
Dear Barber® 

 
 
 
 

 

 「やりすぎない、余裕さ｡」 
 

DEAR BARBER、2018春夏コレクション 
 

テーマは 
リゾート・リラックス・クラシック... 

 
極端なフェード（刈上げ）や、 

メリハリ感の強いツーブロックは 
大人の男は選ばない・・・。 

 
やりすぎない余裕さ 

シーンにおいての演出。 
 

大人の男は 
ラグジュアリーもさりげない・・・ 

 
カットラインはワンライン。 

スタイリングによって 
３wayで遊ぶ春夏スタイル。 

 
ぜひ愉しんでください。 

LOOK BOOK 



 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・TAKETO 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

01 
SS/ 

classic 
仕事帰りに、大人の社交場へ 

 
 
 

   クラシックスタイル 
   Classic Style ...  

 
 クラシックと言えば英国。クラシックすぎないクラシック
が大人のこなれ感を演出。 
 英国調の千鳥柄にシアサッカー生地ジャケット、粗めの
コームでざっくりバックに流した前髪。そこに英国紳士を思
わせるクラシックなハ-フメタルの眼鏡はやはり王道！ 
 ネクタイ、ジレもモノトーンにまとめ、クラシックスタイ
ルをグンとおしゃれに引き締めてくれます。 
 
■ヘアスタイル グロスリバース 

 
 
 
 
 
   夏の定番、シアサッカー生地    
   Seersucker 
 
 夏の定番シアサッカー地は軽くて涼しい暑い季節で最も快
適さを提供してくれる。表面が凹凸とし、軽く涼しく楽チン
な伸びるシアサッカー。固いイメージの英国千鳥柄も軽やか
にくずしてくれます。芯地やパットを省き、軽量化したこの
デザインでさらりと羽織れる正解ジャケットです。 
 
■ジャケット  3万3800円（*73-875） 

 

ク 

夏 



 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・TAKETO 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

01 
SS/ 

classic 
仕事帰りに、大人の社交場へ 

 
 
 

   クラシックスタイル 
   Classic Style ...  

 
 クラシックと言えば英国。クラシックすぎないクラシック
が大人のこなれ感を演出。 
 英国調の千鳥柄にシアサッカー生地ジャケット、粗めの
コームでざっくりバックに流した前髪。そこに英国紳士を思
わせるクラシックなハ-フメタルの眼鏡はやはり王道！ 
 ネクタイ、ジレもモノトーンにまとめ、クラシックスタイ
ルをグンとおしゃれに引き締めてくれます。 

 
 
 
 
 
 
   夏の定番、シアサッカー生地    
   Seersucker 
 
 夏の定番シアサッカー地は軽くて涼しい暑い季節で最も快
適さを提供してくれる。表面が凹凸とし、軽く涼しく楽チン
な伸びるシアサッカー。固いイメージの英国千鳥柄も軽やか
にくずしてくれます。 
 芯地やパットを省き、軽量化したこのデザインでさらりと
羽織れる正解ジャケットです。 

ク 

夏 



      スタリング 
      Styling 
 

軽く7：3に分けながらドライをし、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
るようコームで立ち上げつなぎ目を馴染ま
せれば完成。 
 
■スタイリング剤  
/ ダビネス モアインサイト ブルーノ 2100円 

 

ス 

普段なんとはなしに行なっている   

所作に色気は宿る。 



どこかフォーマルな 
     モノトーンコーデ 
 
 ヘアスタイル グロスリバース 
 カット      6200円（*クラシカルコース） 
 ハードジェル   2100円（ダビネス/ブルーノ）  
 ジャケット  3万3800円（*73-875） 
 ジレ     1万7200円（*74-116） 
 眼鏡       2990円（*5016-1） 
（*すべてDEAR BARBER オリジナル） 
＊シャツ・タイ・チーフ・パンツ スタイリスト私物 



02 

 
 
 

   リゾートスタイル 
   Resort Style ...  

