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オーダーの基本、
“オンリー・ワン”に回帰して
いざ「オンリー」のスーツを
オンリーの会長、中西浩一
が家業のテーラーを継いだのは

42 年前のこと。自動車で客先をまわって採寸
し納品するという、テーラーをはじめたのです。オーダーゆえ
にすべてのスーツが一点もの。

唯一無二という意味を込め、会

社名を「オンリー」としました。中西の

フィロソフィーはいたってシンプル。
「物

言うサービス」といったらいいすぎでしょう

か。テーラーとしてこれまでに1 万着以上の

オーダースーツを手がけてきました。その結

論として、
「お客さんのいうこと、すべて聞

いて詰め込んでいたら、スーツがカッコ悪く

なる」
。だから、中西は社員に、ビスポーク
（注

文服）を受けるときはもちろん、既製服を買

っていただく際も、
「本当にあかんと思ったら、

別のご提案をしなさい」と教育します。手に

入れた瞬間の満足度よりも、実際に着ていく

うちに気に入ってもらうのがオンリー流なの

です。これを中西は「着用時満足」という言

葉で表現します。できる限り、着る人の仕

事やライフスタイル、用途を勘案して、結果

として最良の一着を提供する―― 当たり前

のようで、ほかの洋服屋ではなかなかでき

ていないこのスタンスをオンリーでは大切

にします。なぜ、そこに重きをおくのか。

そして、なぜ、それができるのか。先に書

いたように、中西はこれまで1 万着以上の

生地に触れてきました。だから、生地にち

ょっと触れるだけで、それがどんな素材か

を的確にいい当て、誰のためにどういうス

ーツを仕立てたらよいか、の完成形がイメ

ージできるのです。本当に顧客に合うかど

うかを熟慮するその姿勢が、日本全国にい

るショップスタッフにまで、すみずみに

浸透しています。これは熟練したカッター

（裁断職人）出身のトップがいるオンリー

ならでは、といえるでしょう。このよう

な豊富な経験を確固として裏づけるのが、

日本紳士服技術コンクールにおける、最

高位である「高松宮技術奨励賜杯賞」の受

賞です。その瞬間、中西の手がけるスーツ

は、名実ともにオンリーワンの存在になった

のです。経験と技術が高い次元で融合するオン

リーですが、これだけではありません。アイデア力にも長けているのです。オンリーではこれまで［ザ・
スーパースーツストア］や［インヘイル エクスヘイル］というショップを世に出してきました。身長と体
型ごとにディスプレイする手法は、その後にツープライスストアと呼ばれる業態の、まさに先駆けだった
のです。また、呼吸を意味するプロダクトブランド
［インヘイル エクスヘイル］は、生きて進化するという、
アイデアマンの中西を象徴するブランド名でもあります。テーラーメイドの採寸時に使用する通称 ゲー
ジ服 にも、アイデアマンの片鱗を感じさせます。通常、ワンサイズに対しひとつゲージサンプルが必要
ですが、ファスナーでサイズ調整を可能にすることで、2サイズまでカバーすることに成功しました。つ
まり、これまでの半分の数のゲージで済むようになったのです。このような小さなイノベーションがお店

オンリー
代表取締役会長 兼 社長

中西浩一

Koichi Nakanishi
なかにしこういち●1946年、
京都府
生まれ。1965年紳士服店に入社。
70年に紳士服中西設立。76年にオ
ンリーを設立し、
社長に就任。2002
年に会長、06年6月から現職。

やシステムの至るところにあるのが、オンリー。そして2013 年。
［インヘイル エクスヘイル］ブランド
は［オンリー］ブランドになります。原点回帰とひと言で片づけるのは簡単ですが、いまや 一点ものの
スーツ という思いだけでなく、 ほかにないもの

ここでしか買えないもの とい

う洋服作りに対する強い信念も込められているのです。
「ONLY」という会社が製造

「他ブランドとの差別化より、お客さまの満足を大切にしたいんです」

した「ONLY」のスーツを、
「ONLY」のショップで販売します。そこで手に入れたス
ーツに袖を通せば、着るあなたもワン& オンリーの存在になるに違いありません。
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オンリー商品部 部長

中西浩之

Hiroyuki Nakanishi
スーツの勉強をするべく、
かつてイタリアに
住んでいたこともある。毎年1月と6月にバ
イイングとリサーチを兼ねてイタリアへ。

エクスクルーシブの生地を
求めていざイタリアへ！
9泊11日のイタリア・フィレンツェ〜ミ
ラノ出張へいざ出発！ 毎年1月と6月
にフィレンツェで開催されるメンズファ
ッション最大の展示会 ピッティ・イマジ
ネ・ウォモ には必ず足を運び、
トレンド
をチェックしています。

ミラノでは最旬セレクトショップを徹底的にリサーチ
トレンドがひと目でわかるセレクトショップのリサーチは、
ミラノでのマスト案件。
「モノだけに偏らず、
売り場の構成も見たかったんです。街にお店が点在しているの
で一日中タクシーで回る日もあります」
と分刻みの行動は実にタフ！

ピッティの展示会場で
トレンドをチェック

老舗生地メーカーを訪ねてエクスクルーシブ生地の交渉を

メンズアイテムの最先端が集結
するピッティの展示会場。
「一
枚仕立てなどの軽い作り、
タイ
トなフォルムのジャケットは相
変わらず人気ですね。生地や色
柄に英国トラッドのエッセンス
が利いたプレゼンテーションが
目をひきました」
と中西。

ローマ皇帝に愛されたコモへ
極上のネクタイ生地を探しに

イタリアで生地を買い付けるところから
オンリーのスーツづくりははじまります
着心地に定評があるオンリーのスーツ。実は生地にもこだわって、イタリアの老舗メーカーに別注をかけています。
今回はオンリーのエクスクルーシブ生地を製作するべく、イタリアを訪れた商品部部長の中西に密着取材！

イタリアに飛んだ中西がまず向かったのは、

バランスにこだわっています。生地を見てどん

テムと売り場構成を徹底的にリサーチします。

世界のファッション業界人が注目するメンズ最

なにクオリティがよくても、実際にスーツを仕

ひとつの モノ に偏らず、全体を見ることで、

大の展示会 ピッティ・イマジネ・ウォモ で

立ててみないとわからないことが多いので、現

新しい企画のヒントも見つかるんです」
と中西。

した。毎年訪れている彼はここでまず、シーズ

地に足を運び、見て、触って、色やストライプの

今回はスーツに合わせるネクタイもイタリア

ントレンドのチェックをおこないます。しかし

幅を細かく調整します。トレンドをエッセンス

の極上生地を買い付けるべく、ミラノ郊外のコ

イタリア渡航のいちばんの目的はイタリアを代

として加えることで日本のビジネスシーンに合

モを訪れ、新しいコレクションを見ながら何千

表する老舗生地メーカー・REDA（レダ）社と

ったプレゼンテーションを心がけています」

種類にもおよぶ生地見本の感触を実際に手で確

エクスクルーシブ生地の商談をすること。アー

いいスーツづくりには、トレンドを肌で感じ

かめながらセレクト。こうして目で見て触って

カイブコレクションを手に取りながらデザイナ

「フィレンツェでは老
ることも欠かせません。

厳選された生地と、きめ細かいリサーチに裏づ

ーと新しい企画を練っていきます。

舗サルトリア
（仕立て職人）
の工房を訪ねたり、

けられた企画力から、オンリーのハイクオリテ

「オンリーのスーツは生地とパターン、縫製の

ミラノではセレクトショップをメインに、アイ

ィなスーツやネクタイが作られています。
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※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。

イタリア・ビエラの生地メーカー、
レダの工場を訪ねて。老舗ならではのアーカイブを参考に、
別
注生地の構想を練ります。
「設備がすべてオートメーション化されているのに驚きました。だか
らこそローコスト、
ハイクオリティが実現できるんです。質、
デザイン力ともに抜群！ オーセン
ティックでいい柄を作る生地メーカーなので、
信頼しています」
。また、
加工技術にも優れていて、
「アイスセンス」
という生地が話題に。
紫外線カット＆体感温度が10度マイナスに感じられる

イタリア人との濃密な
コミュニケーションから
オンリーの力作は
生まれます！
7カ月後
店頭に！

古くはカエサルやローマ皇帝に愛され、
イタリアきっ
ての避暑地となっているコモ湖周辺には、
老舗ネクタ
イメーカーが多数存在します。今回、
初の試みとなる
エクスクルーシブ生地でネクタイを作るべく、
そのひ
とつを訪ねて、
イタリアの生地のバイイングをおこな
うことに。新しいコレクションを実際に手に取って触
りながら、
デザイナーと芯地やパターンの相談。サン
プルの仕上がりまで、
厳しくチェックします。

