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DEAR BARBER®



DEAR BARBER
2020SS-COLLECTION

Stylist・・・・・ YOKOYAMA

coordinate ・・・ KOKYE

photo・・・・・・ SHI

model・・・・・ YAMASHITA
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こなれたクラシック
エフォートレス クラスシック

昨今、ラフさや着心地、動きやすさなどの見た目のみならず機能や素材でもより
カンファタブルが求められ、ヘアでもフェードやバーバースタイルの終わりの始
まりを感じさせる。
2020春夏DEAR BARBERは大人の渋さやクラシックでありながら、どこか抜け
感やこなれ感があるそんなオフィシャルスタイルを提案。
刈りすぎない、やりすぎない、頑張りすぎない
でもエレガントさや、清潔感は忘れない・・・。
そんな《大人のこなれ感》を…。

エ
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さらっとクラシック



03 DearBarber

◼カット 6500/ （DEAR BARBER）
◼パーマ 6000/ （DEAR BARBER）
◼ジャケット 29800/ （DEAR BARBER）
◼パンツ 14800/ （DEAR BARBER）
◼スタイリング 1500/ （ｺｽﾃｨﾝ /ﾜｯｸｽ）
◼シャツ 8000/ （阪急ﾒﾝｽﾞ館/ｺｯﾄﾝｼｬﾂ）
◼シューズ 2980/ （GU/ﾛｰﾌｧｰ)

(＊タイ・チーフ スタイリスト私物）

2020spring＆summer-Collection
Stylist・・・・YOKOYAMA
Model・・・・YAMASHITA

定番のグレースラックス
slacks pants

DEAR BARBERオリジナルのパター
ンを採用したウールスラックス。定番
グレーはビジネスにも重宝できる一着。
普段のビジネスシーンに少し明るめグ
レーで季節感を演出してみては？

パンツ14800～/

き
れ
い
を

遊
ぶと

い
う
こ
と…

PT
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隠れ花柄？？
麻100ネイビージャケット

リゾート感あるリネンのネイビーは、
ベーシックに季節感を与えこなれた一着
となるでしょう。
良く見ると小さな花柄のようなドットも
かくれ可愛いスタイル。定番のグレーｽﾗｯ
ｸｽとのジャケパンスタイルでも、一歩抜
けた大人の余裕が感じられるジャケット
です。

ジャケット24800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/83-333）

JK

http://jacket-factory.jp/ca1/242/p-r1-s/


DEAR BARBER
2 020SS-COLLECTION

Stylist・・・・・ KAWMURA

coordinate ・・・ KOKYE

photo・・・・・・ SHI

model・・・・・ UEjIMA
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DEAR BARBER
HOTEL LOYAL CLASSIC大阪

2020.3

spring & summer
- Effortless class chic -
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◼カット 6500/ （DEAR BARBER）
◼パーマ 6000/ （DEAR BARBER）
◼ジャケット 29800/ （DEAR BARBER）
◼パンツ 14800/ （DEAR BARBER）
◼スタイリング 1600/ （GW /ｼﾞｪﾙ）
◼シャツ 2990/ （UNIQLO/ｸｰﾙﾆｯﾄ）
◼ソックス 990/ （UNIQLO/ｶﾗｰｿｯｸｽ）

(＊タイ・シューズ スタイリスト私物）

茶チェックスラック
slacks pants

パープルのジャケットに合わせたの
はブラウンのチェック。着るだけで
お洒落に見えるブラウンチェックは
無地のジャケットに合わせてクール
に着こなしたい

パンツ14800～/（61-357 ）

PT

あやしさもまた
男の魅力になる…

07 DearBarber

2020spring＆summer-Collection
Stylist・・・・KAWAMURAA
Model・・・・・・・UEJIMA

http://jacket-factory.jp/ca1/7/p1-r1-s/


艶やかな無地パープル
魅惑のジャケット

カチッと決めたツヤのあるヘアスタ
イルに艶やかなパープルジャケット
の色気で他とは違うあやしい色気で
個性を誘う。魅惑のパープルは着る
だけでセクシーさと、どことなくあ
やしい色気が滲み出ます。