 
今年の夏はリゾート感のあるスタイルで非日常を日常のように楽しむ
姿がキモ。大人の遊び場はすべてがラグジュアリーであり、そんなア
クティビテーにはさらりと羽織る白リネンのジャケット！そして無造
作にかき上げ決めたヘアがぴったりです。アクセントにブルーのス
カーフを巻けば海を連想させる大人のリゾートスタイル！ 
 
■ヘアスタイル アップバング 

 
 
 
 
   アイリッシュリネンと言えばスペンスブライソン 
   SPENCE BRYSON 
 
夏場に欠かせない白のジャケット地はSPENCE BRYSON社（スペンスブ
ライソン）のアイリッシュリネン！美しい光沢感や優しい肌触りから
世界最高の高級リネンの代名詞であり多くのヨーロッパ貴族たちに愛
されたその高い品質から英国王室御用達の勅許も受けています。 
 
世界最高の高級リネンで仕立てるジャケット。リネンとは思えないそ
の柔かさラグジュアリーな大人にはもってこいではないでしょうか！ 

 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・TAKETO 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

リ 

SS/ 

ス 

resort 

非日常を 
日常のように楽しむ 



02 

 
 
 

   リゾートスタイル 
   Resort Style ...  

 
今年の夏はリゾート感のあるスタイルで非日常を日常のように楽し
む姿がキモ。大人の遊び場はすべてがラグジュアリーであり、そん
なアクティビテーにはさらりと羽織る白リネンのジャケット！そし
て無造作にかき上げ決めたヘアがぴったりです。アクセントにブ
ルーのスカーフを巻けば海を連想させる大人のリゾートスタイル！ 

 
 
 
   アイリッシュリネンと言えばスペンスブライソン 
   SPENCE BRYSON 
 
夏場に欠かせない白のジャケット地はSPENCE BRYSON社（スペンス
ブライソン）のアイリッシュリネン！美しい光沢感や優しい肌触り
から世界最高の高級リネンの代名詞であり多くのヨーロッパ貴族た
ちに愛されたその高い品質から英国王室御用達の勅許も受けていま
す。 
 
世界最高の高級リネンで仕立てるジャケット。リネンとは思えない
その柔かさラグジュアリーな大人にはもってこいではないでしょう
か！ 

 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・TAKETO 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

リ 

SS/ 

ス 

resort 

非日常を 
日常のように楽しむ 



      スタリング 
      Styling 
 

ワックスを親指大取り手によく伸ばし髪の毛
全体に馴染ませる。ざっくり7:3に分けトップ
やサイドはラフに動かしながらリバースに流
す。最後に前髪を立ち上げる。 
 
■スタイリング剤 
/コスティンシリーズ ハードワックス1500円 

ス 

見た目は凛々しくエレガントながらも   

いつもの事のように楽しんでいる 



大人のアクティビテーを 
日常に見せる余裕の着こなし 
 
 
 ヘアスタイル 7：3アップバング 
 カット      6200円（クラシカルコース） 
 ハードワックス  1500円（コスティン）  
 ジャケット  4万1300円（*74-116） 
 ジレ     1万7400円（*74-116） 
（*すべてDEAR BARBER） 
＊シャツ・タイ・チーフ・パンツ スタイリスト私物 



 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・TAKETO 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

03 
SS/ 

relax 

 
 
 

   リラックススタイル 
   Relax Style ...  

 

 休日、ゆっくりしたけどお洒落には気を付けたいとこ
ろ・・・。 
 洗いざらしのようなフルバングのヘアスタイルにクタッ
と感の麻のジャケットにデニムシャツを合わせて、ただ羽
織るだけじゃなくカジュアルとは違うキレイ目感を維持で
きる「リラックス」スタイルへ。 
 春らしくホワイトパンツやスカーフ等の小物を活用して
程よい大人の遊び心を帰させる、そんな大人の休日。 
 
 
   着こむほどに味わいが増す麻ジャケ    
   LINEN 
 
イタリアのリネン生地。まだまだ外せないチェック柄に紺
とグリーンの配色は、控えめで知的な大人の余裕を感じま
す。チョット上級者向けの柄をさらりと着こなした1着。 
使えば使うほど味が出る麻にはデニム調のジレで綺麗目を
キープ。 

リ 

着 

春を楽しむ 

おとなリラックス 



 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・TAKETO 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

03 
SS/ 

relax 

 
 

   リラックススタイル 
   Relax Style ...  