トレンドのエッセンスを
利かせたスーツ

「ONLY」
ロゴをオプティカルにデザインしたイ
タリア製ネクタイは、
無地とのクレリック仕様。
24色展開のためどんな着こなしにも合わせる
ことが可能。ネクタイ
（ポケットチーフとセッ
トで）
￥9,800（税込￥10,290）

買い付けてきた生地は、
日本人に
合うようにパターンがひかれ、
仕
立てられます。ベーシックなオル
タネイトストライプながら、
トレ
ンドを感じさせる浅いネイビーが
洒脱な一着です。レダのスーパー
110s は、
風合いと耐久性がビジネ
スにベストマッチです。スーツ
（税込￥29,400）
￥28,000円
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こだわりの
インポート生地は、
個性的な表情が自慢です
イタリアとイギリスの高級服地メーカーから
取り寄せた選りすぐりの生地を採用したスーツは、
着る人を格上に演出します。正統派でありながら、
個性を発揮する生地がオンリーのこだわりです。

[Fabric]

[Fabric]

控えめに自己主張する
シャドーストライプ

第3の色として注目の
ブラウンは今季の狙い目

1930年代にイタリアのビエラ地
方で創業した高級服地メーカー、
フィンテス社のスーパー110s の
生地を使用。柔らかな手触りと光
沢に特性があり、
グレーのシャド
ーストライプが控えめに存在感を
発揮します。ロープドショルダ
ー、
ハイウエスト、
スラントポケッ
トなどが特徴の
「ブリティッシュ
トレンド」モデルと相性がよく、
「空」
仕様の軽快な着心地がビジネ
スをサポート。オンリーのこだわ
りを結集した一着です。スーツ
シャツ
￥38,000（税込￥39,900)、
￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタイ
￥3,800（税込￥3,990）、
ポケット
チーフ￥1,900（税込￥1,995）、
靴
￥16,000（税込￥16,800）

ビジネスシーンで活用するスーツ
はネイビーとグレーが主ですが、
ビジネススタイルのカジュアル化
傾向が進み、
ブラウンが注目株に
挙がっています。このスーツの生
地はイタリアのビエラ地方の高級
服地メーカー、
レダ社のスーパー
110s。ブラウン地に控えめなペ
ンシルストライプを配し、
大人の
風格や粋をさりげなく感じさせて
くれるでしょう。ジャケットとパ
ンツをセパレートして、
休日に着
まわすこともおすすめ。スーツ
シャ
￥28,000（税込￥29,400）、
ツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタ
イ￥5,500（税込￥5,775）、
ポケッ
トチーフ￥1,900（税込￥1,995）、
靴￥16,000（税込￥16,800）

シンプルなスタイリングが生地の個性を引き出す

[Fabric]

[Fabric]

英国製生地のスーツは
正統でありながらモダン

イタリア製上質生地の
グレンチェックが洒脱

ロンドンやニューヨークのバンカ
ーが好む生地として知られるネイ
ビーにチョークストライプを配し
た生地。英国のハダーズフィール
ドに居を構える服地メーカー、
ラ
ッシャーミルズが手がけたスーパ
構築的なシルエ
ー100s の生地で、
ットを描き出してくれます。正統
派の3つボタン段返りで、セミフ
ィッシュマウス採用のニューモデ
ルにふさわしく、
新たなグローバ
ルスタンダードとして着る人を誠
実な印象に導きます。スーツ
シャ
￥28,000（税込￥29,400）、
ツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタ
イ￥5,500（税込￥5,775）、
ポケッ
トチーフ￥1,900（税込￥1,995）、
靴￥16,000（税込￥16,800）

卓越したアイロンワークを生か
し、
フロントのダーツを排した
「フ
ィオレンティーナ」
モデルで、
コン
フォタブルな
「空」仕立てのスー
ツ。生地はイタリアの名門服地メ
ーカー、
カノニコ社の
「ヴィンテー
と呼ばれるものを使用
ジルック」
しました。グレーのグレンチェッ
クは伝統的な色柄でありながら、
今季のトレンドとしても注目さ
れ、洒脱な印象を醸し出します。
プライベートシーンのドレスアッ
プに対応するところも、
このスー
ツの魅力といえます。スーツ
シャ
￥38,000（税込￥39,900）、
ツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタ
ポケッ
イ￥3,800（税込￥3,990）、
トチーフ￥1,900（税込￥1,995）、
靴￥12,000（税込￥12,600）

[Fabric]

ヴィンテージ調の生地が
新鮮な雰囲気を醸し出す
イタリアの高級服地メーカー、
カ
ノニコ社製の生地を使用したスー
ツ。やや明るめのネイビーにピン
ストライプを配した杢調の生地は
ヴィンテージルックと呼ばれ、
ク
ラシカルな雰囲気が漂います。こ
のニューモデルはややゆとりのあ
るフィッティングで、
セミフィッ
シュマウス
（魚の口に似ているこ
とが呼称の由来）の襟型が特徴。
オーセンティックでありながら、
さりげなく個性を発揮するーそ
れがこだわりのインポート生地を
用いた特選スーツの魅力です。ス
シ
ーツ￥38,000（税込￥39,900)、
ャツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネク
タイ￥3,800（税込￥3,990）、
ポケ
ットチーフ￥2,800（税込￥2,940）
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※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。
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私も着用
！
してます

「空」仕様とは
型崩れを防ぎ、
胸の立体感を
保つのが芯地の役割。
「空」
仕
様では、
一枚の薄い毛芯に樹
脂を噴霧する独自手法で芯地
を軽量化。超軽量の着心地を
実現しました。

営業部 部長

空

専用ネットに入れて自宅の洗濯機で
水洗いできるのが、
「ホームウォッ
シュスーツ」。型崩れを防ぐ特殊加
工によって、
洗濯後は一晩陰干しす
ると元の形に復元します。エコノミ
ビジ
ー & イージーケアのスーツが、
ネスマンを応援します。

仕様

松野 豊

Yutaka Matsuno

冷感生地のスーツで
快適な着心地を体感
オンリーの営業部部長として全国
のショップを巡回する松野が着用
するスーツは軽量な
「空」仕様の
「マンハッタン」モデル。
「空仕様
は驚くほど軽く、
外まわりが多い
私に最適です。生地はレダのスー
パー110s で上質な風合いが魅力。
さらに、
太陽光を反射する後加工
が施されているため、
生地の表面
温度を約10℃下げる効果があり
ます。このスーツなら、
軽く、
涼し
い着心地で、
軽装に頼らずとも、
夏
場を乗り越えられそうです」。ス
ーツ￥38,000（税込￥39,900）

空

仕様

ルクア大阪店
ショップスタッフ

イージーケアと快適性が両立した
洗えるスーツの魅力を実感

空

全国売り上げ1位を誇るショップスタッフの
上田はオーダーした
「ホームウォッシュスー
ツ」
を着用。
「人気のホームウォッシュスーツ
が4月1日からオーダー対応に。いち早くブリ
ティッシュトレンドモデルでトライしまし
た。仕立て映えする中空糸を使った生地を選
び、
軽くて温度調整機能があり、
伸縮性もある
ため、
快適な着心地です。自宅で洗濯できる
メリットは常に清潔な印象を保てること。ぜ
ひ、
お試しになっていただきたいです」。スー
ツ
（オーダー価格）
￥38,000（税込￥39,900）

ホーム
ウォッシュ
仕様

空

仕様

空

仕様

FUNCTIONAL
ATTITUDE

空

仕様

空

仕様

空

仕様

仕様

［Fabric］

きちんとした印象を保ち
驚くほどの軽量化を実現
ラペルが約7cm と細い
「マンハッ
タン」
モデルのスーツ。副資材の
重量を従来よりも約50％軽減し
た
「空」
仕様によって、
驚くほど軽
い着心地を実現しました。ネイビ
ーにブルーのマイクロチェックを
配した生地はイタリア・カノニコ
社製のウール80％×モヘア20％。
1㎡あたり約190g の生地もスーツ
の軽量化に貢献しています。スー
シャ
ツ￥38,000（税込￥39,900）、
ツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタ
イ￥5,500（税込￥5,775）、
ポケッ
トチーフ￥2,800（税込￥2,940）

ホーム
ウォッシュ
仕様

Ryoji Ueda

着心地や実用性が高くなければ、いいスーツとは言えないと
オンリーは考えます。
「空」仕様や「ホームウォッシュスーツ」は、
見栄えと機能性の両立をとことん追求した自信作です。

［Fabric］

私も
して 着用
ます
！

上田良治

オンリーには
機能性の高いスーツが
揃っています
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こうして洗えます！

Wash!

