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WOMANIN BLACK

TAOの顔が真つ黒に!?

「アスティーク
‐
」広告で美脚を披露

マガジン イゝ ンネマなどのとメティアから ストリー ト ミュージック 人物 アクシデントrで

ファッション兵界 を古今央西
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アツギのブレーンストッキングプラ

ンド「アスティーグ」が2014イ F小 夏の

広告ヴイジェアルを発表した。モデル

にブランドデピュー以来 ミューズを務

めているTAOを 起用。顔力I命である

コレクションモデルの顔酌fや手、ネイ

ル、リッフなどをヴ〔っllに 玲 りたくり、

思いきリインバクトのある広告を完成

させた。ブラウスやバンッなどどく共も

オールプラッタ。
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に白ロカ̀
浮

かび

上がったちょっびり恐い?コ40の顔
・

は、もはやガングロ、ゴングロを超進し

た,1さ !彼女のおみ足にフオーカスし

た新広告で、着い女性を1ウ いに人気を

集めるブレーンストッキング市場 を制

朗できるかP
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これがホントの「′ヽ力の壁」
3ザJ号でリニユーアル新装Tllし た女性と「クレア」(文套イト秋 )。 発売日の2,J7Hか

らポスターが期悧限定で束求と大阪の主要 F′くに金場し`た。ピンク色の「馬」と「庄」

が一兄キユートだが、綻けて統むと「局 Ft」。同誌の石橋校澄・岳f典民は「維難のリ

ニューアルが「亀1的 な大人の女性のための雄おJに I旬 かうコンセブトのため、少し

80年 代っf=いダジャレではあるが「知的lじ鹿Jと統ませるものとしたも挑発的なP
ピーだが、「クロエ」の白いドレスを抵楽とまとう知的な谷貌の女性がいることで、

全体ではファッショナブルで本風を感じるようなヴイジェアルを目指した」。バッと

見て「矢II的パカ」力f万人に伝わるかはさておき、インバクトは絶大な問題4:だ。

「セーラームーンアどりさリブラtク トJ`ど を″ら、ジュピターマーキュワームーンマーズ ,ィーナスの全Se 4eaO向 (H送 ,

日NGERIE              :
エロかわ下着で月にかわっておしおきよ!

ピーチ・ジョンは、20'ld年を迎えたアニメ「美少女職士十―ラームーン」とコラ司fし た商品

を2月 19日 に蛸 とした。コスプレ気分で5人の奨少女職士たちになりきれる「セーラームーン

なりきリプラセット」のほか、さりげなくセーラームーンのモチーフオ
`あ

しらわれたプラやバ

ジャマなど毎 商品を展開。 ピーチ・ジョンの公式辿販サI卜 やカタロλ 一部店今耐のほか、

パンダイのECサ イト「ブレミアムパンダイ」、逝販サイト「ファッションウォーカー」で販売
'I七

任オしのセーラー職士に変ユ才して、彼のことをエロかわいくおしおきしちゃうP
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あのスニ“力…が
′ウクトウザフューチャーP

ナイキ「エアマックス I」 を生み出し

たデザイナーであるテインカー タヽッ

トフイールトが、バワーレース(自動靴

ひも14節 授 能)搭載のスエーカーを

「20154:に披 鉾で きる」とItti=し た。

バワーレース付きスニーカーといえば、
「
吹・ 11「パ ック トゥ ザ フューチャー

■ヽ RTl」 に金鵜 したハ イテクシュー

ズ。足を入れると「シュッ!カ シャー

ン !」 というイt子帝と卜J時 に、絨んだ

シューレースが足のサイズに合わせ白

Ji),的 に縮まる。既に「ABC」 や「FO刈

11海 イト

==「^サ

イト1こ もIXり 上げ

られ、あるIこ者は同映面にと勃 してい

た宙に浮くスケポー「米パーボー悧 の

同時允光も基望していた。
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著者もマネ眈くな・るP
オシャレシエアカi集うサイト

シエアにフデーカスしたファッションス

ナップサイト「リアア,レ」に金勤するシエア

世代の男女力Iオ シャレ避ぎると符かなI缶

題になっている。レトロな歩,H気を報わせ

つつ、若者世代も共感できるファッション

アサ̀
多

い。「リアアル」を逃営するのは、普役

はサラリーマン点 :争 称「おばあちゃんっ
!劇 のマサとマリ。「おばあちゃ′v」 のイメー

ジを変えることで、若者世代が将来に歩

や希口1を感し、また年齢を■れることに

対するイメージをポジテイプに変えること

を目的にサイトをスタートしたという。サイ

トを見た人の中には、ツイッターで「美しき

おみ足」とコメントする人も。話題沸恥の

陰には、熟女アームの存れ:も あり?
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最強の鬼軍回と競う
ニュー′ヽランスのメガ鬼ごつこ

ニユーパランスは、幼い頓に誰も力̀

夢中になった鬼ごっこを大人に体狭し

てもらうイベント「NBメ ガ鬼ごっこ」を

5'J18日 (日 )に 開 1疵 する。公】っ
〔は西ェ(

ドーム、参

“

1人数は2000人という大引と

襖なもの。参加者のミッションはただ

ひとつ。 シドエー五恰の男子マラツシ

銀 メダリストのエリック ワイナイナ遺

手が半いろ蛾強鬼
'F側

「ニューパラン

ス鬼」から連げて通げて逃げまくるこ

とだ。九4tMに はビッグなシークレッ

トダストも予定されている。 まさにス

ボーツの原点といえら鬼ごっこ。 これ

をきっ力Ⅲけにしlり ,L力 Iれ
Iどf2020年 の

束万f五輸の正式狂日になるかも。
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て、塾経的
に狙彰アできるR録 を4っていう,声をかけるの
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て協彰している.
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