar』ftyチカ 

Iトフアイプ』『ORIGINAL LOVEjなど「渋谷系」とされ 
るおしやれバンドが人気に。音楽フアンはそれまでのバンギヤルか 

ら「オリ—ブ少女」へ。ボ—ダ—'ベレ—帽、アニエスbがキ—ワIド。 

-■JUDY AND MARY、シングル「POWER OF LO 

VEJでデビュI。 
Vo. YUKIのフアツシヨンに似せた、ロリータパンクが大ブ— 

ムに。イギリス人デュオ『0〇.£:3£〇.〇〇』も象徴的。|^—-^、 
HYSTERIC GRAMO u Rなど原宿系„フランドが流行。 

■-■シュリアナ東京才—ブン。 
バブルの終焉間近、東京芝浦に大型ディスコ、ジュリアナ 

東京が才—ブン◊ボディコン、お立ち台、ジュリ扇などを 
生み出し、社会現象に。当時のディスコにいた、“黒服”と 

ビジュアル系フアンの正装”黒服‘、どちらもトランスギヤ 
ルから発祥か。 

99i 

9 
1 

ラフォ—レ原宿大人気。 
年始のバ—ゲンは、徹夜組を含め2000人〜3000人の大 

行列。決して安価ではない原宿系ハイブランドが人気。J 
e M a r ple、BA-TSUなどに客が殺到。 

Vi viennewes t wood T okyo日比谷に才—プン。 
デザイナ—のヴィヴィアン•ウェストウッド' グランドォ—プ 

ンのために来日。フロアシヨ—並びに卜—クシヨ—を開催。 

-■-最後のナゴムギャル、篠原ともえデビュI。 
奇抜なファッシヨンとクネクネした動き、独特のしゃべり方が人 

気に。篠原をまねたシノラ—たちが原宿に現れる。プロデュ—サ 
Iの石野卓球日く「ナゴムギャルが10年後の商品化された姿」。S 

UPER LOVERS、bett y’s b— u e などデ „フ IV^ こ。 

MALICE MIZERデビュ I。 

1Stシングル「麗しき仮面の招待状」でデビュ—した『MA 
LICE MIZERjは、中世のヨ— ロッバをコンセプトとし 

た独特の耽美的な世界観で、センセ—シヨナルに登場する。 

深夜番組「BREAKOUT」により、ビジュアル系ブ丄再来。 
rM ALICE MIZERj を筆頭に『SHAZNA』『L-ac r 

yma ch risti』『FANAI-COCRIS—SJ『sop 
H—Ajなど。このころ、ゴスロリが誕生する。 

metamor p hose設立。 
クラシカルでロマンチックなロリ|タブランド|11613|110厂£1 

h 〇 s e、デザイナ—加藤訓子によって設立。 

)7-B-裏原系，個性派“ハイブランド大人気。 
20471120' MILK' milk boy' Vivienne w 

est wood，Christopher Nemeth' 卓矢エン 
ジエルなど' 奇抜で個性の強いストリ—トブランドがブ—ムに。 

バンド”フ—ムの終演と 
ビジュアル系バンドの台頭で 

ゴスロリ文化が定着 

その後バンドブームは終わりを告げ、音楽のあり 
方も変わってくる。『Flipper’s Guitar』 

や『ピチカートファイヴ』に代表される「渋谷系」 

は、音楽以外のアートワーク(おしゃれなCDジャヶ 
ット、フライ；^^1など)にも熱心だった。彼らのファ 

ンの多くは「オリーブ少女」で、おしゃれな女の子 
が中心。ファッション誌『olive』は、ナチュラル 

系ロリータのブームを巻き起こした。 
一方で、東京芝浦に事実上最後のディスコ、ジュリ 

アナ東京がオープン。原色のボディコンスーツに、羽 

根の付いた扇子にワンレンロングヘアーなど、豪華で 
華美なアイテムが好まれた。それは当時のビジュア 

ル系バンドの特徴とも重なる。またディスコには”黒 

服“と呼ばれるバーテンダー兼ホストのょぅな男性 
店員がいた。そしてビジュアル系バンドファンの正装 

も、コスプレまたは”黒服“だった。トランスギャル 

のM瓶“は形を変えて音楽の側に存在した。 
ナゴムギャルの特徴は、ロリータパンクが受け継ぐ。 

街は『JUDY ANDMARY』や『shampooj 

を手本としたロリパン少女で溢れた。テディベアを 

片手に安全ピンやチヱーンのアクセをするのが当時 
のロリータの特徴だった。90年代後半になると、深 

夜番組「BREAKOUT」が、新たなビジュアル系 
プームを巻き起こす。このころ登場した『SHAZ 

NA』などのバンドはviviennew 6 St wo 〇 
dや20471120など、まさに流行最先端のフ 

アツシヨンを身にまとい、フアツシヨンリーダー的存在 

だった。ゴルチェなどをゴスパンクにアレンジした 
| La'c r ymach ri St. 1J や、CHRISTP 

HER NEMETHなどを着こなした『FANAT 

ICOCRISIS』、MILK BOYなどのキュー 
卜なストリートパンクを取り入れた『SOPHIA一 

な，ご、ビジュマ‘系とファフションの萊行が、特C* 
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ゴシック 

黒が基本の怪奇的で 
耽美的なファッショ 
ン。素材や形にこだ 

士わったデザイン性が 
_高いアイテムが多い。 
最近は紫や赤を取り 
人れたり蜘蛛の巣や 
蝶の柄などが増え、 
多様化している„ 

怒 

UK 戈 f フリルやレースを施 

されたワンピゃジャI 
ンスカが基本。最近 
は、ポップすぎない 
クラシカルなヨーロィ. 

