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白を制する者は  

夏を制する！ 

 

    Dear Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ HIRAO 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・SAKAMOTO 

01 
SS/ 

   リゾート的 クラシック 
   resort CLASSIC 
 
もてる男ほど遊ぶのがうまい！大人のリゾート感あるスタ
イルで非日常を日常のように楽しむ姿がキモ。大人の遊び
場は全てがラグジュアリーであり、そんあアクティビティ
ーにさらりと羽織るホワイト×ブルーストライプのシルク
のジャケット。刈り上げない決めすぎないちょい無造作に
かき上げたヘアは夏を愉しむ大人のスタイル。 

リ 

01 DearBarber DearBarber 02 



白を制する者は  

夏を制する！ 

 

    Dear 
Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ HIRAO 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・SAKAMOTO 

01 
SS/ 

   リゾート的 クラシック 
   resort CLASSIC 
 
もてる男ほど遊ぶのがうまい！大人のリゾート感あるスタ
イルで非日常を日常のように楽しむ姿がキモ。大人の遊び
場は全てがラグジュアリーであり、そんあアクティビティ
ーにさらりと羽織るホワイト×ブルーストライプのシルク
のジャケット。刈り上げない決めすぎないちょい無造作に
かき上げたヘアは夏を愉しむ大人のスタイル。 

リ 

01 DearBarber DearBarber 02 



大胆にして涼しげ… 

03 DearBarber 

カット 6200/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/115L-2012） 
ジレ  14800/ （SPENCE/74-116） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ジェル） 
アイウェア 3200/ （DEAR BARBER/ｼﾞｮﾝ） 
シャツ 2990/ （UNIQLO/ﾃﾞﾆﾑｼｬﾂ） 
パンツ 2990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝﾊﾟﾝﾂ） 
シューズ  2980/ （GU) 
(＊スカーフ・小物・スタイリスト私物） 

ブルー×白を基調としたスタイルはまさ
に春夏にぴったりな清涼感あるスタイリ
ング！デニムシャツと首下にはネクラタ
イのようにバンダナを巻いたスタイルは
今年注目です 

2019spring＆summer-Collection 

Stylist・・・・HIRAO 

Model・・SAKAMOTO 



   ブルー×ホワイト 
   シルク100の春夏モード    
 
繊細な高級シルク生地を100％使ったジャケッ
ト。リゾート感あるクラシックカジュアル！
！男が愛すべき色気あるシルクジャケットは
なによりもエレガントだ。 
 

■ジャケット オーダー29800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/115L-2012）

  

JK 

DearBarber 04 

■SUN （NEW.）  
-CARAVAN- C1 12,000/ 

■optical（DEAR BARBER.）  
-JOHN- C1 3,200/ 男性的で 

オシャレな印象に！ 
 

ウェリントン型。顔に緊
張感がでます！！ほどよ
くカラーが入って夏場に
はもってこい。どんな顔
型に似合うのもウェリン
トンの魅力。 



 

    Dear Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ SAKAMOTO 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ MASUDA 

02 
SS/ 遊び上手は  

ｼﾞｬｹｯﾄ上手！ 

   春を愉しむ 
   spring  
 
春を愉しんでいるように見えるファッション。無
造作にカーリングしたヘアー。可愛げでありなが
ら、どこかロマンテック。年をとっても生き様を
優しく包んでくれるのは、リラックスしながらも
リッチさを失わない趣です。大人の遊び場はそも
そもラグジュアリー。遊びの達人はジャケットで
！恥をかくのはアナタより彼女だから。 

春 



 

    Dear 
Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ SAKAMOTO 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ MASUDA 

02 
SS/ 遊び上手は  

ｼﾞｬｹｯﾄ上手！ 

   春を愉しむ 
   spring  
 
春を愉しんでいるように見えるファッション。無
造作にカーリングしたヘアー。可愛げでありなが
ら、どこかロマンテック。年をとっても生き様を
優しく包んでくれるのは、リラックスしながらも
リッチさを失わない趣です。大人の遊び場はそも
そもラグジュアリー。遊びの達人はジャケットで
！恥をかくのはアナタより彼女だから。 

