ターゲット層の真実 2019

［ウオモ］

http://www.webuomo.jp/

「40歳男子、流行とは
二度目の出会いでうまくいく」
彼らが買おうとするのは
単なるモノではなく、
かつての憧れ、理想。
若い頃からファッションに興味があり雑誌で情報を仕入れ
てきた UOMO 読者にとって、現在のトレンドはどれもが
青春時代に通過したもの。かつて愛用していたアイテムや、
その頃手に入れられなかったブランド… 今彼らが買うのは
単なるアイテムを超えた思い出、ストーリーです。

必要なのはアイテムの情報だけでなく、
二度目だからこそ楽しめる
アイデアとその文脈。
一度知っているトレンドだからこそ、二度目は失敗しない
自信あり。大人になった現在だからこそ「今だったらこう
着る、こう使う」というアイデア、新たな文脈での着こな
しに挑戦しようとしています。

ファッションに夢中だったあの頃に比べ 、
ライフスタイル全般にまで
興味が広がってきた。
服やスニーカーばかりを買っていた頃とはうって変わって、
ライフステージの変化に伴い守備範囲は拡大。食事にイン
テリア、クルマ、ビューティ、健康… ライフスタイル全般に
センスのよさを求める大人になりました。

詳しくは ADNAVI をご覧ください。
http://adnavi.shueisha.co.jp ID:adnavi PASS:2000

UOMO 編集長

山崎貴之

リニューアルから一年。
UOMO本誌、
WEBUOMOは変わった。
◉ 誌面と動画、そしてSNS へ。UOMOなら全方位的に発信できる。
本誌と連動したファッションムービーは、WEBUOMOだけ
でなく、急成長中のSNSでも同時展開。様々なターゲッ
トにリーチできます。また本誌に紐付かないオリジナル動画
のプランもご用意しています。
TEXT FIX

TEXT FIX

12047988

ＵＯＭＯ１０月号

JOJOの奇妙なUOMO

腕時計とスーツ、奇妙な日常。

0104

その男は静かに暮らしたい
主演 : ディーン・フジオカ

色

Photos:Taro Hirayama

Hair:Hirokazu Niwa[maroon brand]

数 製 版 課
鶴瀬DEC 2X

Britney(Cat)

4

Models:Dean Fujioka

3R34 4R35
ディーンフジオカ

ただブランドの名前でそれを選んでいるわけじゃあない。本当に上質な腕時計やスーツは、身につけた瞬間から
奇妙なほどに心地よく静かにフィットするものだから――それらが約束してくれるのは、満ち足りた平穏な日々か、
それとも…？
Stylist:Shuhei Yoshida

※文中すべて、SS＝ステンレススチール、YG＝イエローゴールド、PG＝ピンクゴールドの略です。

12

製版者 訂正回数

野村

どんなに遅くとも夜 時には

床に就くようにしている。

寝る前には温かいミルクを飲んで、

ストレッチで身体をほぐす。

いつも繰り返している

当たり前の日課を、
ぼくは愛している。

11

今ひとつ情熱のない男……」

そんなふうに、
裏で同僚に陰口を

たたかれているのは知っている。

けれど、
少しも気にはしていない。

２…◯◯ ３…◯◯

（右ページ）
鮮やかな果実のフルーツサンドとは
対照的に、繊細な光沢のピンクゴールドケース
がシックな印象を醸し出す名品、サントス ドゥ
カルティエ。カルティエを象徴するアイコニッ
クなブルースチールの剣形針も魅力的。自動巻
き。PG。ケース径35.1㎜。時計￥1,950,000／カ
ルティエ
（カルティエ カスタマー サービスセン
ター） ジャケット￥195,000／カルーゾ
（トゥモ
ローランド 渋谷本店） シャツ￥33,000／ターン
ブル＆アッサー
（ヴァルカナイズ・ロンドン）
（左ページ）
程よくシェイプされたウエストに長
めの着丈、シャープな一着ながら、ラペルはあ
くまで大きめ。佇まいこそ控えめだが、そこに
は雄弁な存在感がある。夜半、タイを少しくら
い緩めたって、その品位は損なわれない。スー
ツ￥440,000・シャツ￥65,000・タイ￥30,000／ト
（トム フォード ジャパン）
ム フォード

「仕事はまじめでそつなくこなすが、

DEC

１…野村
校了…都甲

（左）UOMO10 月 号 より ディ ー
ン・フジオカの本 誌ページと連
動したイメージ動画も制作。
（上）田中圭を起用した 11 月号
巻頭ファッション特集のムー
ビーはインスタグラムでも好評。
（右）UOMO８月号の表紙を飾っ
た斎藤工。カバーシューティン
グは必ず動画連動。
034