ビアンテイストの系 
のも増えている。夏/ 
ツドドレスやパニ:.エ： 
などが特徴。,w\ 

p %, 
ぶ磨） 

rcy 

093 rococo 

IT 

ノ mlmi 
^ 「道の空」 

4二. 発売中¥1,200日本クラウン 

サイコルシェイム 
RPGゲームから飛び出 
てきたようなルックスと、 
ポップな楽曲で登場した 
画期的な未来形バンド。 廳_ 

氣志團リーゼントに長ランとぃ「One Night Carnival」 
う絶滅寸前のヤンキーに扮した発売中¥1,200 

■ H*バンド。80，s風ロックが特徴。 東芝EMI 

— 

:ビジュアル系バンドの- 
でもあるライブ/ \ r1? "7 ~ag 

池袋CYBER 
ための登竜門でもあるライブハウスA: 

ユアル系は細分化され、様々なジ―ン 

I 
★ 

小学館¥1,050発売中 

嶽本野ばら著。乙女のカリ 
スマである野ばら氏の記念 

sすべきデビュー作。憧れの 
女の子に抱く、乙女の淡い 

，思いが綴られている。 

『ロッキン•ホースづ< レリーナJ 
メディア.ファクトリー¥1,375発売中 

大槻ケンヂ著。元r筋肉少 
女帯Jで、ナゴムレコード 
出身。パンクバンドと謎の 
ゴスロリ少女が旅をする、 
切なくおバカな青春小説。 

下響％靈 
一せ 
の峡1~1 

深田#う 

で取り. 
ロリー 
目される. 
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エデイシ5ン 
東宝 
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2000年代には、ビジュアル系フアンの少女たち 

