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いくつになっても、はじめての経験は心をときめかせ、

あなたの中の何かを呼び覚ます。

The New MINI Clubman.

凛々しく進化した洗練のスタイルが、大人の胸を高鳴らせる。

そして、上質なクラフトマンシップとモダンなインテリアが調和し、

細部にまでこだわったデザインとともに、成熟の美学を織りなす。

それだけではない。

6つのドアが大切な人たちを心地よく招き入れ、

ゆとりのスペースとラゲッジ・ルームで、充実の時を約束する。

たとえ荷物がふえても、スプリット・ドアが

両手を広げて歓迎してくれるだろう。

それは、新しい感性を目覚めさせる、美しさと機能の融合。

今まで知らなかった世界が、きっと見えてくる。

新しい感性の、ドアが開く。
THE NEW MINI CLUBMAN.



DAMI
ダーミ / オーダースニーカー

MYKITA
マイキータ / サングラス

NICOLAI BERGMANN 
FLOWERS & DESIGN
ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン /
プリザーブドフラワーボックス
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ISAIA
イザイア / ジャケット

CASSINA
カッシーナ・イクスシー / キャブ  アームレスチェア

ROADS
ロード / オードパルファン

THE NEW MINI CLUBMAN
ミニ / クラブマン

GLOBE-TROTTER
グローブ・トロッター / トラベルケース

OPEN MORE DOORS.
いつもと違うチョイスが、新しい感性のドアを開ける。
感性の新しいドアを開く。そのきっかけは、日常の様々な場所に散りばめられている。例えば、今まであまり着たことが

なかった新しい色の服をまとってみる。都会の街並みに映えるインディアン・サマー・レッドなんて、まさにうってつけだ。

あるいは、新しい旅行鞄を手に入れて、美意識に磨きをかけてくれそうな場所へ旅立つのもいいかもしれない。

そんな胸が高鳴るちょっとした体験によって、眠っていた感覚が呼び覚まされるかもしれないのだから。
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イタリアのトスカーナ州に工房を持つシューメーカーが手がける、オーダーメイド

スニーカー。同社は、ワニ革のなめし加工において世界トップシェアを持つヘシロン

社のイタリア総代理店としても実績がある。伊勢丹メンズ館に新設されたオーダー

サロンでは、そんな良質なクロコダイルレザーで自分だけの一足を仕立てることが

可能。何よりも高級ドレスシューズではなく、スニーカーに贅沢素材を用いてしまう

発想が新鮮だ。しかも、この〈ダーミ〉では、加工なしで使うことが一般的なクロコ

ダイルレザーに対し、あえてヴィンテージ感のある風合いに仕上げる演出も得意と

しているのだ。ラグジュアリーな高級革を身近なものとして提案しているのだ。そんな

新感覚のスニーカーの中でも思いきって赤を選び、街を颯爽と駆け抜けてみたい。

贅沢素材をスニーカーで楽しむと、

新しいスタイルが生まれた。

DAMI自分らしさを大切にしながら、いつものスタイルに磨きをかけてみる。

たまには、新しい気持ちでお洒落を楽しんでみてはどうだろう。そんなことに楽しみを

見出すのもまた、新しいジェントルマン像なのかもしれない。例えば、それは足元を彩る靴でもいい。

伝統的な技術に裏打ちされた一方で、フォルムや素材使いから現代的な感性を感じる

一足を履いてみる。いつもより凛々しく洗練されたスタイルの足元で街を歩けば、

慣れ親しんだ街並みの風景も、きっと新鮮なものに感じられるはずだ。

自分らしさを知っているからこそ開ける、新しいドア。

ダーミ / オーダースニーカー 20万円（伊勢丹新宿店）
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見えないところにこだわりを持つことも、美意識に磨きをかけるには欠かせない。