ジャケット24800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/72-236）

JK
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http://jacket-factory.jp/ca11/130/p-r11-s/
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DEAR BARBER
2020SS-COLLECTION

Stylist・・・・・ HORIKAWA

coordinate ・・・ KOKYE

photo・・・・・・ SHI

model・・・・・ HIRAO 

03
SS/

ジャケット モデル
Jacket model

大き目ラペルでクラシックは残し、芯やパットを極力使わな
いくたっと感と、きれいに絞られたウエストライン、カジュ
アルに着こなしやすいカッターウェイ、なで肩補正でより
ショルダーの丸みをいかし、釦位置を下げる事でＶゾーンを
広くリラックスなこなれ感。固すぎないエフォートレススタ
イル。

JK

パンツ モデル
pants model

2020SSよりリリースとなったdbモデルパンツ。英国調クラ
シックを感じさせるツープリーツに、ほどよく絞った裾の
テーパドライン。深めの股上とワイド帯にベルトレススタイ
ルはクラシックでありながらどこか新しい。

PT

進化する
DEAR BARBERモデル
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◼カット 6500/ （DEAR BARBER）
◼パーマ 6000/ （DEAR BARBER）
◼ジャケット 29800/ （DEAR BARBER）
◼パンツ 14800/ （DEAR BARBER）
◼スタイリング 2800/ （davines /ﾎﾟﾏｰﾄﾞ）
◼シャツ 7800/ （ﾒﾝｽﾞ館/ｺｯﾄﾝｼｬﾂ）
◼ソックス 990/ （UNIQLO/ｶﾗｰｿｯｸｽ）
◼シューズ 2980/ （GU/ﾛｰﾌｧｰ)

(＊タイ・スタイリスト私物）

白麻のスラックス
slacks pants

こなれ感のでる白のリネンジャケッ
トオフホワイトでどんなコーディ
ネートでも合わせやすく重宝致しま
す.

パンツ14800～/(83-336)

PT

茶×白が
紳士の春を
シックに仕上げる

11 DearBarber

2020spring＆summer-Collection
Stylist・・・・HORIKAWA
Model・・・・・・HIRAO

http://jacket-factory.jp/ca1/243/p-r1-s/
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千鳥柄のブラウン
×ベージュ ジャケット

ブラウンでも春らしいブラウンベー
ジュのジャケット。少し大き目な千
鳥柄がクラシック感を残し、遊び心
とクールさを演出しています。

ジャケット29800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ）

JK
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DEAR BARBER
2020SS-COLLECTION

Stylist・・・・・ YU-YA

coordinate ・・・ KOKYE

photo・・・・・・ SHI

model・・・・・ YOKOYAMA 
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纏
う
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◼カット 6500/ （DEAR BARBER）
◼パーマ 6000/ （DEAR BARBER）
◼春コート 39800/ （DEAR BARBER）
◼ジャケット 24800/ （DEAR BARBER）
◼パンツ 14800/ （DEAR BARBER）
◼アイウエア 12000/ （NEW./オーデン）
◼スタイリング 1800/ （ﾃﾞﾌﾟｽ /ﾜｯｸｽ）
◼シャツ 2990/ （UNIQLO/ﾎﾟﾛｼｬﾂ）
◼パンツ 5990/ （UNIQLO/ｳｰﾙｽﾗｯｸｽ）
◼シューズ 2980/ （GU/ﾛｰﾌｧｰ)

(＊タイ・スタイリスト私物）

スプリングコート
Spring coat

春色コートで軽く着こなす。芯、パッ
トをなくしたアンコンのステンカラー
コート。高級生地メーカー「ドーメ
ル｣でつくる春の遊び心。

コート 39800～/

CO

チョイダサが
かっこいい

2020spring＆summer-Collection
Stylist・・・・YAMASHITA

Model・・・・ YOKOYAMA
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ペイズリー柄
コットン100％ジャケット