の正装は、黒服からゴスロリに様変わりしていヒ〇 
このころのゴスロリは、現在のものと直結している。 

それまでにはなかった中世ヨf ロッパ風スタィルミ 
メィド服、ヘッドドレスなどが登場。ビジュアル系の 

耽美的な世界観と、ゴスロリの魅力は共通ノてゝた。 
初期はまだコスプレの一種のような見方をされてい 

たが、次第にコスプレとゴスロリの差は歴然として 
ゆく。h.NAOTOなど、新進気鋭のブランドが大 

躍進し、ファッション界からも注目される。 

そしてそのころ小説家デビュ—をした嶽本野ばら 

は，乙女のカリスマ“と呼ばれ、ゴスロリをカルチヤ 

—として認知させた。そして何より決定的なでき 

ごとは、2004年公開の映画『下妻物語』だろう。 
深田恭子扮する桃子はファッションとしてのロリー 

夕を純粋に楽ILん'でいる。それが、現在のロリータ 
やコスロリそのものであり、また今後の姿なのだ 

ろ、っ。浜崎あゆみは、たびたびロリ—タファッション 

でステージに上がり、中島美嘉は、クラシカルなゴ 

シツクフアツシヨンを好んでいる。彼女たちゆ 
る，ふつ、っの女の子“のカリスマだ。2000年代のゴ 

スロリは、決して|過性のものではない。刹那的な 
流行でもなく、かといつてスタンダ—ドファッシヨン 

でもない。そ、っ、いつの時代も普遍的なパンクスや口 
ッカーのような存在になりつつあるのかもしれな 

い。彼らが普遍的なのは、単なるフアッションとして 

だけではなく音楽に対する愛と、それを支える 

強い想いが引き継がれているからだ。同様に、ゴス 
ロリの未来を支えるのは「大好きな、かわいいもの 

に囲まれて生きたい1」という強い想い。それを 
実行できる少女たちは、力強くて愛らしい。若# 

文化に根付!§ひとつのム^ —ブメントして存在して 

いる”ゴスロリ0しかし、一般的認知の高まりや廿一 

界進出など、時代の新しい動きの中で、ゴスロリヒ 
ストリーは新たな幕開けを迎えようとしている。 

II - _こ？^ 

rs昼％ -甏7ラン*…X* S I，テ1ン-V <(£■ 
3い、コスプレして残BIIに行くフアンたちが現れる 

f h.NAOTO初コレクション。 
h.NAoTo、デザイナ—の廣岡直人氏によって誕生。 

ザイン性の高さにより、国内外問わずミユ—ジシャンから 

の支持が厚い。 

斑本野ばら『ミシン』で小説家デビユ—• 
エッセイなどで乙女のカリスマとされていた嶽本抒iらが、小 

説家としてデビユIする。 

-*-映画スリ—ピIホロウ公開。 

テイム•パ—トン監督。西洋のおとぎ話のよぅなゴシックな世 
界観を、美しい映像と衣裳で表現。 

鲁2001 TOKYO GOTH & DARKWAVE01開催 
関東最大のゴシックイベントの記念すべき第1回目開催。 

その後、ファイナルの第7回までを渋谷Des eoで行ぅ， 

『ハリ—ポツタ—と賢者の石一公開。 

原作も世界中で大ベストセラ—でハリポタ旋風を巻き起こす。登 
場人物のコスプレをする少年少女が世界各国の試写会に大集合< 

MALICEMINER 解散。 
I G a cktの脱退、KAMIの突然の死亡なども乗り越えて活動 

12 Iしていた『MALICE MIZER』だが、ついにその活動こピリオ 
ドを打つ。2000#初頭、ビジュアル系バンドの解散ラッシュ。 

nンセプト系バンド人気。 

I『氣志團』一『サイコルシIイム』などジャンルを問わずコンセプ 
1211チャルなバンドが人気に。会場はコスプレイヤ—で溢れる 

ソロア—テイスト耪々デビユI。 
ビジュアル系のバンドの崩壊が続く中、ソロア—テイスト 

の人気が出てきた。fDAIGo STAR^DUSTjや 
『雅』など、ソフトビジュアル系の人気が再来。 

大機ケンヂ『ロッキン•ホ—ス•バレリ—ナ発売。 
バンクバンドと、ゴスロリ娘が旅をする' ちよつとおバカ 

で愛おしい青春小説。 

—■-斑本野ばら原作、映画下妻物語公開。 
BABYの服に身を包んだ主人公•深田恭子のゴスロリフアッ 

ションがマスコミからも大注目される。ビジュアル系フアンn 
ゴスロリという概念も薄れ、フアッションとして市民権を得る。 

―■—映画 pEEp”Tv“sHowj が世界各国で絶賛。 
雨宮処凜共同脚本のゴスロリ少女を扱った映画が世界の映画 

祭に招待、大絶賛され、ニュ—ヨ—クポストや雑誌などに”ゴス 

ロリ“という言葉が紹介される。このことをきつかけに” GOT 

:1」0」|“という表記が'日本語発音の”0051>」0」—‘と 
いう形に変わり、世界共通語として認識される。 

き％r^lf^ 





2004年10月31日、渋谷『青し、部屋』にてヴエクサシオン単 
独演奏会『ヲ人形と音楽会』第八夜にて球体関節人形展 
示に参加予定。また、11月上旬に株式会社カンゼン 
(http://www.kanzen.jp/)より『緋衣汝香優理人形作品集』 
を発表予定。 

(Profife 
北海道出身。女子美大絵画課卒。1980年より独 
学で人形制作開始。1985年「85人形達展」入 
選。1991年、初の個展「七つの封印jを開催。 
2004年、御茶ノ水全電通労働会館にて昔人形コ 
レクシヨン東京展「お人形カフェ」に出品するな 
ど積極的に作品製作、作品展に出品している。 
--一—________/ 

I 

♦UL-'a-一鏟に住む美しい少女と彼 

女の分身による不思議な、生と死の 
無言劇。人形作家•緋衣汝香優理の 

「DEJA-VU」からの作品である。 
「DEJA-VU」は洋館に住む少女 

と、鏡の中から現れる彼女の分身が 
繰り広げる悪夢の物語である。普通、 

人形は人間の顔をもつているが故に 
作者の鏡となり、作者の感情、個性 

が現れる。その表情は'^;しい' 楽 
しい、寂しいなど単一な事が多い。 

故に、物語で人形に女優を演じさせ 
るのは難しいと言われている。しか 

し、彼女の作り出す人形は、その感 
情が様々に変化する。この「DEJ 

A-VUJといぅ作品でも、感情があ 
るかのごとく人形の表情が変化する。 

彼女の人形の顔の造形表現技術のな 
せる技が、+分に感じ取れる作品で 

ある。初期の頃から、人形の顔の造 
形表現のぅまさに定評があつた彼女。 

今回は、初期に製作された人形たち 
とともに、緋衣汝香優理の「DEJ 

A-VUJの世界を堪能したい。 

ROCOCO 
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2001年に_作。人形自体のテ 
—マはないが、悪戯っぽく、 
子供らしい意固地さと少しの 
意建悪さをイメージして製作。 