春 



「春色」で華やかに際立つ 

2019spring＆summer-Collection 

Stylist・・・SAKAMOTO 

Model・・・・MASUDA 

07 DearBarber 

カット 6200/ （DEAR BARBER） 
パーマ   6000/ （DEAR BARBER ） 
ジャケット 24800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/114L-2002） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ﾏｯﾄﾜｯｸｽ） 
アイウェア 4200/ （DEAR BARBER/ﾏﾙｺﾑ） 
シャツ 2980/ （UNIQLO) 
パンツ 19800/ （DEAR BARBER /ｶﾉﾆｺ） 
シューズ  2980/ （ｺﾝﾊﾞｰｽ/) 
(＊スカーフ・スタイリスト私物） 

春らしいジャケットを着用した遊び心ある
大人のスタイル。バーズアイのピンクジャ
ケットと同系色のバンダナとサングラスで
まとめたスタイルは上級者！足元には抜け
あるローテクスニーカーで季節感を演出。
周りの色目を抑えた大人のピンクコーデ。 



■optical （ NEW. ） 
-BEHAN- C1 12,000/ 

   ピンク×ホワイトの 
   バーズアイジャケット       
 
バーズアイ（ドット柄）で春夏らしいカラ
ーのジャケット。定番ベージュチノパンと
合わせるだけでも鮮度がグッとアップしま
す。ピンクを制する者は女子心を制すると
まで言われるほど女子ウケ間違いなし。ピ
ンク×ホワイトで落ち着いたトーンな為、
大人でも抵抗なく着る事が可能。 
 

ジャケット オーダー24800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/114L-2002）

  

JK 

DearBarber 08 

■SUN  （DEAR BARBER.）  
-Malcolm-  C3  4,200/ 

べっ甲調で 
こなれた印象に！ 
 

サングラスのボストンタイ
プ。べっ甲フレームにうっ
すら同系色が全体を上手に
まとめてくれます。 



01 

Localita/ロカリタ 

ドライな質感のクラシックスタイル 
 

セイムレイヤーでフロントを長め。重めの質感を残しながらもサイドネープはスッキリ。 
刈り込まないが耳をしっかり出す。9：1から流すように分ける 

 

■ヘアメニュー： クラシカルコース 6,200/ 

  

    

     スタリング 
     Styling 
 

ジェルを親指大の量を手に取り
後ろから前に全体に馴染ませ
た後､荒めのコームで9：1に分
けリバースに流す。前髪の部分
だけ少し立ち上がりをつけるよ
うにコームで立ち上げつなぎ
目を馴染ませる。 
 
 
 
 
 
 
 
■使用スタイリング剤  
デプス スタイルジェル 1,800/ 

ス 

09 DearBarber 
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      スタリング 
      Styling 
 

ウェーブをつぶさないようにリ
バース気味にハーフドライ後、
ソフトワックスを全体になじませ
自然乾燥で無造作感を出す。
根本にハードスプレーでボリュ
ーム感をつくる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■使用スタイリング剤  
デプス ソフトワックス 1,800/ 

ス 

02 

Murow/ムロウ 

キメ過ぎない大人ウェーブスタイル 
 

セイムレイヤー。サイドのみ2ブロッ。ク裾は刈り込まない。 
全体に19㎜ロッドでパーパスウェーブ施術。軽快さを感じさせるパーマスタイル。 

 
■ヘアメニュー： クラシカルコース 6,200/ 

 クリープパーマ  6,000/ 

    

DearBarber 10 



 

    Dear Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YAMASHITA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ HIRAO 

03 
SS/ 

 

遊
び
心
も
忘
れ
な
い 

  

正
統
派
と
い
う
魅
せ
方 

 

   クラシック 
   Classic 
 

カシュアルではない！それ
は正統派=クラシックな装い
。クラシックを日常に、非
日常を日常のように楽しむ
、そんなスタイルが大人の
愉しみ方であり魅せ方。 
日常にほんの少しクラシッ
クを取り入れてみよう。あ
らゆる場所で正統派という
魅せ方を愉しむ。そんなダ
ンディーライフ。 

ク 



 

    Dear Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YAMASHITA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ HIRAO 

SS/ 

 
遊
び
心
も
忘
れ
な
い 

  

正
統
派
と
い
う
魅
せ
方 

 