撥水
防汚
仕様

撥水
防汚
仕様

撥水
防汚
仕様

COOL
MAX
仕様

［Fabric］

［Fabric］

［Fabric］

［Fabric］
イージーケアにより
高水準の実用性を発揮

グレーストライプは
幅広い年齢層から人気

着まわしやすい
ブラックスーツ

汚れにくい撥水生地が
スーツの機能性を向上

梅雨や盛夏に心強い
機能生地を活用

立体的な美しいシルエットを損なわず、
軽
量化によってコンフォタブルな着心地を追
求したオンリーの
「空」
仕様。さまざまな生
地に採用し、
ビジネスマンの多様なニーズ
に応えるラインナップを充実させていま
す。このスーツは撥水防汚のナノ加工を施
した細身のモデル。グレーストライプが誠
実な印象です。スーツ￥2 8 , 0 0 0（ 税込
￥29,400）、
シャツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタイ￥2,800（税込￥2,940）

20代のビジネスマンに人気が高い、
さりげ
ないシャドーストライプが入ったブラック
スーツ。生地はナノレベルの加工によって
撥水性をもたせ、
雨はもちろん汚れも付き
にくい特性があります。ソリッドタイを合
わせて、
シンプルに着こなせば、
パーティシ
ーンにも対応。スーツ￥2 8 , 0 0 0（ 税込
￥29,400）、
シャツ￥4,600（税込￥4,830）、
ネクタイ￥3,800（税込￥3,990）、
ポケット
チーフ￥1,900（税込￥1,995）

遠目には無地に見える、
細かい格子柄の生
地はイタリアの服地メーカー、
フィンテス
社製。化繊を混紡していないウール100％
のなめらかな風合いながら、
ナノレベルで
の加工が施され、
頼りになる撥水性を発揮
します。
「ソフトコンストラクション」
モデ
ルの軽快な着用感もビジネスマンの毎日を
シ
応援。スーツ￥28,000（税込￥29,400）、
ャツ￥3 , 8 0 0（税込￥3 , 9 9 0）、ネクタイ
￥5,500（税込￥5,775）

機能生地の代名詞ともいえるインビスタ社
製のクールマックス® ファブリックを用い
た吸湿速乾性に優れたスーツ。トーンがや
や明るめのネイビーにサックスブルーのス
トライプを配した色柄は、
視覚的にも爽や
かな印象です。超軽量の
「空」
仕様で、
スマ
ートなシルエットを描く
「マンハッタン」
モ
デル。スーツ￥28,000（税込￥29,400）、
シャツ￥4,600（税込￥4,830）、
ネクタイ
￥3,800（税込￥3,990）

※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。

スーツスタイルで大切なのは清潔
感。オンリーが独自開発した
「ホ
ームウォッシュスーツ」
なら、
汚れ
やにおいが気になったスーツを自
宅の洗濯機で水洗いできるため、
クリーニング代をかけずにスーツ
をリフレッシュできます。ストラ
イプが入ったライトグレーの生地
は、清涼感の高い色柄。スーツ
シャ
￥28,000（税込￥29,400）、
ツ￥3,800（税込￥3,990）、
ネクタ
イ￥3,800（税込￥3,990）、
ポケッ
トチーフ￥2,800（税込￥2,940）
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長崎空港から車で約 1 時間。佐賀県武雄市に
オンリーの直営工場「オンリーファクトリー」
はあります。テーラーメイドで展開するスーツ
はすべてこちらで縫製。その数、年間約 2 万着。

ワン&
“オンリー”なスーツが生まれるところへ

ファクトリーにひと度足を踏み入れると、意外
にも静かで、穏やかな環境でスーツが作られて

もともとテーラーとしてスタートしたオンリー。そのスピリットはいまでも健在。顧客の方のなかにも、
オンリーのオーダースーツの根強いファンも多いのです。それを作っている「オンリーファクトリー」に潜入してきました。

いることがわかります。
ここでは湿度管理が命。
目に見えない細かい水蒸気が出ている装置が天
井に10 台取り付けられていて、常に空間の湿
度を60％に保っています。これは日本の気候
風土を考えてはじき出された数値なのです。
工場別館の生地収納倉庫から、スーツ作りは
はじまります。通常、生地メーカーから縫製工
場には、反物（ロール）状で納品されます。し
かし、そのまま縫製に入ってしまうと、巻かれ
たときに生じた生地のヨレなどの影響により、
美しく仕上がりません。オンリーファクトリー
では、納品後、いったん生地を広げて、縮 絨加
工を施し、テンションがかからないようにたた
んで収納しておくのです。
「この工程があると、
生地がリラックスし、仕上がりが断然美しくな
るのです」と、工場長の白波久は言います。
最新の CAD を使って型紙を製作し、それを用
いてカッティングの工程に入るのですが、なん
とハサミを使わないのです！ 回転する丸い刃
のついたロータリーカッターを使うことで、経
験の浅いオペレーターでも高い精度の仕上がり
を、しかもスピーディに実現するのだそう。そ
れを裏付けるかのように、事実、取材チームが
見たときに手馴れた雰囲気で作業をしていたの
は、入社一年目の女性でした。
カッティングを終え、
パーツとなった生地は、
加湿装置にかけられます。
「湿度の高い日本に
おいて、実際に着られるときのことを考えての
一工程」と白波。実は、この白波も会長の中西

のを作りたい」
。ここにも、中西のオンリーワ

由や原因を解明して指導するから、技術指導を

に負けず劣らずのアイデアマン。作業工程やシ

ンの精神が宿っていました。

して、こちらが帰国してから、リバウンドする
ことがほとんどないのです」

ステムで、少しでも改善の余地があれば、すぐ

同業他社と同じく、オンリーにも海外にプレ

に新しい方式を試します。現状に甘んじない、

タ（既製品）の生産拠点があります。白波は、

オーダースーツもプレタも、生産する場所に

その姿勢は商品企画にもあらわれます。オンリ

そこでの技術指導も担っています。
「技術のチ

かかわらず分け隔てなく、徹底的に品質にこだ

ーが誇る「空仕様」のスーツは彼の発案による

ェックに行くメーカーはほかにもありますが、

わる――自分たちで企画して、作り、販売する

もの。通常スーツ作りでは決して使わない資材

そのほとんどが仕上がり（出荷前製品）の確認

オンリーの体制だからこそ、こだわりぬけるの

をパッドに使い、特殊なウレタン加工を施すこ

のみ。つまり、途中工程での改善点を見つけ出

です。
「お客様に着てもらいたい一着があるか

とで、軽量ながら型崩れしないスーツを完成さ

さないから、
根本的な改良にはならないのです。

ら。ただそれだけです」と白波。その目の先に

せたのです。白波曰く、
「他社ではできないも

その点、うちは各工程をくまなくチェック。理

は、オペレーターたちの仕事がありました。

毎シーズン100種類以上の
生地を取り扱っています

工場内には大型の加湿器が設置さ
れていて、
空間を一定の湿度に保ち
ます。また、
縫製工程の途中で生地
パーツに水蒸気を含ませます。
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ロータリーカッターと呼ばれる、
丸
型の刃をもつカッターで裁断。ハ
サミでカッティングするよりも正
確にそして早く作業できます。

注文服における致命傷が仕様ミス。
それを減らすための工夫として、
伝
票類はアイコンなどが多用され一
目見てわかるようになっています。

一人のオペレーターが作業するの
は、平均すると3〜4工程です。次
のプロセスへスムーズに移れるよ
うに、
すべて立って作業します。

この作業スペースの中で、裁断か
らパーツ製作、
組立、
仕上げを行い
ます。このファクトリーだけで年
間約2万着を製造しているのです。

オンリーでは、
イタリアの有名生地メーカー、
レダやカ
ノニコだけでなく、
英国製の生地なども多く取り扱っ
ています。織られた環境がそれぞれ異なる生地を、
高
温多湿な日本の環境に合わせて仕立てるために、
加湿
や縮絨という工程や保管方法が重要になってきます。
また、
本水牛製のボタンなどディテールにもこだわる
ことができ、
自分だけの一着が仕立てられるのがオン
リーのテーラーメイドのメリットなのです。
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お洒落ができることを提案していきたいです
ね。サンプルをお持ちしたので見ていただけま
すでしょうか？ まずはデニムシャツから。

引き続き人気なのは
洗いのかかったデニムシャツ
矢部 まさにトレンドアイテムですね。ドレス
シャツの仕立てなので、デニムといってもラフ
すぎない印象であることがポイント。180 度以
上に開いたカッタウェイの襟型がイタリア的で
す。日本ではアメリカ的なボタンダウンの襟ば

今後、スーツの
注目株はベージュに
イタリアでも人気のベー
ジュのスーツ。洒脱なビ
ジネススタイルを演出し
てくれます。生地の段階
で洗いをかけた、ウー
ル×コットンのイタリ
アンファブリックを使
用。本貝ボタン、
花柄の
裏地など、
ディテールに
も凝った作りになってい
ます。スーツ￥38,000
（税込￥39,900）