NFORMATION 
一公演スケジュールー 

二弓30日31日御茶ノ水カンバスにて| 
lAfce in UnderlandJ 
nj500開場、開演等未定 

り出すアUスの物語。〜 
宰ヴニにあるじやないか！あたりま 
二-:)辺りじやお日様は東から上るんだ 

レrスキヤ□ル（不思議の国のアリス） 
父;もこ/風間京孤 

2K/■ともこ/風間京孤// Vセべ瑞穂/ 
苦田雷他 

_B第40本公演『題名未定』 
■p (ドクラマグラ） 

もこ，風間京孤/ハセべ瑞穂/ 

aiice.gs まで 

• - 

釀集3永久アリス』として発足。 

poiられず、なんでも行うサ 

として' 全体の正式名 

—演劇部門である『幻想演 

B»0 メインとして活動。 

:三：ミこ行われた' 第2回公演『少 
B■•〜條〜jのフライヤー。自分 

かった少女と自分を愛しす 
5二た少女を描いた物語。 

” _と名付けられた少女 
こhiマエチュード』開催の時 
-こ.-:费は寺山演劇を基 

毛うための演劇儀式。 
右から風間京狐（かざまきようこ）、さかいともこ、織る子（おるこ）。 
東京を中心に活動中。秋の公演に向け練習にはげんでいる。 

ROCOCO 

THEATER FILEvc, 

でした。しかし、観客を強迫観念で攻 

める芝居を見せたい。そんなテ—マを 
もつて旗揚げしました」と、この劇団 

の代表であり、作•演出までをこなす吉 
田雷(よしだいかずち)氏が語る。や 

はり、芝居の根底には、現代でも日本 
演劇界を語るにおいて外すことのでき 

ない寺山修司がある。「私の芝罟のイ 

の思ぅ”ゴスロリ“は”孤高“」(吉田)。 
フアツシヨンのゴスロリと' 精神的な 

ゴスロリは違ぅモノとして考えている 
吉田氏ではあるが、ゴスロリを愛する 

気持ちはすべてのゴスロリフアンと同 
じである。演劇界に新しい風を吹き 

込む『永久アリス』の公演で、ゴスロリ 
の精神世界を堪能したい。 

孤高で豪華 
寺山演劇とゴスロリの融合 

演劇界で革命を起こす 

不思議の国のアリス、ナボコフの口 
リ—夕。2つに共通する”妖艶で孤高 

の少女“という世界観から命名された 
演劇集団『永久アリス』。2002年 

に旗揚げされた新しい集団だ。「当時、 
洗練された役者はひとりもいません 

メ —ジに”寺山劇“がつねにあります。 
しかし、現代の寺山劇を行つている劇 

団は、過去の焼き直しがほとんど。自 
分たちは新しい寺山劇で革命を起こ 

したい」(吉田)。そんな思いの中、退 
廃的で、孤高にして豪華な”ゴシッ 

ク&ロリ—夕“と寺山劇との融合でこ 

の分野に革命を起こそぅとしている。 
rコスロリといぅ言葉が最近は柔らか 

く思えてきてしまつていますが、我々 



空気をふりまいているリリ ー•スランキー氏 
お招きし、両者のゴスqリ論を戦わせます 

Photovt>y SATO 

^Rococcmm 

雨宮屬 m 



少女コレクション序説 
港澤龍彥 _ 

の歩き方J 

ニノメージか変わる 
- 51；北朝鮮に 

''I てのこ 
f —* '、ブスパイ容 

^ ^^一:マi至されたという事 
•51‘夏事境界線にて 

※之》パフスリーブ 
袖付と袖口にギャザーを寄せて膨らませた袖。 
別名"ちょうちん袖”とも。 

扪》麵龍彦 
1928〜1987年フランス文学者、作家。パタイ 
ユやサド、ヨーロッパの暗黒世界などの紹介者 
として知られる。著作にrドラコニア綺譚集； 
r幻想博物誌』「サド侯爵の手紙』『黒魔術の手帖』 
など多数。この人の著作などから借用したビジ 
ユアル系のバンド名、歌詞などが多いことでも 
知られますが、やってる本人は全然読んでなか 
つたりもすることでもある意味有名。 

方※㊀》実像と本とのギャップ 
対談に向けてリリーさんにお送りした私の本が、『戦場へ 
行こう!！〜雨宮処凍流.地球の歩き方Jという、私が戦争 
直前のイラクに乗り込み、「人間の盾」になり損ねたとい 
う顛末を書いた本だったためと思われます。 

25ムニスト、エッセイスト、カメラマン、シネマレビュア 
二-ても活躍。短編小説集rボロボロになった人へ』 
sうさぎは淋しくてもしにません。j(河出書房新社)、 
てノ r7ムシのan an』（マガジンノ、ウス)など。 

作家。f維新赤誠塾』などの愛国/\•ンクバンド活動を経て、99年ドキユメ 
ント映画『新しい神様jに主人公として出演。以後、主に執筆活動に専 
念。著書に自伝『生き地獄天国j (太田出版)、小説「EXITj (新潮社)、 
エッセイ『自殺のコスト』(太田出版)、f悪の枢軸を訪ねてJ (幻冬舎)など。 