   クラシック 
   Classic 
 

カシュアルではない！それ
は正統派=クラシックな装い
。クラシックを日常に、非
日常を日常のように楽しむ
、そんなスタイルが大人の
愉しみ方であり魅せ方。 
日常にほんの少しクラシッ
クを取り入れてみよう。あ
らゆる場所で正統派という
魅せ方を愉しむ。そんなダ
ンディーライフ。 

ク 



無口なオヤジの 

自分なりのスタイル 

13 DearBarber 

カット 6200/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/126L-2706） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ﾏｯﾄﾜｯｸｽ） 
アイウェア 3200/ （DEAR BARBER/ﾀﾞﾝﾋﾙ） 
パンツ 2990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝﾊﾟﾝﾂ） 
シューズ  2980/ （GU) 
(＊スカーフ・小物・シャツ・スタイリスト私物） 

ジャケットパンツのまさにお手本なる大人
のスタイリング！！全体的にペールトーン
でまとめた春夏らしいコーディネート！コ
ンビネーションのアイウエアで顔色も明る
くなるできる男に。素材感も麻を使用し、
上手に外して、紳士だけれど、遊びも忘れ
ていません。 

2019spring＆summer-Collection 

Stylist・・YAMASHITA 

Model・・・・HIRAO 



   シルク×リネンの 
   ブルージャケット    
 
シルク70％にリネン30％のラグジュアリ
ー感にネップ感もあるクラシカルな印象
も持つジャケット。さりげないサックス
ブルーの格子柄はお洒落でもあり春夏ら
しい季節感を演出。 
 

ジャケットオーダー29800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/126L-2706） 

  

JK 

DearBarber 14 

■optical （ NEW.） 
-BEHAN- C3  13,000/ 

■SUN  （NEW.）  
 -ACE- 12,000/ 

パイロットゴーグルをイメージしたクラウンパントタ
イプ。露骨なイメージとメタルの繊細なイメージを合
わせたコンビネーション。ブルーレンズとクリアフレ
ームは夏らしいカラーリング。 



 

    Dear Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YAMASHITA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ UEJIMA 

04 
SS/ 

 
 
 

   クラシック カジュアル 
   Classic casual 
 

くせ毛もツヤ感とデコ見せで、セクシーかつエレガント
にまとめたヘアーが、日常から着こなしているかのよう
に余裕すら感じる紺ダブルに白パンはまさにクラシック
カジュアルの王道。リッチな男らしさ薫る淡いピンクシ
ャツは、原点回帰なクラシックに遊び心が漂う。 

ク 

王道できめる。 

大人のクラカジ！ 

15 DearBarber DearBarber 16 



 

    Dear 
Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YAMASHITA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ UEJIMA 

04 
SS/ 

 
 
 

   クラシック カジュアル 
   Classic casual 
 

くせ毛もツヤ感とデコ見せで、セクシーかつエレガント
にまとめたヘアーが、日常から着こなしているかのよう
に余裕すら感じる紺ダブルに白パンはまさにクラシック
カジュアルの王道。リッチな男らしさ薫る淡いピンクシ
ャツは、原点回帰なクラシックに遊び心が漂う。 

ク 

王道できめる。 

大人のクラカジ！ 

15 DearBarber DearBarber 16 



軽やかにしてクラシカル 

17 DearBarber 

カット 6200/ （DEAR BARBER） 
パーマ 6000/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （E.ｾﾞﾆｱ/125E-2613） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ﾏｯﾄﾜｯｸｽ） 
パンツ 2990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝﾊﾟﾝﾂ） 
(＊タイ・シャツ・チーフ・小物・スタイリスト私物） 

クラシックカジュアルのまさに王道！！ 
ダブルのジャケットは重たくならないよう
に白パンでまとめる。シャツにはリネンの
淡いピンクのパステルカラーを使用し、ネ
クタイにはニットタイで軽く仕上げたスタ
イル！！紳士の遊び心ある春らしいコーデ。 