かりに人気が集まっていますが、今春はこのカ
ッタウェイに注目してほしいですね。
中西 ベストの新しい着こなしも提案しようと
思っています。生地は選び抜いたイタリアンフ
ァブリックを使用しています。
オンリー 商品部 部長

中西浩之

Hiroyuki Nakanishi

1979年京都府生まれ。某イタリアブランドで、
現地に
てスーツを学ぶ。現在もバイイングなどで毎年2回は
イタリアを訪れる。新生オンリーブランドのトータル
アイテムのディレクションをおこなう。

矢部 シャツ一枚になると、物足りなさを感じ
てしまうことがあります。ピッティでも昨シー
ズンあたりから、ジャケット代わりにベストを
着る人が増えてきました。このベストはダンガ
リー調の生地を使い、カジュアル感が絶妙に演
出されていますね。デザインはオーセンティッ
クなのでビジネスシーンになじみます。
中西 スーツでも新しい挑戦としてベージュを

場にはノージャケット、ノーネクタイが当たり

［緊急対談］エディター・矢部克已さん×オンリー 商品部部長・中西浩之

これからのビジネススタイルは、
もっともっと多様化する！

提案します。軽量仕立てで、生地はウール×

前になりつつあります。その結果、ビジネスシ

コットン。
シワになってもそれが粋に見えます。

ーンでもカジュアルを受け入れる許容範囲が広

矢部 イタリアでも人気のベージュですね。太

がっています。一方、先ほど話したようにファ

陽光の下で映える生地です。春夏のスーツとし

ッションの流行という側面でもカジュアル化が

てイタリアでは定番で、人気があります。ビジ

顕著。そのため、今後、ビジネススタイルでも

ネススタイルのドレスダウンにぴったりでしょ

カジュアル化がより進み、ますます多様化して

う。オンシーンだけではなく、オフシーンにも

いくでしょう。中西さんがディレクションされ

着まわしやすく、ジャケットとパンツを別々に

パンツは明るめの
カラーが新鮮
股上が浅い、裾幅が約
18cm の細身テーパード
シルエット。洗いをかけ
たコットンで、
派手すぎ
ない発色。ピンク、ベー
ジュ、サックス、ネイビ
ー、
オフホワイトの5色展
開。パンツ各￥8,400（税
込￥8,820）

ているオンリーでは、そういった傾向を商品開

着ることもできます。一着もっていると、着こ

発に反映していますか？

なしの幅が広がりますね。ボタンや裏地などを

中西 ビジネススタイルはスーツが中心である

見ると、細部にもこだわった作りであることが

カラードパンツを推していますね。ポイントは

ことには変わりがないのですが、ジャケットと

わかります。袖はシャツ風の付け方で、リラッ

このパンツのように洗いをかけて、派手さを抑

パンツを組み合わせる ジャケパン の着こな

クス感の高い仕立てもよいですね。

えていることです。ビジネスシーンでもカラー

しを強化しています。オンリーでも5 月をすぎ

中西 カラードパンツにも注力しています。こ

ドパンツを取り入れることで、一気にお洒落感

ると、スーツよりも ジャケパン の売り上げ

だわったのは発色とシルエットです。試行錯誤

を演出できます。そして、もうひとつのポイン

が伸びています。今春はイタリア的な服の こ

して、ようやく完成に至りました。

トが細身のテーパードシルエット。細い裾幅は

なし をお手本として、ビジネススタイルでも

矢部 今春はパステルカラーが一大トレンドで

イタリアではもはや定番。裾が靴にのっからな

す。イタリアの主だったブランドはこぞって、

いくらいに、丈を短めにすることがお約束です
ね。しっかり、クリースを入れてはくことも、
ラフになりすぎないコツです。レザーのメッシ

カジュアル化傾向にあるビジネススタイルにどのように応えていくか？
ファッションエディターの矢部氏を迎え、その回答について対談をしていただきました。

ュベルトやブラウンのスリップオンなどを合わ
せると、イタリア的な こなし になります。
ぜひ、カラードパンツに挑戦して、ビジネスス
タイルでも積極的にお洒落を楽しんでほしいで

中西 矢部さんはメンズファッション雑誌の編

着こなしのカジュアル化は明らかですね。5 年

集者を経て、
イタリア留学経験がおありになり、

ほど前まではスーツをビシッと着た人がいちば

すね。今春は絶好のタイミングだと思います。

年 2 回イタリアのフィレンツェで開催される国

んのウェルドレッサーという雰囲気でしたが、

中西 これらのアイテムは、ビジネススタイル

際紳士服展示会のピッティ・ウォモにも訪れて

今では皆、ドレスダウンして、ジャケットスタ

の多様化に即したオンリーの新しい提案です。

いるとお聞きしましたが、メンズファッション

イルが主流になっています。

各店舗では単品ではなく、個々の職場環境に合

の変化をどのように見られていますか？

中西 私もイタリアには買い付けで訪れ、ピッ

矢部 ピッティは世界中のファッション関係者

ティに集まるファッション関係者の着こなしの

矢部克已さん

が集まるため、流行を観察、分析する場として

変化は目の当たりにしています。特に注目して

Katsumi Yabe

も最適です。
近頃は日本のファッション雑誌で、

いるのは、着こなしのカジュアル化がビジネス

ピッティに集う人々のスナップ写真が掲載され

スタイルにも強く影響を及ぼしていることです。

ることが多いので、
ご存じの方も多いでしょう。

矢部 日本ではクールビズの浸透によって、夏

メンズファッション誌編集部を経て、
渡伊。現地にて
数々のファクトリーやデザイナーを取材。2006〜08
年メンズファッション専門のウェブマガジンの編集長
を歴任。現在、
雑誌、
ウェブ、
ラジオなどで活躍中。
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※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。

ったパーソナルスタイルを提案していきたいと

ファッションエディター

ドレスダウンの決め手はデニムシャツ

ジャケット代わりに
ベストを活用

柔らかなデニム生地を用いたシャツは、
ビジネスシーン
でも注目。イタリア的なカッタウェイカラーで、
ドレス
シャツ仕立て。シャツ各￥5,500（税込￥5,775）

イタリアのフィンテス社のダンガリー調の生地を採用。
デザインはオーセンティック。ブルー、
グレー、
ブラウン
の3色展開。ベスト各￥13,000（税込￥13,650）

思っています。そしてコストパフォーマンスも
オンリーのこだわり。価値あるものをお値打ち
価格でお届けしたいのです。価値にはトレンド
も含まれています。オンでもお洒落を楽しむお
客さまのご期待に応えていきたいと思います。
13

P.13 の 着る
はこう

スーツ

脱力系のベージュスーツは
軽やかなVゾーンがマッチ
オンリーの自信作であるベージュスーツに合わせたの
は、
白のメッシュ生地を用いたプレーンなシャツとブル
ー×オフホワイトのストライプでリネン×シルクのネ
クタイ。この軽快な V ゾーンが爽やかな印象を醸し出し
ます。またベージュスーツに合わせる小物はブラウン系
で統一すると一体感が出せます。特に靴選びはポイン
ト。ブラウンスエードのローファーが洒脱感を演出する
決め手に。ベージュスーツはポロシャツを合わせればオ
フにも適し、
ジャケットとパンツを別々にした着まわし
にも対応。一着で幅広い着こなしを楽めます。スーツ
￥3 8 , 0 0 0（ 税込￥3 9 , 9 0 0）、シャツ￥5 , 5 0 0（ 税込
ネクタイ￥5,500（税込￥5,775）、
ポケットチ
￥5,775）、
ーフ￥2 , 8 0 0（税込￥2 , 9 4 0）、ベルト￥5 , 8 0 0（税込
￥6,090）、
靴￥16,000（税込￥16,800）

シャ P.13 の
ツは
こう
着る

P.13 の
はこうはく
ツ
ン
パ

P.13 の
ベストはこ
う着る

デニムシャツのカジュアル感が
ジャケパンをフレッシュに

BRIGHTEN
YOUR OFFICE

軽く、明るいアイテムで、
オフィスでの着こなしに
華やぎを！
P.12 〜 13 の対談にて話題に挙がったアイテムを使い、
カジュアルフィーリングのビジネススタイルを提案します。
トレンドを加味した華やぎ感のある着こなしが新鮮です。
14