OCT.2018

◉ 俳優、タレントをファッションアイコンとして発掘。
UOMOにはそのプロデュース力があります。
誌面にたびたび登場する俳優滝藤賢一さんをはじめ、服好
きで有名な妻夫木聡さん、プロレスラー棚橋弘至さんなど、
UOMOが仕掛けるアイコンは、おしゃれだけど等身大に感
じられるのが魅力。

1

本文見出し入ります見出し
入ります見出し入ります
今季はずっと探していたんですよ、ミ
リタリーもの。でもまさしく玉石混淆
で、いろいろ見たけど、どうもピンと
くるものがなかったそんなときこれを
見つけたんです暮よ、ミリタリなく本
物感があるのに今季はずっと探してい
たんでミ探していたんですよ、ミリタ
リーもの。でもまさしく玉石混淆でと
くるものがなかった今季はずっと探し

、
夏服
る？
んで
楽し

の人 気のワケを
SUV
のトピックから解 説 。
10

TEXT FIX

ピースでもうつわを眺めるのが好きな

166

んです。例えば花器を買ったとしても、

OCT.2018

花は生けずに素のまま眺める。植物に

棚橋弘至

はまだそこまで興味が出ていないので、

室木おすし

うつわだけで十分なんでしょうね。こ

イラストレーター室木おすしが
旅の裏側を漫画で実況中継！

1979年神奈川県生まれ。
1976年岐阜県生まれ。好
イラストレーターとして
きな食べ物は「白米」だ
のペンネームどおり、好
が、普段はプロテインを
物は「寿司」
。寿司屋で
メインに食事制限を欠か
実際にアルバイトをして
さない。初主演映画『パ
いた経験もある。どちら
パはわるものチャンピオ
かというと胃弱なほうだ。 ン』が 9 月21日より公開。

こまで話すと、毎度即決で購入してい

Coordination:MPX[Chien Tsui Wen]

ると思われるかもしれませんが、そこ

Illustration:Osushi Muroki

は悩みます…。国内、海外、古い、新

Hair&Make-up:Sandy Chen

しい、有名、無名など関係なく、出会

Lung Yen Kun

った瞬間に好きか嫌いか判断して、こ

Photos:Ryuta Seki

国内、海外、古い、新しい、有名、無

OCT.2018

名など関係なく、出会った瞬間に好き

校了…森田

（2018年 8 月 8 日現在）
。
※1NTD＝約3.6円
台湾のエリア番号は886です。
価格、店舗データは2018年 8 月 8 日現在のものです。

167

GO
TAIW !
AN

れまで本当にたくさんのうつわを購入

DATA

台北市大同區保安街49巷17號
営 8 時30分〜15時30分
◯
無休

してきました。家のインテリアに合い

慈聖宮という廟所
（お寺）
の境内前にズラッと並ぶ
この“ブランチ屋台”は、ローカルに大人気の名
物グルメスポット。
「クセがなく日本人が好きな
あっさり味ですね」と棚橋さんが絶賛する「 仔
魚炒飯
（じゃこのチャーハン）
」50NTDをビールの
あてに、昼から気ままに一杯が、ザ・台湾流！

か嫌いか判断して、これまで本当にた

慈聖宮

「昼からの屋台メシ。
これぞ台湾だなって！」

くさんのうつわを購入してきました。

ツーシォンゴン

128

家のインテリアに合いそうとか、この

JUN.2018

色に統一してみようとか、そういう用

DEC

１…染谷 ２…◯◯ ３…◯◯

JUN.2018

途だとか計画に沿ってルールを決めて

Photos:Keita Goto Hair&Make-up:Katsuhiko Yuhmi[THYMON Inc.](P.128-129) Hair:hiro TSUKUI[Perle](P.132)
Make-up:Masaki Yoshinaka[Perle](P.133) Stylist:Shun Katakai(P.128-129) Composition&Text:Masayuki Ozawa Props:BACKGROUNDS FACTORY

買うことはありませんね。ただし、使

CLIMAX!