だから、週末の買い物では、着るものに限らず、スキンケア用品やフレグランスといったアイテムを

色々手に取ってみることも楽しみのひとつに。もちろん、新しい薫りをまとうことで、

気分が新しいモードに切り替わることもあるのだから。かつての英国紳士も、

きっとそうやって自分を輝かせていたのだろう。それを現代的な目線で楽しむのも悪くはない。

今日のショッピングの目的は、“内面磨き”。

スウェードジャケット 13万8000円（チンクアンタ/伊勢丹新宿店）、タートルニット 2万4000円（フィリッポ デ ローレンティス/伊勢丹新宿店）、

スラックス 3万6000円（ベルナール ザンス/伊勢丹新宿店）、その他はスタイリスト私物

創設者のダニエル ライアン氏を中心とする、世界的なパフュー

マーと新感覚の薫りを生み出している同社。これは、東京と

いう都市を表現したという“クラブ トウキョウ”。遊び心とエネル

ギーに満ちた街を表したというその薫りから、慣れ親しんだ街

の新しい顔を垣間見られるかもしれない。

薫りによる
新たな出会いを。

天然由来成分で
優しくスキンケア。
モロッコ溶岩クレイを配合した洗顔料で、余分な皮脂

や汚れをしっかり落としたら、アーモンド油やカカオ

バターをブレンドしたスキンコンディショナーで肌に潤い

を与えてあげる。一日の疲れをリセットするなら、そんな

天然由来の成分をふんだんに使った良質なパーソナル

ケア用品で。（100個限定販売）

ROADS

リア・コンビ・ランプに浮かび上がるのは、英国生まれの伝統

を物語るユニオン・ジャック。ウィンカーを出すたび、ブレーキを

踏むたび、あなたの個性が誇らしくきらめく。街を走りながら、

道ゆく人たちの視線をきっと背中で感じるはず…

後ろ姿まで、隙なくスタイリッシュ。

THE NEW MINI CLUBMAN

ロード / オードパルファン 1万 7000円
（伊勢丹新宿店）

CIGARO
シガーロ / スキンケアセット 7400円（顔、体用クレンジングソープ クラシック 120g、
スキンコンディショナー 100ml、フェイスウォッシュ 90g、木製ボックス L付き） 
（伊勢丹新宿店）
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イタリアのモダンデザインを象徴する存在として高く評価され、ニューヨーク近代

美術館にも所蔵されているのが、〈カッシーナ〉が手がけたこのチェア。金属製

フレームに、厚手のレザーをジャケットのように被せるという家具デザインとしては

極めて斬新な製法を用いている。フレームとレザーによって生み出される独特の

テンションが、背もたれの心地よいフィット感と吸い付くような座り心地を演出する。

誕生したのは、1977年というが、その魅力はまったく色褪せていない。インテリア

に新鮮さをもたらしてくれる赤茶レザーと、その快適さに、ホームパーティに招いた

ゲストもきっと感嘆の声をあげてくれるはずだ。

ゲストへのおもてなしは、

座り心地のいい椅子から。

CASSINA

誰かをもてなすことによって、もしかしたら自分の美意識にも磨きをかけられるかもしれない。

例えば、ゲストに心地よく過ごしてほしいという思いから、座り心地のいいチェアを

新調してみる。居住性を高めた空間でみんなが快適に過ごす姿に喜びを感じる一方で、

自分が良質な家具を見つける審美眼を持っていたということを、発見できるかもしれない。

心からもてなすことで、自分の審美眼もアップする。

カッシーナ・イクスシー / キャブ アームレスチェア 19万8000円（伊勢丹新宿店）
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ホームパーティに招いたゲストが心地よさを感じてほしい。そんな気持ちに背中を押されて、