ベストをジャケット代わりにして
新しいビジネススタイルに挑戦を
春から初夏にかけてのビジネススタイルを新提案。主役アイテムはウール
のダンガリー調の生地を用いたベスト。シャツはボタンダウンでブルー×
ホワイトのギンガムチェック。ネクタイはブルーにホワイトのドット柄を
配したシルクニット。トップスをブルー系でまとめ、
パンツをカジュアル
感のあるベージュにすると爽やかな印象に。またパンツは、
裾幅が細いテ
ーパードシルエットがトレンドを体現。仕上げの小物はカジュアル感を意
識して選択。メッシュベルトやトートバッグが最適です。黒のプレーント
ゥは着こなし全体を引き締め、ラバーソールが実用性を発揮。ベスト
シャツ￥3,800（税込￥3,990）、
パンツ￥8,400
￥13,000（税込￥13,650）、
（税込￥8,820）、
ネクタイ￥5,500（税込￥5,775）、
ベルト￥5,800（税込
￥6,090）、
靴￥12,000（税込￥12,600）、
バッグ￥9,800（税込￥10,290）

※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。

イタリアの服地メーカー、
ルイジボット社のストレ
ッチ生地を使った千鳥格子ジャケットとウールのグ
レーパンツの組み合わせは正統派。従来であれば、
ここに白のシャツを合わせるところ、
今春はデニム
シャツを提案します。その効果はジャケパンの着こ
なしがカジュアルフィーリングに見えること。また
ネイビーのベストを重ね着すると、
シャツのカジュ
アル感を抑えることもできます。小物はブラウンで
統一するとイタリア的な華やかさのある印象に。ベ
ルトと靴はアンティーク調の色みが、
こなれた雰囲
気を醸し出します。ジャケット￥2 8 , 0 0 0 ( 税込
￥29,400）、
ベスト￥13,000（税込￥13,650）、
シャ
ツ￥5,500（税込￥5,775）、パンツ￥8,400（税込
ポケットチーフ￥2,800（税込￥2,940）、
￥8,820）、
ベルト￥5,800（税込￥6,090）、
靴￥16,000（税込
￥16,800）、
バッグ￥12,000（税込￥12,600）

洗いをかけたピンクのパンツが
イタリア的な華やぎ感の決め手
トップスはオーセンティックに、
ボトムスで新鮮さ
を取り入れた着こなしの提案です。ブレザーはレダ
社のスーパー130s の上質な生地を使用し、
芯や裏地
を極力省いた軽やかな仕立て。白シャツはコットン
×ポリエステルの鹿の子編みの生地で、
吸湿速乾性
に優れます。パンツは定番のグレーを合わせず、
洗
いをかけて派手さを適度に抑えたピンクで春夏らし
い明るい印象に。靴はカジュアル感のあるスエード
がマッチします。さらに艶やかな配色のストールを
コーディネイトに加えれば、
まさにイタリア的ジャ
ケパンスタイルの完成です。ブレザー￥19,000（税
込￥19,950）、
シャツ￥3,800（税込￥3,990）、
パン
ストール￥9,800（税込
ツ￥8,400（税込￥8,820）、
￥10,290）、
ポケットチーフ￥2,800（税込￥2,940）、
ベルト￥5,800（税込￥6,090）、
靴￥16,000（税込
￥16,800）
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正統派のネイビーブレザーこそ、
現代的な作りによる着心地が重要
まず、
こだわったのは生地。イタリアの高級
服地メーカーとして名高い、
レダ社製の
「アイ
スセンス」
と命名された生地を使用。
「アイス
センス」
は特殊なトリートメント加工により、
表面の熱吸収率を抑えた生地で、
強い日差し
の下でも快適な着用感をもたらします。次に
こだわったのは仕立て。
「空仕様」
で裏地をメ
ッシュにすることにより、
軽量化。定番のネ
イビーブレザーは、
着心地が選択の鍵を握り
ます。ブレザー￥28,000（税込￥29,400）

GO NAVY!

裏地は通気性の高いメッシュ

いまどきのネイビーブレザーは
ここを見て買う！

メッシュの裏地を用いる
ことで、
通気性をアップ。
直接、
肌には触れません
が、
汗をかいても貼りつ
きにくいため、
快適な着
用感を得られます。

パーティシーンで
差をつけるなら

旅行のお供に
指名したい

夏の外まわり営業でも
涼しい顔ができます

「空」仕様により
類まれなる軽やかさを実現

驚きのポケッタブル仕様で
持ち運びに利便性を発揮

清涼感が心地よい、
吸湿速乾性の高い生地

旧来のダブルブレステッドのブレザーは、
堅苦しいイ
メージが先行していました。しかし、
この一着はイタ
リアの服地メーカー、
マルゾット社のジャージールッ
クの生地を使用し、
「空」
仕様と相まって軽い着心地を
実現。また構築的なシルエットを保ちながらも、
オン
リー独自の
「空」
仕様を採用し、
抜群の着心地も。パー
ティシーンなどにもおすすめ。シングル仕様も用意し
シャツ
ています。ブレザー￥19,000（税込￥19,950）、
￥4 , 6 0 0（税込￥4 , 8 3 0）、ネクタイ￥5 , 5 0 0（税込
￥5,775）、
ポケットチーフ￥1,900（税込￥1,995）

シワになりにくいポリエステルの生地で、
芯を使わな
い薄くて軽い仕立てのブレザー。背中上部のメッシュ
の裏地の中に折りたためるポケッタブル仕様のため、
コンパクトに収納できるところが画期的。たとえば、
旅先に持参して、
レストランでの食事の際にはおるよ
うな着方ができます。また、
たたんだまま自宅の洗濯
機で洗えるイージーケアも便利。実用性を追求した、
旅のお供に最適の一着です。ブレザー￥16,000（税込
￥16,800）、
シャツ￥5,500（税込￥5,775）、
ストール
￥9,800（税込￥10,290）

オンリーはビジネスマンの味方でありたいと常々、
考
えています。そこで開発したのが、
暑い時期でも快適
に着用できるネイビーブレザー。機能生地の代名詞と
なっているクールマックス® ファブリックを採用し、
汗をすばやく吸収・発散するので、
熱がこもりにくい機
能性を発揮します。さらに軽量化も実現しているた
め、
軽快感も抜群。このブレザーで夏の営業でも涼し
い顔を。ブレザー￥16,000（税込￥16,800）、
シャツ
￥5 , 5 0 0（税込￥5 , 7 7 5）、ネクタイ￥5 , 5 0 0（税込
￥5,775）、
ポケットチーフ￥2,800（税込￥2,940）

ゴルフの行き帰りに
いかがでしょう？

肩凝る社内会議でも
超軽量だから楽々

会社帰りにライブに
行っても平気

洒脱感に違いが出る
イタリアンブルー

軽量化を追求した
コンフォタブルな着心地

シワやにおいが気になっても
自宅の洗濯ですぐに解決

ネイビーブレザーは定番中の定番。それだけに、
人と
の違いが出しにくいアイテムでもあります。そこでオ
ンリーは生地にこだわった一着を作りました。こちら
に採用したのはイタリアの服地メーカーとして名高
い、
レダ社のスーパー110s。ブルーの濃淡を生かした
メッシュで、
深みのあるイタリアンブルーが洒脱感を
演出します。ゴルフの行き帰りに着ていただくブレザ
ーとしてもおすすめです。ブレザー￥19,000（税込
￥19,950）、
シャツ￥3,800（税込￥3,990）、
ポケット
チーフ￥2,800（税込￥2,940）

バリエーションが豊富な軽量ネイビーブレザーのなか
で、
最軽量を誇るのがこの一着。秘訣はオンリーが独
自に開発した1㎡あたり200g の超軽量オリジナルファ
ブリックにあります。さらに
「サイロスパン」
と呼ばれ
る、
ポリエステルにウールを巻きつけた特別な糸のた
め、
しっかりと仕立て映えすることも特性。きちんと
した印象を保ちながら、
肩が凝らない軽やかな着心地
シ
を約束します。ブレザー￥16,000（税込￥16,800）、
ャツ￥4,600（税込￥4,830）、
ネクタイ￥5,500( 税込
￥5,775）、
ポケットチーフ￥2,800（税込￥2,940）

中空糸による生地を用い、
軽量化を図りながら、
膨らみ
のある仕立て映えを実現。さらに魔法瓶の原理による
温度調整と伸縮性もあわせもつネイビーブレザーで
す。またシワになったり、
においがついたりしても、
洗
濯機で洗える仕様なので安心。ビジネスはもちろんで
すが、
たとえば会社帰りに超満員のライブに立ち寄っ
ても大丈夫。動きやすく、
快適な着心地がサポートし
シャ
てくれます。ブレザー￥16,000（税込￥16,800）、
ツ￥3,800（税込￥3,990）、ネクタイ￥5,500（税込
￥5,775）、
ポケットチーフ￥1,900（税込￥1,995）

青みの強い発色が
今季のトレンド
ひと言でネイビーとい
っても、
トーンはさま
ざま。黒に近いネイビ
ーよりも、
ややトーン
が浅いネイビーが春夏
らしい印象を演出。