 
 休日、ゆっくりしたけどお洒落には気を付けたいところ・・・。洗
いざらしのようなフルバングのヘアスタイルにクタッと感の麻のジャ
ケットにデニムシャツを合わせて、ただ羽織るだけじゃなくカジュア
ルとは違うキレイ目感を維持できる「リラックス」スタイルへ。 
 春らしくホワイトパンツやスカーフ等の小物を活用して程よい大人
の遊び心を帰させる、そんな大人の休日。 
 
■ヘアスタイル スマートマッシュ 

 
 
 
   着こむほどに味わいが増す麻ジャケ    
   LINEN JACKET 
 
 イタリアのリネン生地。まだまだ外せないチェック柄に紺とグリー
ンの配色は、控えめで知的な大人の余裕を感じます。チョット上級者
向けの柄をさらりと着こなした1着。 
使えば使うほど味が出る麻にはデニム調のジレで綺麗目をキープ。 
 
■ジャケット  3万3800円（*73-814） 

 

リ 

着 

春を楽しむ 

おとなリラックス 



      スタリング 
      Styling 
 

ドライ時に根元を起こしながらパートが付かな
いようにフォワードに乾かす。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。 
 
■使用スタイリング剤 
/SHU UEMURA コトンウズ 5000円 

ス 

いつもこんな遊びをしているかのよう 

ゆるく、エレガントに。  



ツーピースのジャケジレを 
    リラックスムードで。 
 
 ヘアスタイル スマートマッシュ 
 カット      6200円（クラシカルコース） 
 ハードワックス  5000円（SHU UEMURA/コトンウズ）  
 ジャケット  3万3800円（*73-814） 
 ジレ     1万4400円（*73-799） 
（*すべてDEAR BARBER） 
＊シャツ・タイ・チーフ・パンツ スタイリスト私物 



 

    Dear Barber 
    2018SS-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・Hiroki 
coordinate ・・・KOKYE 
photo・・・・・・SHI 
model・・・・・・TAKAYOSHI 

04 
SS/ 

   スーツススタイル 
   Suit Style ...  

 
ビジネスシーンにおいても大人の余裕を感じさ
せる・・・。 
ビシッと決めたいスーツでもリラックスは取り
入れたい。今夏トレンドのデニム素材をスーツ
に落とし込みヘアはポマードで艶やかにバック
に梳きつける、カイゼル髭で存在感を主張。
リッチで攻めても捻りが絶妙にして上品です！ 

 
 
 
 
   ウールシルク混デニム調スーツ 
   Denim suit 
 
表情もエレガントで落ち着いたネイビーグレー
トーンはビジネスの鉄則です！スリーピースで
デタイドアップすれば真剣な仕事着もどこか程
よい抜け感うまれ、余裕のあるできる男。 
 金ボタン、一枚仕立てのアンコン、テーパー
ドに仕上げたパンツにプリーツの色気と、リ
ラックスな縫製でビジネスシーンであれ小粋に
ラグジュアリー感を演出。 

ス 

suit 

ウ 



  スーツスタイルも 
   リラックスを取り入れて。 
 
 ヘアスタイル スリックバック 
 カット      6200円（クラシカルコース） 
 ポマード     2700円（ダビネス/フレッド）  
 スーツ    3万3800円（*73-799） 
 眼鏡       2990円（*2931-2） 
（*すべてDEAR BARBER） 
＊シャツ・タイ・チーフ・パンツ・バック スタイリスト私物 



Dear Barber 2018SS-COLLECTION 
 

DEAR BARBER STAFF 
yokoyama akitoyo 
masuda mamoru 
Uezima yoshiya 
 

DEA BARBER CASUAL STAFF 
sakamoto takayoshi 
horikawa taketo 
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 
 

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） 
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     ディアバーバー 
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