部屋の演出にとことんこだわってみる。みんなに居心地の良さを感じてもらえるよう、

かける音楽の選曲やスピーカーの音質に凝ってみるというのも面白いかもしれない。

リビングルームを、ゲストの笑顔で満ち溢れた空間にすることが理想だ。そんなことに喜びを

感じるのも、新しいジェントルマンの姿なのかもしれない。

居心地のいい空間作りで、センスも研ぎ澄まされる。

デンマーク出身のフラワーアーティストであるニコライ バーグ

マン。スカンジナビアで培ったセンスと、日本特有の繊細な

感性を融合させた作品は、いつ見ても新鮮さと驚きに満ち溢

れている。そんな高い美意識が凝縮されているのが、人気の

高いオリジナルプリザーブドフラワーボックスアレンジメント。

蓋を開けた瞬間、鮮やかな色彩が目に飛び込んでくる。そして

その美しさは、2年～3年ほど楽しむことができる。

驚きと感動を与える
フラワーボックス。

北欧で生まれた
新発想のスピーカー。
オブジェかバッグのような外観だが、実はこれはワイヤレススピーカー。

本体は、デンマークのテキスタイルデザイナーが手がけたウール製で、

ウール糸を通しても最適な音が聴けるように設計されている。スピー

カー自体も小型ながら、2基のウーファーユニットなどを内蔵した本格

派で、クリアかつパワフルなサウンドを再生することが可能。ゲスト席の

近くに設置すれば、目と耳で楽しませてあげることができそうだ。

NICOLAI BERGMANN 
FLOWERS & DESIGN

大人5人がリラックスして過ごせるゆとりのスペース。大切

な人たちを、クラフトマンシップが香る極上のレザー・シー

トに招き入れる。そして、あなたのホスピタリティーを光で

表現するアンビエント・ライトで室内を演出。そんなもて

なし方に、大人の美学が漂う。

ゆとりの室内と、
上質でモダンなインテリア。

THE NEW MINI CLUBMAN

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン / 
プリザーブドフラワーボックス M 1万5800円
（伊勢丹新宿店）

VIFA
ヴィーファ / 
ワイヤレススピーカー〈ヴィーファ〉“ヘルシンキ”スレートブラック 5万7000円
（伊勢丹新宿店）
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エリザベス女王がハネムーンで使用し、南極探検で名を馳せたキャプテン・スコット

を始め多くの冒険家たちの旅の相棒でもあった〈グローブ・トロッター〉のトラベル

ケース。ヴァルカン・ファイバーと呼ばれる特殊紙を重ね、樹脂でコーティングを

施すその製法は、創業よりほぼ変わっておらず、今でも英国の熟練職人によって

少量生産で手作りされている。そんな伝統のモノ作りに敬意を表しながら、今まで

使ったことがないような新しい色にトライしてみてはどうだろう。初めて訪れる街を

歩くときの高揚感も、ひとしおかもしれない。ちなみに伊勢丹新宿店には、そんな

同社のオーダーメイド専用ラウンジが今年新設された。そこでは、ケース自体の

サイズや内装に加え、細部のパーツにもこだわれる。その組み合わせは180億通り

以上にも及ぶというから、これで自分流を追求するのも一興だ。

特別感のある旅行鞄で

新しいドアを開く旅へ。

GLOBE-TROTTER
グローブ・トロッター / 
上：ザ・ロンドン・スクエア 11万4000円、下：20インチトロリーケース 21万5000円
※掲載商品はオーダーメイド商品ではございません。
オーダーメイドについては別途スタッフにお問い合わせください。
（伊勢丹新宿店）

心の感度を上げるうえでうってつけなのは、やはり旅に出ることだろう。

感性を研ぎ澄ましてくれる場所に身を置くことで、知らなかった世界のドアが開くかもしれないのだから。

だから、そんな充実したドライブ旅に欠かせないものとして、旅道具にもこだわりたい。例えば、旅行鞄。

荷物が増えても安心なゆとりのある設計が理想だ。しかも、それが心躍る配色だったら、旅立つ足取りもすこぶる軽快だ。

心が躍る旅道具とともに、新しい世界を知る旅へ。
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〈イザイア〉といえば、職人技が息づくイタリアのナポリでも、