体感温度を下げる、
機能生地を採用
レダ社の
「アイスセンス」
は見た目にはわからない
特殊なトリートメント加
工によって、
熱吸収率を
下げる効果を発揮。

ダークな本貝ボタンが
高級感を発揮
目立たず、
さりげなく高級感を
表すのがダークカラーの貝ボタ
ン。細かなパーツまでこだわる
のがオンリー流儀。ボタンにも
手抜かりはありません。

きちんと見えるけど
軽い仕立てがベスト！
このブレザーのように、
着ると
きちんと見えるのに実際には軽
い一着がおすすめです。一枚の
薄い毛芯に樹脂を噴霧する
「空」
仕様で、
芯地の軽量化に成功。

短めの着丈が
スタンダード
ブレザーの着丈は短く
なる傾向にあります。
ただし、
短すぎには注
意を。袖丈よりも、少
し長いくらいのバラン
スがいまの適正。

超使える軽量ブレザー、
オンリーならこんなに揃ってます
ワードローブの中心選手として、オンとオフに活躍するのがネイビーブレザー。
同じように見えるネイビーブレザーでも、実は仕様や生地によって違いがあります。
ここではオンリーがこだわり抜いたネイビーブレザーの傑作を紹介します。
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※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。 ※時計や眼鏡などの小物は、
一部スタイリスト私物です。
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CE
C
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for Business

個性ある小物が
スタイリングを
格上げします
着こなしの完成度を左右するのが小物。
オンリーは確かな物づくりをベースとし、
トレンドと実用性を兼ね備えた品々を
幅広く取り揃えました。
さりげなく個性を主張する、
大人の着こなしがオンリー流の提案です。

ノージャケットなら、ベルトが着こなしの要

カジュアルなレザーバッグが旬

一枚で着てもさまになるシャツが活躍

ベルトはパンツを留めるアイテムですが、
同時にアクセサリーの役割もはたします。特にクー
ルビズスタイルで、
ジャケットを着ない場合は人目につきやすく、
着こなしの要として重要で
す。オンリーは、
素材とバックルの形にこだわったベルトを豊富に取り揃えています。ベルト
（左上から時計回りに）
／カジュアル感を演出するネイビーレザーのメッシュ。￥5,800（税込
￥6,090） インパクトの強いオーストリッチの型押し。￥5,800（税込￥6,090） こなれた雰囲
気のアンティーク調レザー。
￥5,800
（税込￥6,090） 洒脱な楕円のバックルがポイント。
￥5,800
（税込￥6,090） 風格あるイタリア製型押しレザーを使用。￥5,800（税込￥6,090）

ビジネススタイルのカジュアル化が進むなか、
バッグにもカジュアル感が求められる傾向にあ
ります。しかし、
カジュアルすぎるバッグはビジネスに不適切です。オンリーは大人にふさわ
しい上質なレザーを用いたタイプを提案します。オフに兼用できることも魅力のひとつ。バッ
グ
（上から）
／開口部の曲線に特徴があるブリーフケースタイプ。傷がつきにくい型押しレザー
を使用しています。ショルダーストラップが付いているため、
高い実用性を誇ります。￥17,000
（税込￥17,850） くすんだネイビーが上品なトート。シボのあるレザーとスムースレザーのコ
ンビネーションがさりげないこだわりを演出してくれます。￥17,000（税込￥17,850）

ジャケットを着ないクールビズが浸透し、
シャツの重要性が年々増しています。オンリーはネ
クタイをしても、
ノータイでも、
着れば主役になれるシャツこそが万能だと考え、
工夫を凝らし
たシャツを取り揃えました。シャツ
（左上から時計回りに）
生地はストライプの織り柄入り。ワ
イドカラー。襟と袖口に配されたネイビーステッチがポイントです。￥3,800（税込￥3,990）
襟とカフスがホワイト、
身頃がサックスブルーストライプのクレリックシャツ。清潔感あふれ
る一枚。￥3,800（税込￥3,990） 前立てのストライプテープがアクセントに。￥3,800（税込
￥3,990） 襟はボタンダウン。ブルー×ホワイトのストライプ。￥3,800（税込￥3,990）

[Fabric]

費用対効果の高いシューズが勢揃い

清涼感が高く、伸縮性に富んだジャージーシャツ

やや細幅の小紋タイが今春のトレンド

洒脱感の決め手になるストール&ポケットチーフ

着こなしの要となる靴は、
コストパフォーマンスを重視しつつ、
品格のある仕上げにこだわった
ラインナップ。イタリア人が好む、
艶やかなブラウンシューズは特に自信作です。またスペイ
ンのメルミン社が展開するブランド、J.A.Ramis とコラボレーションしたシリーズは欧州産の
キップレザーを使い、
高級感のある出来映えに。靴
（上から）
／トゥの穴飾りが華やか。￥16,000
（税込￥16,800） 冠婚葬祭にも対応する正統派の黒。￥16,000（税込￥16,800） 洒脱なウイ
ングチップ。￥16,000（税込￥16,800） スクエアトゥのネイビーレザー。￥12,000（税込
￥12,600） 色気のある赤茶。￥12,000（税込￥12,600）

ビジネスではもちろん、
オフにも着られるシャツを作りました。きれいめな着こなしにマッチ
し、
しかも伸縮性に富むため、
幅広いシーンで着られます。シャツ
（左から）
サックスブルーにホ
ワイトのストライプを配したコットン×ポリエステルの生地。￥3,800（税込￥3,990） 鹿の
子編みは、
鹿の子供の背中にある白いまだらのように見えるニットの編地のひとつで、
肌へ接す
る面積が少なく、
さらりとした風合いと、
通気性、
伸縮性の高さが特徴です。襟と袖の内側にネ
イビー地にホワイトドットの生地を使用。￥3,800（税込￥3,990） グレー地の一枚は長袖ゆ
えに3シーズン着られます。もちろん、
クールビズにも適しています。￥3,800（税込￥3,990）

クールビズが浸透する昨今、
ネクタイには趣味性が求められています。春らしい軽やかな色調
の小紋を選ぶとセンスのよさが一目瞭然です。今シーズン、
大剣幅は7〜8cm のやや細幅が主
流になっています。オンリーはイタリア製の生地を使うことで、
グローバルの最先端なトレン
ドをしっかり取り入れました。ネクタイ
（左から）
ベージュ×ブラウン。生地はリネン×コッ
トンで軽やかな風合い。￥5,500（税込￥5,775） 清涼感の高い寒色系の小紋柄。￥5,500（税
込￥5,775） ベージュ×ブルーの小紋柄で生地はリネン×コットン。￥5,500（税込￥5,775）
暖色系の小紋柄。リネン×コットン生地を使用。￥5,500（税込￥5,775）

ビジネススタイルの多様化により、
ストールやポケットチーフにも注目が集まっています。首
元やジャケットの胸ポケットに一枚添えるだけで、
お洒落感は倍増します。すべてイタリアで
直接買い付けたもの。ストール
（左から）
上品な発色のブラウン。生地はリネン×コットン×
モダールなので軽やかに巻けます。￥7,800（税込￥8,190） 涼しげな印象のブルー。素材はブ
ラウンと同じものを使用しています。￥7,800（税込￥8,190） ポケットチーフ
（左から）
グレー
の小紋柄。生地はリネン×コットン。￥2,800（税込￥2,940） ブルーのペイズリー柄。リネ
ン生地使用。￥2,800（税込￥2,940） 艶やかな花柄はシルク地。￥2,800（税込￥2,940）
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※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。
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INFORMATION
& SHOP LIST
オンリーのカード会員、
モバイル会員のご案内
日頃から愛用してくださっているお客様のために、
オンリーではもっているだけで得をする
クレジットカードをご用意。
また、特典の多いケータイ会員にも注目。
ぜひご活用ください。

オンリーのクレジットカードがスタート！

オンリーのケータイ会員登録がおトク！

ONLY EPOS CARD

MOBILE ONLY CLUB

（入会金・年会費無料）

● ご入会でエポスポイントを進呈します。
お申込みいただきますと、エポスポイントを200ポイント進呈。
（オンリー優待券への交換なら2000円相当）

（入会金・年会費無料）

● 初回のお買物が5%OFF。
会員登録（入会金・年会費 無料）で初回のお買物に使える
クーポンをケータイに配信します。

● 全国VISA加盟店でご利用いただけます。

● ボーナス還元！

海外旅行傷害保険がついて海外でも安心です。

半年に一度、お買い上げ金額に応じて、7%の
ボーナスクーポンをお送りします。

● エポスポイントが貯まります。
オンリーの各店で1000円のご利用ごとに5ポイント（25円分）。
マルイで1000円につき2ポイント（10円分）。
VISA加盟店で1000円につき1ポイント（5円分）。