2019spring＆summer-Collection 

Stylist・・YAMASHITA 

Model・・・・UEJIMA 



■optical （ NEW. ） 
-Bill-  C3  12,000/ 

   一流ブランド「ゼニア」 
   リネン100のW紺ジャケ    
 
一流ブランド力を持つ「ゼニア」で仕立てる
最高級品質のジャケット。ブルー×ブラウン
のウィンドペン柄はもはや定番でお洒落感あ
るジャケットを今風ダブル仕立てで。 
 

■ジャケット オーダー29800～/（E.ｾﾞﾆｱ/125E-2613） 

  

JK 

DearBarber 18 

■optical （ NEW. ） 
-Sanders- C3  12,000/ 厚みのある 

重厚なフレーム！ 
 

肉厚フレームが特徴なウ
ェリントンタイプ。Cool
かつインテリジェンス。
フロントのビンテージ装
飾が男心をくすぐります
。 



      スタリング 
      Styling 
 

ドライ時に根元を起こしながら
乾かす。ソフトワックスを小指大
取り手に馴染ませ緩やかに動
きをつける。ハードスプレーで
固める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■使用スタイリング剤  
ゴールドウェル スプレー 1,600/ 

ス 

03 

Ｓportivo/スポルティーボ 

大人のカジュアルスポーツ刈り 
 

サイドは6ミリからの刈り上げバックは9ミリからの柔らかい刈り上げトップはセイムレイヤー。 
毛先はチョップカットで束感を強調する。 

 

■ヘアメニュー： クラシカルコース 6,200/ 

  

    

19 DearBarber 
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      スタリング 
      Styling 
 

ウェーブをつぶさないようにリ
バース気味にハーフドライ後、
ソフトワックスを全体になじませ
自然乾燥で無造作感を出す。
根本にハードスプレーでボリュ
ーム感をつくる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■使用スタイリング剤  
デプス ソフトワックス 1,800/ 

ス 

04 

Booktree/ブックツリー 

カールで遊ぶ8：2のクラシック 
 

サイドを２ブロックにしてトップは長めに残した8：2スタイル。バックでなくややサイドに流しつけ毛
先を遊ばせる大人の貫禄とオシャレを演出。くせっ毛の方は癖をいかしてもグッド。 

 
■ヘアメニュー： クラシカルコース 6,200/ 

 クリープパーマ  6,000/ 

    

DearBarber 20 



黒綿で感じさせる 

余裕大人スーツ 
 
 
 

   ブラック スーツ 
   BLACK SUIT  
 
大人の余裕は見た目から滲み出る。フォーマルな黒でも堅苦しくない
。ただ色気を忘れないのがダンディライフ。あえてデコ魅せしない英
国風くせ毛スタイルは抜け感を与え、スーツスタイルにこなれ感と余
裕を感じさせる。 

ブ 

05 suit 
 

    Dear Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YAMASHITA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・YOKOYAMA 

SS/ 

21 DearBarber DearBarber 22 



黒綿で感じさせる 

余裕大人スーツ 
 
 
 

   ブラック スーツ 
   BLACK SUIT  
 
大人の余裕は見た目から滲み出る。フォーマルな黒でも堅苦しくない
。ただ色気を忘れないのがダンディライフ。あえてデコ魅せしない英
国風くせ毛スタイルは抜け感を与え、スーツスタイルにこなれ感と余
裕を感じさせる。 

ブ 

05 suit 
 

    Dear 
Barber 
    2019SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YAMASHITA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・YOKOYAMA 

SS/ 

21 DearBarber DearBarber 22 



軽やか仕立てが色っぽい 

カット 6200/ （DEAR BARBER） 
パーマ 6000/ （DEAR BARBER） 
スーツ   69800/ （sondorio/135ZS-339） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ﾏｯﾄﾜｯｸｽ） 
アイウェア 4200/ （DEAR BARBER/Holmès） 
(＊タイ・シャツ・チーフ・スタイリスト私物） 

23 DearBarber 

クレリクックシャツに、桜の小紋柄のタ
イは春らしい季節を感じさせ、ストレッ
チ性のあるブラックコットンはこなれた
リラックス感が程よい遊び心を効かせる
。そんな大人のブラックスーツ！ 

2019spring＆summer-Collection 

Stylist・・YAMASHITA 

Model・・・・YOKOYAMA 



   ブラックコットンの 
   ストレッチスーツ    
 
グラマラスなワイドラペル。ちょいゆるの
プリーツテーパードはノンベルトのアジャ
スター仕様。軽やかアンコンのコットンス
トレッチはグラマラスでありながら動きや
すいリラックスカジュアルなスーツ。 
 