今 

雨宮処凛 
(あまみやかりん） 

一 
映画『下妻物語』以降、街を歩いてい 

るとキモいオヤジに「おつ、フカキヨン！」 
とか指さされて憤慨している皆様(そぅ 

いぅことないですか？)、はじめまして、 

作家の雨宮処凜です！ 今回はリリ 
丨•フランキ—さんと”ゴスロリ“につい 

て対談して参りました！ 

『20年前のゴスロリは 
澁澤の文庫本を 

ヘッドドレス代わりに頭につけてた』 

雨•リリ—さんはゴスロリつていつ頃から 
知つてましたか？ 

リ•結構前からいましたよね。 
雨•そうですよね、もう10年以上前から 

いましたよね。 

リ•でも10年以上前だと違つたものに見 

だと特に。俺らみたいな周りが若い時 

みんなパンクな女とかだと、逆に巻き 
毛とかパンプスに憧れたり。ハ—ドコア 

やつてる奴とかも松嶋菜々子とか好き 
じやないですか。そこだけは違う。 

雨•そうですよね。 

リ•雨宮さんは普段もそのカッコですか、 
原稿書く時とか。 

雨•原稿書く時とかはほとんどパジャマ 
に近いんですけど、外に出る時は。 

リ•すごくいいと思う。意外なところが 
ある人はおもしろいんで。実像と本と 

のギャップへ※3)が大きい方がおもしろ 
い。なんか北朝鮮のィメ—ジが変わる 

?4)つていうか。 

雨•北朝鮮にゴスロリで行くと大人気で 
した。子供が一緒に写真撮ってくれって。 

北朝鮮の人が生まれて初めて見たゴス 

リ•でも、女性的なカッコしてる人って 
女性的なことしても意外じやないから 

損かも。手芸してもクッキーとか焼いて 
も似合うし。モヒカンの人がクッキ—焼 

いたら意外だけど(笑)0 

『501にTシャツ着てスー1カー履いて 
そんな女の子ってダメなんだよね 

精神的に意地が悪いって思う』 

リ•ところで、夏もあんまり肌出さない 
のはファッションのスタイル？ 思想的 

なもの？ 
雨•どっちも、じやないでしようか。日焼 

けしたくないし、もともとインドアだし。 

リ•湘南とかで泳いで楽しめる人は絶対 
こういうフリフリのものに目がいかない 

でしようね。そういう子たちつて、そ 

■女の人にも一緒に歩くの恥ずかしいって言われます〉〉雨宮 

丄ゴスロリの子は夢中になれるものが見つかってすごくラツキー〉〉リリー 

られてたような。ルーツは近いと思うん 

だけど、もうちょつと悪魔的な。20年く 

らい前、友達でヘッドドレスの代わりに 
漉澤?1)の文庫本頭につけてた人が 

いました(笑)。その頃の人たちつて日 

本のどろどろした恐ろしい文学に向か 
つてたような気がします 0 

雨•昔はそんなふうだつたんですか。今の 
ゴスロリちやんに関してはどうですか？ 

リ•とつてもかわいい。好きです。僕パフ 
スリ—ブへ※2)とかそういうの大好き 

ロリが私なんですょ(笑)。 
リ•それ日本に初めてカステラ持つてき 

た人みたいじゃないですか(笑)。でも韓 
国でル—ズソックスが大流行した時も、 

日本に修学旅行で来た子が見て、それ 
でマネしてどんどん流行つてつたつてこ 

とがあつて。そぅいぅのつていいですね。 
雨•あ、私この前香港に行つた時、向こ 

うのゴスロリちやんに突然「それべイビ 

I?」つて話しかけられて、その子はわ 
ざわざ日本まで服を買いに来てるらし 

もそもフアッシヨンと文学性みたいな 
ものを関連づけて考えたことすらない 

でしよ。 

雨•文学度は高いですね。溫澤とか寺山 
(※5とか夢野(※6とか。脳内はとつ 

てもパンクですね。リリ—さんは、もし 
彼女がゴスロリを着たらどうですか？ 

リ•いいですよ、基本的に自分の彼女が 
どういうカッコしててもうるさく言つた 

ことはない。 
雨•そうですか！私はよく女の人に 



純》夢野久作 
1889〜1936年禅僧、農園主、能の教 
授、新聞記者など様々な職歴を経て作家 
デビュー。代表作はかの有名なrドグラ. 
マグラ』。何10年も前からの不思議ちゃん 
の定番アイテムになってますが、内容は構 
想10年というだけあって海外からも高い評 
価を受けてます。発狂しないように注意。 

『ドグラ•マグラ（上)』角川文庫 
角川書店525円 

※伍》寺山修司 
1935〜1983年劇作家| 

画監督、演劇実験室天: 

様々な肩書きを持つもr r 
ば“職業.寺山修^;"三-. 

町へ出ようi ;家 

『田園に死すj rサード.二 
てよ町へ出ようjは是赛a 
れを見て人生踏み外す人多^ 

，•.こ一ここ-. .>1111二 I -r 
な意建の1•一mv 一二のそc*i-:.•ニー' 

てるつていうか。そういうので納得いつ 
ちゃつてる根性が納得いかないんですょ。 

攻めがないつていうか。でも' ゴスロリつ 
て海外の人とか好きだと思うな。 

雨•この前、ニョ—ヨ—クヒロッテルダム 
行つたんですけど、向こうではすごい人 

気でしたね。特にロッテルダムでは「日 

本人はシャネルとプラダだけだと思つて 
たけどこんなのがあるんだ！」つて驚か 

れて、クラブでフアッシヨンシヨ—までや 
つてきました。 

V•ですね。ゴスロリつて、ビジュアル 

系の人たちともかぶつてるんですか？ 
雨•前はかぶつてたと思うんですけど今 

はもう脱却してると思います。でも私 

も10代の頃ビジュアル系の追つかけをし 
ていて、その頃からしたかつたんですけ 

ど、当時はまだお店も少なかつたし、そ 
れに高くて買えなかつたんです。それで 

やつと今買えるようになり。 
リ•自分で買う金ができると昔の思い 

残し症候群で、金で買い叩くんだよ 

て I M r 二--f 一…r: 