● 持っているだけでおトク！
レストラン、カラオケ店など、見せるだけでお安くなる優待先もあります。

● お誕生日プレゼント（メルマガ登録会員限定）
スーツお買い上げで、シャツ・ネクタイをスタッフが
コーディネイトして進呈いたします。
※一部プレゼント対象外の商品があります。
※お誕生日より28日間マイページに表示されます。
※詳しくはオンリーのホームページをご覧ください。

● エポスポイントがオンリーのお買物券に交換できます。
オンリー優待券への交換が2倍おトクです。

● 貯めたポイントは使い方いろいろ！
オンリー優待券だけでなく、ANAマイレージポイントやVISAギフト券に
交換できます。
※お申し込みには審査がございます。 ※オンリーエポスカードのお取扱いのない店舗もございます。
※店舗により取扱い内容が異なる場合がございます。
※詳しくはオンリーのホームページをご覧ください。
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The @ SUPER SUITS STORE

She loves SUITS

札幌エスタ店 ☎011-208-5450
札幌大通り店 ☎011-219-6701

名古屋広小路店 ☎052-262-6060
ｍｏｚｏワンダーシティ店 ☎052-505-2203

札幌パルコ店 ☎011-350-3760
大宮西口店（そごう大宮専門店街３Ｆ） ☎048-643-4890

仙台広瀬通店 ☎022-266-5103
日比谷店 ☎03-3539-1167

京都北山店 ☎075-705-2206
四条烏丸店 ☎075-256-7807

マルイシティ池袋店 ☎03-3985-0050
烏丸店 ☎075-254-1996

日本橋店 ☎03-3510-6740
淡路町店 ☎03-5294-3001

近鉄百貨店桃山店 ☎075-605-2166
イオンモールＫＹＯＴＯ店 ☎075-661-2114

大丸心斎橋北館店 ☎06-6121-2519
シャレオ広島店 ☎082-546-3232

渋谷店 ☎03-3476-5230
上野マルイ店 ☎03-5818-3498
北千住マルイ店 ☎03-3881-9106

ルクア大阪店 ☎06-6151-1338
本町店 ☎06-6222-0651
肥後橋店 ☎06-6459-6012

マルイシティ池袋店 ☎03-3984-8051

クリスタ長堀店 ☎06-6282-2235

アリオ北砂店 ☎03-3646-7751
国分寺エル店 ☎042-328-2339
マルイシティ横浜店 ☎045-453-6076
丸井川崎店 ☎044-246-2849
マルイファミリー溝口店 ☎044-844-2729
マルイファミリー海老名店 ☎046-231-7257
ミウィ橋本店 ☎042-771-0030
かわぐちキャスティ店 ☎048-252-2444
北上尾店 ☎048-774-4420
静岡駅前店 ☎054-251-2330
イオンモール浜松市野店 ☎053-467-2203
ＪＲ名古屋駅前店 ☎052-533-7216
栄店 ☎052-973-0657

なんばＣＩＴＹ店 ☎06-6644-2401
天王寺ミオ店 ☎06-6770-1097
堺プラットプラット店 ☎072-226-5653
奈良ファミリー店 ☎0742-34-4550
イオンモール橿原店 ☎0744-24-5302
神戸元町店 ☎078-391-1721
岡山店 ☎086-226-2682
広島店 ☎082-243-8845
チャチャタウン小倉店 ☎093-512-5120
福岡パルコ店 ☎092-235-7341
天神昭和通店 ☎092-721-2929

※イオンモール熱田店はONLYイオンモール熱田店として
4月中旬にリニューアルオープンする予定です。

ONLINE STORE
http://www.ec.only.co.jp

INHALE + EXHALE
ハービスPLAZAエント店 ☎06-6341-8288

ONLY
赤坂店 ☎03-3505-3190
東急百貨店本店（※3月7日オープン予定） ☎03-3476-6101

Staff
Illustration / Tadahiro Uesugi
Photograph / P.06~09, 12~19, ii~vii Eiichi Okuyama(CUVA CUVA),
P.02~03, 10~11 Yasuhiro Watanabe,
P.05 Alessandro Ottaviani
Styling / P.05~09, 13~19 Nao Nakanishi, ii~vii Kaori Uchimura
Hair & Make-up / Mika Kikuchi
Model / Sayu Hasegawa
Text / P.06~09,12~19 Kenji Washio, P.04~05,ii~vii Mayuko Otani
Design / Naomi Hakusui
Edit / Yuichiro Aruga(HEARST Fujingaho)
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スマートなシルエットで
清涼感をアピール

会社帰りに
デートの予定。
スカートで女らしく

上司と一緒に取引先に。
できる女と
思わせなくちゃ

同期の男子も
交えて、社内で
白熱ミーティング

着丈がきもち長めのシャープなシ
ルエットとかっちりしたピークド
ラペル、
ストライプがマニッシュ
な印象のジャケットは、
大人のオ
フィススタイルに最適です。ベー
シックなタイトスカートはほどよ
くストレッチも効いていて、
足さ
ばきも軽やか。コンサバすぎない
あしらいが、
どんな人にも好印象
に映ります。シャリ感のある素材
は洗ってもシワになりにくく、
軽
やかな着心地で真夏も快適に過ご
せます。ジャケット￥19,000（税
込￥19,950）、スカート￥8,000
（税込￥8,400）、シャツ￥3,900
（税込￥4,095）、バッグ￥4,900
（税込￥5,145）

“洗えるスーツ”なら
いつでもキレイが保てる！
クリーニングいらずで、
環境に優
しい
「ホームウォッシュスーツ」
は
自宅の洗濯機で気軽に洗える新発
想のスーツ。形態安定加工を施し
ているので、
洗濯後は振りさばい
て形を整え、
陰干しするだけで OK!
汗ばむ夏にも快適に着られます。

デ イリ ー に
着るものだ から、
お うち で 洗 え る の が
う れ し い！

マーメイドラインのスカートが
美脚＆スタイルアップに効く

リッチに見える素材感に
家で洗える機能性もうれしい

ベーシックなパンツスーツは
小物次第で着まわしも自由自在

ネイビー地にピンクのカラーストライプが入ったスーツ
は、
ソフトな印象で着られます。短めの袖丈と細身に絞
ったシルエットなので、
前を開けてもサマになるフェミ
ニンなモデル。さらに脚のラインに美しく寄り添い、
裾
がふんわり広がったマーメイドラインのスカートがソフ
トな印象を与えてくれます。しなやかに働きたい女性の
理想のキャリアスタイルが実現。自宅の洗濯機で洗える
「ホームウォッシュ」
仕様です。ジャケット￥19,000（税
スカート8,000円
（税込￥8,400）、
シャツ
込￥19,950）、
￥4,900（税込￥5,145）、
バッグ￥4,900（税込￥5,145）

「ホームウォッシュ仕様」
を備えつつ、
動いてもシワにな
りにくい、
しっかりした生地が魅力です。ブラックにな
じむ繊細なストライプがあしらわれたパンツスーツは、
上品かつ凛としたキャリアスタイルを演出してくれるの
で、
ぜひワードローブに加えたい一着。きちんとしてい
るのに女らしく見せるストレートラインのパンツは、
ス
トレッチが効いているので動きやすく、
外回り派にオス
パン
スメです。ジャケット￥19,000（税込￥19,950）、
（ 税込￥9 , 4 5 0）、シャツ￥4 , 9 0 0（ 税込
ツ￥9 , 0 0 0、
￥5,145）、
ベルト￥5,900（税込￥6,195）

青みがかったライトグレーに、
ほんのりグレンチェック
柄をのせた清涼感あふれるデザインのパンツスーツは、
「ホームウォッシュ仕様」。切り替えが入ることで丸み
のある女性らしいシルエットを作り出すジャケット、
膝
下から裾にかけてほどよくテーパードが効いたストレー
トラインのパンツは、
ともに脚長効果も期待できる美し
いシルエットが魅力。セットアップで着ることで端正な
スタイルに仕上げてくれます。ジャケット￥19,000（税
パンツ￥9,000円
（税込￥9,450）、
シャツ
込￥19,950）、
￥4,900（税込￥5,145）

iii

※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。 ※時計や眼鏡、
靴などの小物は、
一部スタイリスト私物です。