屈指の技術力を誇る名門ファクトリーブランド。ブランドを

象徴するこの“セイラー”というジャケットは、芯地の使用を

最小限に抑えているので、その着心地は極めて柔らか。それで

いて構築的な印象を与える仕立てが、技術の高さを物語って

いる。この凛々しい着姿なら、鮮やかな赤も映える。

色を楽しむなら
仕立てのいい一着で。

ISAIA

洗練のスタイルに秘められたのは、最大1250リッターまで

対応する広いラゲッジ・ルーム。イージー・オープナー機能

も搭載し、両手がふさがっていても自動でスプリット・ドアが

開き、大きな荷物も歓迎してくれる。このMINIなら、充実

した大人の旅を約束してくれるだろう。

大きなラゲッジ・ルームは、
旅の悦びを大きくする。

THE NEW MINI CLUBMAN

イザイア / ジャケット 27万円
（伊勢丹新宿店）

感性を刺激してくれるようなホテルを巡るドライブも、旅の醍醐味のひとつだ。

建築物としての外観はもとより、内装に関しても伝統とモダニズムが見事に調和している。

そして、サービスにおいても細部にまできちんと心が配られている。そんな居心地のよさと高揚感の

両方を体験できる空間に身を置くこともまた、ニュージェントルマンの楽しみのひとつ。

そんなホテルから新しいジャケットをまとって散策に出かける姿も、いつにも増して凛々しく見えるだろう。

伝統と新しさが同居したホテルを拠点に街散策。

ジャケット 27万円、ニット 8万円、パンツ 6万6000円、チーフ 1万7000円、手に持ったコート 23万円（以上イザイア/伊勢丹新宿店）

新しいサングラスで
目元の印象を変える。
〈マイキータ〉のサングラスは、目元に新鮮さをもたらす特徴的

なデザインに加え、掛け心地のよさを兼ね備えているところが

魅力だ。蝶番には、従来のフレームのようなネジを使っておらず、

バネのような構造の独自のヒンジでフレームとテンプルを連結

させている。長時間でもストレスなく掛けられるその装用感は、

旅の相棒としても申し分ない一本と言えそうだ。

MYKITA
マイキータ / サングラス 6万3000円
（伊勢丹新宿店）

問  伊勢丹新宿店 ☎ 03-3352-1111
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THE NEW MINI CLUBMAN
機能的で、スタイリッシュ。スマートで、実用的。そんな新しいカルチャーを感じる、The New MINI Clubman。
ひと目で感じるMINIらしさと、英国生まれの気品とオーラ。目を凝らせば6ドアの実用性と、
スペースを自在に変えられる心づかいに気づく。そして、上質な素材とモダンなスタイルが新しい調和を織り成し、

ほかのクルマとは一線を画していることを実感するだろう。

凛々しくなったフロント・デザイン

頑健なフレームが目を引く、新しいデザインのフロント・グリル。

スマートでなめらかな輪郭は威厳を漂わせ、より凛々しい印象

に進化した。

進化したミラー・キャップ

MINIのアイコンであるミラー・キャップは、空気抵抗の低減
を実現する新しいデザインに変更。静粛性も向上する。

LED デイライト・リング

LEDデイライト・リングが、MINIらしさを強調する“円”のデザインに。
LEDヘッドライト装備車にはヘッドライトに、ハロゲン・ヘッドライト
装備車にはフロント・フォグ・ランプに内蔵されている。

電子制御式の新トランスミッション 7速DCT

なめらかで、ダイナミックなギア・チェンジを実現する、7速ダブル・
クラッチ・トランスミッションを採用。快適性と燃費の向上につながる。

MINI YOURS.

Body Colour :
MINI Yours エニグマティック・
ブラック・メタリック

Wheel :
18インチ　アロイ・ホイール　
MINI Yours ブリティッシュ・スポーク 
2トーン

選び抜かれた素材、こだわり抜いた製法、そして洗練されたデザイン。

それが、MINI Yours デザイン・プログラム。誕生までには様々な物語があり、

英国伝統の誇り高きクラフトマンシップの技が随所に垣間見える。その上質への

こだわりが、個性や独創性にこだわる大人たちの感性を、さらに刺激する。

上質へのこだわりが、感性をさらに刺激する。

※MINI Cooper D Clubman、MINI Cooper SD Clubman、
MINI Cooper S Clubman ALL4は、8速ATとなります。

※MINI Cooper D Clubman、MINI Cooper SD Clubmanの導入時期と
詳細につきましてはお近くのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。



SPECIAL THANKS.