のに"なんでそういラ§で星ら欠る|.で 
なと思いますね：でも、人から悪く言 

われるくらいがいい。あんなにチャラチャ 
ラしてって言われるくらいの方がフアツ 

ションに対する意識がある。あまりにも 
日常にとけこんでる服しか着ない人って 

あんまり興味ない。 

『週末だけのゴスロリは本物じやない 
普段着としてゴスロリを着るのが 

本当のゴスロリ』 

雨•じやあゴスロリちやんたちはこのま 

ま突っ走っていいですか？ 
リ•会社もそれで行くべき(笑)。 

雨•週末だけやってる人とかもいます 
よね。 

リ•でもこれだけ装飾のあるものってい 

うのは普段から着てないと身体に馴染 
んでいかない。週末しか着てない人を俺 

らが街で見ることが多いのかもしれない 
けど、なんか着られてるっていうか、コス 

プレしてるつていうふうに見えてくると 

スタイルとして見えにくい。スタイルと 
してアビ—ルするためにはやっぱり普段 

から着てないと。俺、ゴスロリで洗面器 

持って銭湯行ってる子とかいたらかわい 
いと思う。それでジュ—スとか飲んでた 

ら、あの人、かわいいなつて。これからど 
んどん流行っていくでしよう。(ゴスロリ 

の子たちの写真を眺めながら)このスヵ 
I卜の膝丈がかわいい。膝下の形とか重 

要ですよね。すらつと。でもこれから、 
今までビジュアル系のものとかと混じっ 

てたのがどんどん独立していけば、フア 
ツシヨン自体がすつきりなつていくんじ 

やないですか。 
雨•そうですね。また変わつていくでし 

«•sTmll: 
リ•今、みんなまだ^5にしか目がいつ 

てなくてひとつの枠の中でしか判断し 
てないけど、その中で良い悪いつていう 

判断を世の中がしていく状態になって 

初めておもしろくなつていくと田'ビっ。日-又 

終的な判断を自分たちでできなくなっ 

た時がおもしろい。そうなるといいもフ 

が残つていくと思う。 

雨•そうですね。今後が楽しみです。で 
は最後に、ゴスロリちゃんたちこメッヒ 

—ジを。 
リ•自分たちが楽しめるもの、夢中にな 

れるものが見つかつたつてすごくラッキ 

Iだから、自信を持つてどんどんやれ-ま 
いいと思う。今はまだビジュアル系勺4' 

ものとかいろんなものがちゃん？Hんこな 
ってるけど、みんなの認識の中で独立 

したら、すごい' 普通にかわいいいって言 
われる。どこにいても絵になる感じがい 

しですね。だから外人の人が写真撮り 

たがるのとかすごいわかります。若い読 
者の人達も、ゴスロリの中で自分の固 

性の出し方を決めていくといいと思う。 

お話したことはないけど、いい子たちな 
んでしょう。人に悪口言われるような 

ヵッコの人ってだいたい性格のいい人が多 
し。こういう子たちを10人くらい連1て 

居酒屋で飲みたいね。 
雨•それはいい企画ですね(笑)。 

リリ—さんのタメになるお話、いかが 

だったでしょうか？私は今、私が共同 

脚本をつとめた映画『PEEP” Tys 
How』(※ァ)というゴスロリの子が登 

場する映画の映画祭廻りで毎月海外に 

行ってコスロリ普及活動にいそしんでい 
ます！目指せ、ゴスロリ世界征服！ 



ブラウス¥14,490 
/BABY,THE STARS SHINE BRIGHT 

薔薇付チ：!:ーンベルト¥1,029 
ビンクサファイヤリング¥294 
鍵と鍵穴モチーフリング¥577 
バックと靴モチーフリング¥577 

ハートリング(WH) ¥546 
ピアス付パールブレス¥609 

ハートリング（PK) ¥546 
鏡と宝石モチーフリング¥577 

/すべてClaire’s 
池袋メトロポリタンプラザ店 

ローズリング¥1,260 
クロスリング¥6,510 
/共にBaby Doll 

おしゃれを盛り上げてくれるのがアクセサリー。身につげ方でお洋服の雰囲気もぐっと変わるもの。今期はトータ 
ルのコーディネートを意識したアクセ選びを。ワンランク上あおしゃれを目指したマストバイなアイテムを見つけよう。 

OODINATE 
Photographs : Yuko Sudo (物）Tetsunori Suzuki (人物）/Stylist : Akemi/Hair&Make : Toshihiro Takaki/Model : SAMILLE (elite) 
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シックでモードにコーテ'イネート 

GOTHIC 
ACCESSORY STYLE 

黒を基調にしたデザ^ン、着こなしに美しく映えるゴシック 
テイストなアクセ。いくつかのアクセを上手にコーテイネートし 
て付けるの;^ROCOCO流。 

ライフスタイルに合わせたアクセ選びをしたいもの。フェミニンに 

装うなら05と08で豪華さを。高級感溢れる02のバッグには相乗 

効果が期待される09を。スタイリッシュに着飾りたい時は10と11 

を合わせて身につけたい。1+aがァクセを身につける基本。ァ 

クセ同士のマッチしたコーディネートがお洋服のセンスをさらに引 

き立ててくれる。相性を考えたアクセ選びを心がけよう。 

^-z * r 450/beauty:beast 02.バッグ 
k jmsr =a^： GAULTIER (WHY) 03•ベルト 
I C*ブコスピアス¥4,515チェーン付ピアス 
^ * こーチ¥9,975/すべてbeauty:beast 05. 
—CSC B^yDoll 06.ヴァージンプレスドホ 