あたたかくなると、気持ちまでフレッシュになり、ワードローブを一新したくなるもの。
カジュアル全盛のいま、ドレスコードが以前ほど細かくなくなりました。
とはいえ、背筋が伸びるような着こなしをすることって、働く女性にとって大切なこと。
場面に応じたきちんとしたスーツの着こなしが、理想のキャリアスタイルにつながります。

ii

働く女性に自信をくれる
スタイリッシュなモデル

こ こ一 番 と い う 時 に
自 信 を くれ る 一 着

ショールカラーのラペルにさりげ
ないモード感が漂うジャケット
は、
顔周りをキリッとシャープに
引き締めてくれるうえに、
きちん
と感も抜群。アームは細身の作り
ですが、
ストレッチ素材入りで腕
さばきも楽ちん。生地にもこだわ
り、
織り糸を縦と横で変えること
で陰影と光沢が生まれ、
ぐんとス
タイリッシュな印象に見せてくれ
ます。大人の女性の品格漂うクリ
ーンなホワイトは透けにくい機能
を備え、
くるぶしを華奢に見せて
くれる9分丈パンツとの相乗効果
でとてもスタイリッシュ。ジャケ
ット￥19,000（税込￥19,950）、
パンツ￥9,000( 税込￥9,450)、
シ
ベル
ャツ￥3,900（税込￥4,095）、
ト￥5,900（税込￥6,195）、
バッグ
￥4,900（税込￥5,145）

クリーンなベージュが
醸し出す、洗練された
オフィススタイル
爽やかな印象を与えてくれる
ミルクティベージュのテーラ
ードジャケットは、
仕立ての
よさが引き立つシンプルなデ
ザイン。1つボタンのジャケ
ットはくびれを強調してくれ
るから、
着やせ効果も抜群で
す。スカートはかっちりしす
ぎず、
フェミニンをにおわせ
るマーメイドライン。ほんの
り甘さをプラスしたいとき
は、
胸元のギャザーがポイン
トのシャツを合わせて。
「ホ
ームウォッシュ」
も可能な一
着。ジャケット￥19,000（税込
スカート￥8,000
￥19,950）、
（税込￥8,400）
、
シャツ￥4,900
（税込￥5,145）
、
バッグ￥4,900
（税込￥5,145）

着るたび
スタイルアップがかなう
コンシャスなシルエット
軽くはおるように着られるジ
ャケットは、
シルクのような
なめらかな、
光沢のある素材
にこだわったモデル。1つボ
タンを締めれば、
シェイプを
絞ったウエストが女性らしい
ボディラインをかなえてくれ
ます。スカートはエレガント
にはける人気のボックスプリ
ーツで、
シーンを選ばず着ま
わしも自由自在。ネイビーを
ワントーン明るくしたような
爽やかなブルーカラーがはつ
らつとした印象を与えてくれ
ます。ジャケット￥19,000
（税込￥19,950）、スカート
￥8,000（税込￥8,400）、
シャ
ツ￥5,900（税込￥6,195）、
バ
ッグ￥4,900（税込￥5,145）

これ一着であか抜ける、春夏色のスーツが届きました
今季は、オフィスで抜群の好感度を発揮してくれるソフトな発色のベーシックなスーツをまずは手に入れて。
女性らしい美シルエットを生みだすジャケット＆スーツがあれば理想のキャリアスタイルが実現できます。

ボトムスをスカートに替えれば
さらにフェミニンなムードに

無地ライクな
チェック柄スーツで
美脚効果を狙ってみる

上品サマーツイードは
クロップド丈で
抜け感をプラス

シンプルなデザインながら、
どことなくフェミニンな雰囲
気が漂うのは、
ストレッチの
効いた清涼感のある素材やコ
ンパクトな肩、
すっきりとし
たウエストラインの賜物で
す。オフィス受け抜群なまろ
やかなグレーも魅力。フレア
ラインのパンツはヒール靴を
合わせることで、
さらなる美
脚＆脚長効果が期待できま
す。インナーにブラックのカ
ットソーを合わせれば、
全体
の印象がキリッと引き締まり
ます。ジャケット￥13,000
（税込￥1 3 , 6 5 0）、パンツ
￥6,000（税込￥6,300）、
カッ
ト ソ ー ￥4 , 9 0 0（ 税 込
￥5,145）、
ストール￥7,800
（ 税 込 ￥8 , 1 9 0）、バ ッ グ
￥4,900（税込￥5,145）

メンズのかっちりした素材を
イメージしたサマーツイード
のジャケットは、
一見クラシ
カルですが、
丈が長めのシャ
ープなシルエットなので、
今
っぽく着られます。シャツと
一緒に袖をまくって裏地のス
トライプを見せればこなれ感
もアップ。ボトムスは着こな
しがぐっとあか抜けるクロッ
プド丈を採用したストレッチ
パンツを合わせて。撥水加
工＆透けにくいといったうれ
しい機能も備えています。ジ
ャケット￥2 8 , 0 0 0（ 税込
￥29,400）、パンツ￥9,000
（ 税 込 ￥9 , 4 5 0）、シ ャ ツ
￥5,900（税込￥6,195）、
ベル
バ
ト￥5,900（税込￥6,195）、
ッグ￥4,900（税込￥5,145）

上品さとハンサムさが同居したショー
ルカラーのジャケットは、
ボトムスを
スカートに替えて、
品よくアレンジし
たいもの。さりげなく入ったボックス
プリーツが、
美しいシルエットを描き
ます。ジャケットは右と同じ。スカー
ト￥8,000（税込￥8,400）

v

※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。 ※眼鏡や靴などの小物は、
一部スタイリスト私物です。

iv

春 夏の 着こなしを
フレッシュにする 小 物も充 実！
秋冬にくらべてアイテム数が少なくなる春夏は、やはり各アイテムに注目が集まります。
おしゃれの先取りを楽しみたいから、まずはジャケットスタイルをリッチに格上げしてくれる美脚パンツやシャツを。
そして着こなしのスパイスとなる小物、バッグからスタイリングのイメージをふくらませて。

オ フィス 以 外 で も 、重 宝 す る んで す！

スタイルの完成度を高めてくれる
柔らかい素材＆シルエット
ジャケットを脱いだときに、
体を美しく見せるドレープや
ギャザーがあしらわれています。汗をかいてもさらっとし
た素材感はやみつきに。左／シフォンのような素材で切り
替えたパフスリーブは、
バリエーションも豊富。カットソ
ー￥4,900（税込￥5,145） 右／とろみのある素材が肌をな
めらかに見せます。カットソー￥5,900（税込￥6,195）

vii

今年気分を盛り上げてくれる
きれい色のふんわりストール
歩くたびにふわっと揺れるふっくら柔らかい素材のストー
ル。このモダール製の一本を無造作に巻くだけで、
オフィ
ススタイルがさらにこなれた雰囲気に。きれい色がトレン
ドの今シーズン、
鮮やかなカラーはストールで取り入れれ
ばスタイリングがまとまるだけでなく、
着こなしに奥行き
が生まれます。ストール￥7,800（税込￥8,190）

※掲載商品は一部の店舗で、
お取り扱いのない場合がございます。 ※商品の詳細、
発売日については WEB サイトにて確認いただけます。

きちんと感も華やぎたいときも
これ一枚でかないます
清潔感が漂うクリーンなピンクのシャツは、
フロントにフ
リルとギャザーがあしらわれているから、
きちんと感と華
やかさの両方をかなえてくれます。ジャケットを着たとき
に胸元に醸し出される繊細な表情が、
マニッシュなジャケ
ットを引き立ててくれるのです。今どきの女っぷりをこれ
一枚で表現できます。シャツ￥4,900（税込￥5,145）

頼れる美脚パンツがあれば
オフィスでの好感度もアップ
膝下から裾にかけて絞ったテーパードラインが、
脚をスッ
キリ見せてくれます。しかも、
ストレッチが効いているの
で、
動きやすさは抜群です。ホワイトパンツは透け防止の
裏地を使用。一方のギンガムチェックパンツは、
カタい印
象のテーラードジャケットに、
甘さとこなれ感を加えてく
れます。クロップド丈パンツ各￥9,000（税込￥9,450）

きちんと見せたいシーンでは
ベルト使いがポイントに
スタイルコンシャスに仕上げてくれるベルトは、
ニュアン
スのある質感と細身が今年の気分とマッチ。イタリアンレ
ザーを使用した上質な素材感と、
こっくり深みのあるカラ
ーだけに、
パンツだけでなくブラウスやジャケットの上か
らウエストマークしてアクセントをつければメリハリのあ
るスタイルが完成。ベルト各￥5,900（税込￥6,195）

ナチュラルカラーのバッグで
知的な可愛らしさを手に入れる
柔らかいカラートーンのバッグは、
さまざまな着こなしに合
わせられ、
コーディネイトをランクアップします。上／春
夏らしい爽やかな素材のバッグは、
ミディアムサイズで使
い勝手も抜群。バッグ￥4,900（税込￥5,145） 下／トレン
ドのカラーブロックを取り入れた一枚革風のトートは、
異
素材づかいがおしゃれ。バッグ￥4,900（税込￥5,145）

vi