ペイズリー柄で周りの視線を自分のものに！
柄がはっきりしているペイズリーでも、イン
ナーボトムスを無地で抑えることで大人っぽく
着こなす！子供の遊び心で、大人の着こなし。

ジャケット24800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/005AL-457）

JK

http://jacket-factory.jp/ca14/214/p-r-s/
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■SUN （NEW.）
JOYCE ジョイス 14,000/

ビンテージ感

フロントの裏側にメタルを
はさむことにより型くずれ
しにくいバックリムタイプ
のコンビネーションフレー
ム。透明感あるピンクブラ
ウンのフレームとライトな
ブルーグラスがビンテージ
感を演出。

パーマを活かしハーフドライで

タオルで水分を取り根元を中心にボリュームを
出すように軽くドライ。サイドはタイトに寝か
しワックスを毛先を中心にもみこみざっくり7：
3にかきあげフロントをスプレーでホールド！

■ コスティン ハードワックス 1,500/

このヘアにはこのスタイリング！

01
ウエブオーバー/
セクシーかつクラシック

やや長めの前髪にウエーブをプラス。耳
回りからネープはシークレットツーブ
ロックで大人な清潔感。サイドのみタイ
トに押さえつけ、残りはウエーブを生か
したセクシーなかきあげバック。

カットコース+パーマ
90分～ 11,000円～
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■optical （NEW.)
THORPE ソープ 15,000 /

コームでタイトに決めよう！

コームで7：3に目じりからつむじに向けて分け
サイドとハチをジェルでしっかり押さえよう！
フロントを持ち上げるように動きを出せばOK

■ GW ハードライナー 1,600/

このヘアにはこのスタイリング！

02
コームオーバー/

クールかつクラシック

フォーマルなバック。耳回りネープを
シークレットツーブロックで大人な清潔
感！タイトさとトップのラフさがポイン
トなクラシックスタイル！くせ毛風パー
マでよりセクシーに仕上げてもGOOD！

カットコース+パーマ
90分～ 11,000円～

ダンディー！

フロントの裏側にメタ
ルをはさむことにより
型くづれしにくいバッ
クリムタイプのコンビ
ネーションフレーム。
「ジョイス」より男性
的によりダンディーな
仕様！



■optical （NEW.)
THORPE ソープ 15,000 /

03
ダウンバンク/
バーバーかつクラシック

ショートスタイルの定番ダウンバンク。
サイドは実はツーブロック。３㎜からの
フェードで繋ぎをナチュラルに仕上げハ
チのボリュームをコントロール。短めラ
ウンドバングがキモ！薄毛カバーには
もってこいです！

カットコース
40分～ 5,000円～

19 DearBarber

オールフロントに乾かそう！

後から前にドライヤで乾かし、ポマードを全体
にすりこんで散らすだけ！前髪にスタイリング
剤をつけすぎないよう気を付けて！

■ ダビネス フレッド 2,800/

このヘアにはこのスタイリング！

肌なじみグッド！

バックリムタイプ。ダン
ディーなフレームにキャラ
メルカラーが肌なじみがよ
い。派手じゃないけどアク
ティブにもビジネスにもお
洒落に決めれます！



04
アップバンク/

ポップかつクラシック

ハイラインでのツーブロックで絶壁カ
バー。フェードスタイルのシャープさと
モヒカンラインを短くすることで楽に髪
を立ち上げたポップかつクラシックな
アップバンク。どんなアレンジにも対応
するスタイルです。