•:心：ブレスレット¥2,100/共に危機裸 
I*置置ネノクチョーカー各¥1,050/共に 

> 5£XV DYNAMITE LONDON (SEXY 
HE STREET) 08.ブローチ ¥3,045 
〜r*シ45/06共にBaby Doll10.リストバン 

----:.SEXY DYNAMITE LONDON 

y^Mrz. LONDON STREET)11.リストバンド 
*45/共に alice auaa 
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甘くてキュートに装う 

LOLITA 

ACCESSORY STYLE 
甘い衣装を引き立ててくれるのは、存在感のあるかゎい 
いアクセ達。テイアラにリボンにレースにラインストーン〇ど 
れも身につけたいけどバランスを考えたコーデ^ネートを。 

やりすぎなしヽアクセ使しヽがセンスアップを図るこつ。鮮やかな赤が印 

象的な07のヘッドドレスには12のリングを軽く付けたい。〇5のうさぎ 

ストラップをモチーフとして身につけたら同系色の06のヘッドリボンを。 
レトロ感がかわいしヽ09のプードルバッグには淡しヽピンクのビーズが卜 

品な11のブレスがいい。暖色系アイテムが多い甘しヽスタイルには力 

ラ—ノ くランスが最も重要。お互し、の色を壊さなし、コーテVネートを。 

薔薇付チェーンベルト¥1,029 

パールへアゴム¥399 
パールネックレス¥1,239 
/すべてClairざs池袋 
メトロポリタンプラザ店 
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01.ブレスレット各¥3,675/#CPUTUMAVC 
ン各¥420/Nile Perch 03•ブローチ；E • 
¥3,045/共にBaby Doll 04.ちょうちょ三ぞ 
BABY,THE STARS SHINE BRIGHT 二？ 
各¥1,575/共にPatchy(PUTUMAYO DE. 
¥6,090/HN+nois(「H」裏原宿店) 07.へ” 
08•リボンリング¥2,940/07共にBABYへ4 

SHINE BRIGHT パールリング¥609/C^« 
通り店09.バッグ¥5,145/Nile Perch 
¥105/すべて文化屋雑貨店11.ブレス 
Doll 12•テイアラ ¥609/Claire，s 原宿 m 
¥2,940/BABY,THE STARS SHINE BPG-_ 



MX Bi ^ Leather 02ペンダント¥20,475/CRAZY PIG(01共にCREAM東京)03•ヴィンテージサン 
L * ~RE ROBOT 04.リストバンド¥5,250/THE NINE HEADS 05•卜一トバッグ¥4,095/SEXY 

-JJEBi 06•リストバンド¥6,090/A STORE ROBOT リング¥41,790/CRAZY PIG (CREAM東 
^ STORE ROBOT 08•ネクタイ¥6,300/THE GABRIEL CHELSEA 09.リストバンド各¥1,995 
K. SEXY DYNAMITE LONDON QUEEN 11•ウォレットチェーン¥5,145/HELL CAT PUNKS 
•-::ニョーカー¥2,415/共にPUTUMAYO13•リング各¥1,260/すべてHELL CAT PUNKS 

14.リストバンド¥2,940/共にPUTUMAYO15■時計¥4,095/HELL CAT PUNKS 16.ぺ 
• • 5^5 ¥ 1挪/すべてHELL CAT PUNKS (HUNDRED CLUB TOKYO) 

クールでボーイッシュなスパイス 

重量感あるパンクテイストなアクセ。いつものスタイルの 
スパイスとして上手に使いたい。ちょっと力を抜いたコ 
ーデイネートにアクセントとして使うのがセンスよし0 

パンクテイストのスタイルは、シルバーの使い方に気を付けたい。モ 

チーフがかわし、くて高級感のある02のネックレスには、03のボーイッ 

シュなサングラスをさらりと合わせる。黒が強い11のウシ、チニー 

ンには、 色文字が入った13のリングをいくつかつけたい：15のイン 

パクトある腕時計には16のソフトなピックネックレスで。カジュアルな 

05のバッグにはシルバーを入れて10のピアスを合わせたい。 
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ヮざャ-2mm、0.3mmX2m •ビーズ…: 
•ラインストーン…適量•ジュースの缶...1: 

まずは太いワイヤーを直径12cmぐらいの輪の形に 
2〜3重に巻く。できた輪に、同じワイヤーをペンチ 
(手でも0K)でハートやクロスなど自分好みの形に 
ねじりながら巻いていく。これでティアラの土台が完 
职。次に、細いワイヤーにビーズを通じT結び、モ 
チーフを作る。モチーフは結んだワイヤーの残り部 
分を使って土台に固定。最後にアクセントとして切 
り取った缶を差し込んでできあがり。 

41 11 I A f | ■ I 冒 > 

ふんわりバーマスタイルにさりげなぐ 

_然な存在感を’ 

107 ROCOCO 

j私ァイスト、私スタイルなアクセを作る 

! MAKING ACCESSORY 用意するもの 

! ^一こfりすぎるのはさみしいけど、手の込んだものを作 
• のもむずかしい。それなら簡単に、少しだけゴージャスな 
!ものを作ることが理想の手作り私スタイル。 



水野純子の 





やざわあいせんせい 

矢沢あい 

h.NAOTO ] f BABY,THE STARS SHINE BRIGHT 

注射器 
ルペン 

no 



携帯灰里 

ウオレット 
チェーンf 
長サイフ 

あまみやかりんせんせい 

サイン入り著書 
「戦場へ行こう!！〜 
雨宮処凛流•地球 
の歩き方」 . 