上質な生地、洗練されたフォルム、
ほのかな遊び心、
シンプルとデコラティブの折衷。マルニには、大人が好きな要素がすべて詰まっている。
2017秋冬シーズンより指揮を執る新しいクリエイティブ・ディレクターを含めた、5 人のマルニ・ラバーズによるセルフポートレート。

いやすそうなサイズは無意識に考えて

TAIWAN

いると思います。料理屋さんではない

002

のであまりに大きなものは必要ありま

2

時間、食って食って食いまくった

72

せんから
（笑）
。僕は日用品でもアート

滞在

棚橋弘至、
「台湾」喰らいマックス！

ローカル飯から、ハイエンドなレストラン、

マルニを愛する人々

スイーツに屋台まで…今、台湾にはとにかく

フランチェスコ・リッソも特別出演。
ユニークなコレクションを５人の男が自由に着こなす

ウマイものが集結している。そんな美食の地に

新日本プロレスのエース・棚橋弘至が上陸！

進化を続けるグルメの楽園を舞台に

時間一本勝負の結末やいかに。

灼熱のフードファイトを繰り広げることに。

日頃から、「生まれてこのかた疲れたことがないんで」と

公言する男は、果たしてその胃袋も疲れ知らずなのか

爆笑必至の「場外乱闘」漫画をまじえ、

食い倒れ

!?

「こんなに食べるのは新弟子時代ぶりですよ！」と、

72

PROFILE
山田洋次監督による最新作『妻よ 薔薇の
ように 家族はつらいよ』に出演。 5 月25
日
（金）
より公開。

@@@.2014

2月号は
2018年
した！
感じで
こんな

やっぱり！

TEXT FIX

シャツ￥65,000・中に着たシャツ￥67,000・
パンツ￥105,000・シューズ￥70,000／マル
ニ
（マルニジャパン）

129

DAY

今季はずっと探していたんですよ、ミ
リタリーもの。でもまさしく玉石混淆
で、いろいろ見たけど、どうもピンと
くるものがなかったそんなときこれを
見つけたんです暮よ、ミリタリなく本
物感があるのに今季はずっと探してい
たんでミ探していたんですよ、ミリタ
リーもの。でもまさしく玉石混淆でと
くるものがなかった今季はずっと探し

荷 物 も 詰め、移 動 も 快 適で、見た目 もよく 、好きの心をくすぐる装 備 も 満 載 。これを 知れば、移 動 も 快 適で、

スタイリストさんが着せてくれた衣装を気
に入って買ったのが、初めてのマルニ。次
第に自分でもチェックするようになり、阪
急メンズ東京に買いに行ったり、ネット通
販することもあります。大人になって40歳
も近くなると、それまではいろいろな色を
着ていたのが、だんだん洋服もシンプルに
なってきて。でもその中にも遊びがあると、
着ていて楽しいじゃないですか。マルニは
そういう気持ちになれるブランド。デザイ
ナーさんが新しくなって、よりキャラクタ
ー性が強くなったかな。左右で色や丈感や
シルエットが違ってたり、この腰ではくワ
イドパンツだってそう。こういう服って、
若い人が着るとどこか頑張って見えちゃう
けど、大人がさらっと着こなすとかっこい
いですよね。好きなのは圧倒的にパンツ。
素材感も好きだけど、それ以上にシルエッ
トが気に入ってます。細めも太めも両方極
めているブランドって、僕にとってはマル
ニくらいかもしれない。ただ太いだけじゃ
ない、清潔感のあるワイドっていうのかな。
ちなみにこの前も数本まとめ買いしたので、
パンツはほぼ毎日マルニですね。

2

本文見出し入ります見出し
入ります見出し入ります

好きをくすぐる装 備 も 満 載 。もはや隙 なしともいえる

（俳優）

滝藤賢一は…夏も着たい服 だらけ！

DAY

妻夫木 聡さん

2018 mer!
Sum
Photos:Arata Suzuki[go relax E more] Stylist:Shun Katakai Hair&Make-up:Yoshikazu Miyamoto Composition&Text:Masayuki Ozawa

@@@.2014

001

（左）UOMO6 月号「マルニ」特集にはブランドファ
ン代表として妻夫木聡が登場。（中）スナップや台
湾特集で登場するプロレスラー棚橋弘至。（上 2
点 ） 愛妻家として、服好きとして、本誌特集から
タイアップまで幅広く活躍する滝藤賢一。

◉ 本誌とウェブはどちらもUOMO編集部のエディターが制作を担当。
読者のインサイトに詳しい雑誌編集者だからこそ、本誌、ウェ
ブそれぞれに最適な「UOMOらしさ」
を知っています。もちろ
ん本誌のムード、コピーのセンスはウェブでも共有されます。
皆様からのご相談、ご質問にもスムーズに対応いたします。

http://www.webuomo.jp/

通常とは逆に動画データを基に本誌ページを
作ったサンローラン特集。

リポーター阿部祐二を起用した BEAMS JAPAN の
ウェブオリジナル動画連載。