カットコース
40分～ 5,000円～

■optical （NEW.)
AVDEN オーデン 12,000 /

ザックリ感がキモ！

ハチ周りはフロントにむけて、モヒカンライン
から前髪にかけては持ち上げるように乾かしま
す。ワックスをすりこみ、手ぐしでざっくりと
かき上げてホールド！

ネオCLASSIC！

天地はばを極端に抑えること
により、単にクラシックでは
ない新鮮なスタイルに仕上
がったコンビネーションフ
レーム！かけるだけで知的で
CLASSICな印象に！

■ デプス マットワックス 1,800/

このヘアにはこのスタイリング！

DearBarber 20



DEAR BARBER オリジナル！クラシックなトレンドをとりいれ、
素材をコントロールすることでカジュアルプライスを実現。数
本持ち合せて服装に合わせて目元をコーディネートしましょう。

■ DEAR BARBER ￥3,200～

"new."は本物志向のモダンアイウェアを追求するブランド。ハイ
クオリティーでありながらリーズナブル。ダンディースタイル
との相性もバツグンです！

■ NEW. ￥12,000～

ハイブリット リーディング グラス。分かりやすく言うと「老眼
鏡には見えない！」老眼鏡！見た目も老眼鏡に見えない、年寄
り臭くならない大人待望のオシャレ老眼鏡！

■ DON’T PANIC ￥8,800～

Eye wear series
ダンディースタイルにあうアイウェアをご用意。
DEAR BARBERオリジナルからセレクトブラン
ドまで取り揃えております。

ジャケットのある生活Ｊ

厳選したアイテムを取り扱う
公式WEBストア。

オフィシャル ウェブストアW

21 DearBarber
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オリジナル「Dコーム」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。専用ケース付きでカ
バンに常備可能！

Dコーム ￥2,400

C

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）

DEAR BARBERから、オリジ
ナルスタイリング剤が登場。
第一弾はオフィシャルクラ
シックスタイルにはなくては
ならない「ジェル」！
・固まるまでの程よい時間。
・セットしやすい伸びと粘り
・長時間キープのホールド力
・さっと流せる水溶性
・クラシックな大人の香り

８月上旬リリース！

オリジナルスタイリングジェルgダンディーライフ Dコーム

長年なんばの街で愛されてきた「新歌舞伎座」の意匠を継承
した、ホテルロイヤルクラシック大阪。
その最上階（20F）に設けられた大阪東面の夜景を一望でき
るバーラウンジ雲雲（くもくも）。大切な人とのひとときを
過ごす、新しいスポットになります。地上100mの高さから
望む宝石をちりばめたような夜景は圧巻の美しさ。うれしい
18：00からの営業も難波で買い物のあと軽く一杯、マジック
アワーを感じながら大人のさりげないデートにも重宝できそ
うです！

ご予約 TEL 06-6633-0052 
営業時間 18:00～24:00

紳士のスポット
ホテル ロイヤルクラシック大阪 20F 「バーラウンジ 雲雲」



DEAR BARBER 2020SS-COLLECTION

MODEL
Yuya Yamashita Yoshiya Uejima Akitoshi Hirao Masatoyo Yokoyama 

STAFF
Miko Kitamura Yoshiya Uejima Mamoru Masuda Masatoyo Yokoyama 
Takasi Sakamoto Kazuki Hiyama Yuya Yamashita 
Taketo Horikawa Akitoshi Hirao Kaito Wada Mia Ozawa

COORDINATOR
KOKYE

PHOTO
SHI

ASSISTANT MANAGER
Takasi Sakamoto

DESIGNER
Yuya Yamashita 

CHIEF MANAGER
Hiroki Kawamura

撮影地

ホテル ロイヤルクラシック大阪
〒542-0076 大阪市中央区難波4-3-3
https://hotel-royalclassic.jp

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☎06-6777-7705
●広告掲載に関するお問合せ 担当川村☎06-6777-7705
●在庫に関するお問合せ 担当増田☎06-6777-8467

DEAR BARBER®
LOOK BOOK

DEAR BARBER 北浜店
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 2F
■TEL 06-6575-7565
■営業時間 平日13：00-21：00 日祝10：00-17：00
■定休日 毎週月曜日 / 第3日曜日
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DEAR BARBER 上本町本店
〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町1-28 2F
■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

ディアバーバー

https://dear-
barber.com/
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