氺応募のきまり* 
竹製はがきに、このページの左端についている応募芬を貼り、下記の要領でご必募 
下さい。締め切りは2004年11月16口。当選#の発表は発送をもってかえさせていた 
だきます。ハガキの表には下記の応募先を記入してください。ハガキの裏面には、 
fl•:所、氏名、年齢、職業、電話番兮、希望の商品赉号を記入の上、下のアンケートに 
必ず答えてボストに投阐してください。 

❶本誌の企両で面内かったものはなんですか？ 
❷本誌の企圃でつまらなかったものはなんですか？ 
❸本誌に饺場して欲しい有名人はだれですか？ 
❹あなたの好きな#楽、ミュージシャンを教えてください 
❺好きなブランドはどこですか？ 
❻本誌の感想、今後、やってほしい企幽などありましたらお宵き下さい 

〒160-0022 
東京都新宿区新宿2-15-14辰巳ビル 
ROCOCO編集部「スペシャルプレゼント」係 



ゴスロリ&パンクスタイルロココ 

ROCOCO VOLZ 

□ココ仕立ての冬が来る！ 
気になるあのブランドを大特集！ 

12月5日発売予定〜 



SUPERLONGWAVE 
BROWN 

55薑4 ¥ 9,240 
(本体価格¥ 8,800 ) 

詳しくはホームページで、もしくはカタログを御請求くださいませ。 
フリーダイヤル： 0120-79-5125(平日9:00〜17:30) 

(Mail) order@kk-jig.com (Fax)048-297-9216 (年中無休. 24時間受付） 

(H.P)http://www Japindor.co.jp/noire/home.html (imode 対应）ht1:p://wwwJapindor.co.jp/i/ 
Mail, Faxによる申し込みの際は、品番、個数、お客様のお名前、ご住所、お電話番号、携帯番号を必ずご明記して下さい。 

く支払い方法〉代金引き換え郵便となります。 

【アトリエピエロ】渋谷区赠前1-11乇ラフォ-レ原宿B1.5F/TEL03-3475*0463 【ケラ！ショブエンジェル】新宿隨宿3-18-1マルイヤング新宿/TEL03-3354-0101(代表） 
【ヴィクトリアンメイデン】大阪市都島区片町1-3-23-201/TEL06*6357-2644 【ケラ！ショブクレイジH大阪市中央区西心斎橋1务14ビックステップ3F/TEL06-6258-5160 

【ケラ！ショプマリア札i)札幌神央区南1条西2令1札幌アルタ8F/TEL011-218-5424 【ケラ！ショブオ-ラ】名古歸中区栄H5餅0VA5F/TEL052-262-3868 

【ケラ！ショプマリア仙台】仙台市籠区-满3-11-15他台フォ-ラス7F/TEL022-264-5436【ケラ！ショブヘブン】福_中央区天)_-8天■屋レディ-ス6F/TEL092-713-3904 

販売元株式会社ジグ埼玉県川口市戸塚東2-20-23 TEL 048-297-9215ペvs, R, ” 

萬はイメ 



別珍ジャケット"¥23,940 (本体価格¥22,800) 

別珍ぺチコート付タックスカート”¥15,540 (本体価格¥14,800) 
別珍リボンミニ帽子…¥10,290 (本体価格¥9,800) 

共フリルスタンドカラーブラウス…¥18,690(本体価格¥17,800) 

ポーダーオーバーニ-¥2,310 (本体価格¥2,200) 

タッセルブーツ…¥31,290 (本体価格¥29,800) 

※モデル身長：（上）152cm (下）166cm 

manifesteange metamorjpnose temps ae fille 

(Autumn Tair 開催中 
★15,000円以上の商品をお買い上げ頂いたお客様には素敵なネイルSetのノベルティーを差し上げます 
ノベルテイーは数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせて頂きます。 

★お取り置き商品は対象外とさせていただきます。ご了承下さい。 

、イウェストリボンジャン/<—スカート…¥27,090 ( 

L5ノースブラウス…¥15,540(本体価格¥14.800) 

ボンヘッドドレス…¥3,570 (本体価格¥3,400) 

-Sf-オーバ-二-…¥2,310(本体価格 ¥2,20(# 

=/ー シューズ…¥24,990(本体価格¥23,8001 

別珍ジャケット…¥23.940本体僅格¥22.800) 

別珍ペチコート付タフクスカート…¥15_5<0 ¥14^00 
別珍リボンミニ帽子…¥10.290本体*格¥9,800) 

綿混レースブラウス…¥15,540 .本体翟格¥14.800) 
ボーダーオーパーニー…¥之310本体餐格¥2^00) 
リボン付シューズ…¥24.990本体■格¥23.800： 

广’フンビース……¥34,440 (本体価格¥32,800) 

-' ¥10,290(本体価格 ¥9,800) 

*-スハイソックス……¥2,730(本体価格¥2,600) 

ニブシューズ……¥17,640(本体価格¥16,800) 
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