■スーツ 69800/ （sondorio/135ZS-339）

  

ブ 

DearBarber 24 

■optical（DEAR BARBER.）  
-Holmès- C1  4,200/ 

■SUN  （DEAR BARBER.）  
 -Carter- C1 4,200/ 

トレンドな 
ウェリントン型！ 
 

ウエリントンタイプのサ
ングラスはこれからのト
レンド。レンズのカラー
を全体的な雰囲気に合わ
せシックでラグジュアリ
ー印象に 



05 

Newt/ニュート 

英国人のくせ毛風パーマ。 
 

サイドネープを15㎜以上でナチュラルに刈り込んだトップ重めのマッシュライン。、 
前髪も含め無造作なスパイラルパーマでくせ毛風に。 

■ヘアメニュー： クラシカルコース  6,200 
 クリープパーマ  6,000 

 

      スタリング 
      Styling 
 

ジェルを親指大の量を全体に
馴染ませた後､荒めのコームで
7：3に分ける。前髪の部分だけ
少し立ち上がりをつけるように
コームで立ち上げつなぎ目を
馴染ませる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■スタイリング剤  
ダビネス ブルーノ 2100/ 

ス 

25 DearBarber 

    

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifmMCm7fvdAhUDErwKHRgiC0MQjRx6BAgBEAU&url=http://davines.co.jp/shop/moreinside/moreinsidebruno/g/g87013/&psig=AOvVaw1R5XDRzG09JU8ruqf0NJTV&ust=1539260210039482


 

 
 
DEAR BARBERのオリジナルアイテム
から、厳選したアイテムまでを取り扱う
DEAR BARBERの公式WEBストア。 
 

DearBarber 26 

   D comb      
   ディーコーム 
 
 

オリジナルの「Dコーム」が登場。Dコームとは目が
通常より大きくすき間があり、束感やボリューム、毛
流れを「決めすぎず！ラフすぎず！」いい塩梅で
創りだすことのできるコーム。 

 
 
 
 

 
■オリジナルコーム ￥2,400 

専用ケース付 
 

C    セミセルフオーダー      
    ジャケットのある生活 
 
 

セミセルフで簡単に、あなたの好みのサイズ、好み
の生地、好みのデザインでラグジュアリーなジャケッ
トがオーダーます。19,800円～ 
 
 
2018秋冬コレクションはこちら▸ 

Ｊ 

30代からの 
大人紳士のためのシャンプー 
 
DEAR BARBERが大人の男性の為に開発したエチケットシャンプー
。毛穴の汚れ、臭い、ボリュームダウン等の悩みに対して創り
だされたシャンプーは、香りもこだわり大人の女性を不愉快に
させないように3種類のアロマを配合しました。購入は以下販売
店またはWEBから。 
 
 
 

500ml   3600円（ポンプ） 
500ml   3200円（詰替え） 
2000ml 1万1000円（詰替え） 

OFFICIAL WEB STORE 
オフィシャル ウエブストア 

WS 
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DEAR BARBER STAFF 
yokoyama akitoyo 
masuda mamoru 
Uezima yoshiya 
 

DEA BARBER CASUAL STAFF 
sakamoto takayoshi 
horikawa taketo 
hirao akitoshi 
Konegawa miyoko 
 

MANAGER 
kawamura hiroki 
 
DESIGNER 
yamashita yuya 
 

COORDINATOR 
KOKYE 
 

PHOTO 
SHI 
 

発行/株式会社dbqp.co 
〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町1-28 3F 
●記事に関するお問合せ 担当川村☎06-6777-8467 
●広告掲載に関するお問合せ 担当川村☎06-6777-8467 
●在庫に関するお問合せ 担当増田☎06-6777-8467 
 

Dear Barber® 
LOOK BOOK

 
 
 

Dear Barber 
〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町1-28 2F 
■HP    http://dear-barber.com/ 
■TEL    06-6777-8467 
■営業時間 平日12：00-20：00 日祝 10：00-17：00 
■定休日  毎週月曜日 / 第3日曜日 
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     ディアバーバー 
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