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    Dear Barber 
    2019AW-COLLECTION 
 
Stylist・・・・・ YU-YA 
coordinate ・・・ KOKYE 
photo・・・・・・ SHI 
model・・・・・・ SAKAMOTO 
 YOKOYAMA  
 MASUDA 
 UEGIMA 
 HORIKAWA 
 HIRAO   
 
  

01 
AW/ 

   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。 
2019秋冬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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NEW Model 

   ジャケット デザイン ポイント 
   Jacket Design Point 
  
2019AWより従来ｄｂモデルを改良！日本人体形に合わせた補正か
ら肩幅、着丈、釦位置、ウエストラインやVゾーンのバランス。フ
ロントカットの大きさ、ラペル幅をリモデリング。 
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。 
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   ヘアデザインポイント    
   Hair Design Point 
ツーブロックをベースに、ラインの高さとア
ンダーの長さから、２タイプのを展開。 
髪質や骨格を見極めバランスを変化させるこ
とにより、顔型補正やシャープさ、そして
セットのしやすさを実現。 
抜け感のある大人スタイルを６スタイルから
どうぞお愉しみください。 
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 倫として不敵… 

07 DearBarber 

カット 6500/ （DEAR BARBER） 
パーマ 6000/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/180-2602） 
スタイリング 2800/ （davines /ﾎﾟﾏｰﾄﾞ） 
シャツ 2990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝｼｬﾂ） 
パンツ 5990/ （UNIQLO/ｳｰﾙｽﾗｯｸｽ） 
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） 

柔らかな大人の余裕と抜け感の演出。 
白髪が渋い無造作なフロントスタイルに、
グレーのダブルジャケット。全体を同系色
でまとめたシンプルか鍵。きめてるけどき
めていない。引き算とはまた違う色気。 

2019sautumn＆winter-Collection 

Stylist・・・・Yamashita 

Model・・・・SAKAMOTO 



   グレーー×パープル 

   ウィンドペーン柄をダブルで！ 
 
グレー地の使いやすいウィンドペーン。 
もはや定番の柄ですがパープルがおしゃれに
効いておしゃれな雰囲気に！ 
 

■ジャケット オーダー29800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/180-2602）

  

JK 
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■SUN  （DEAR BARBER.） カーター 4,200/ 



 また少し「大人」を知る。 

2019sautumn＆winter-Collection 

Stylist・・・・Yamashita 

Model・・・・・MASUDA 

09 DearBarber 

カット 6500/ （DEAR BARBER） 
パーマ   6000/ （DEAR BARBER ） 
ジャケット 24800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/173-2001） 
ジレ  12800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/173-2001） 
スタイリング 1800/ （ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｴﾙ/ｼﾞｪﾙ） 
シャツ 2980/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝｼｬﾂ) 
パンツ 2980/ （UNIQLO/ｳｰﾙｽﾗｯｸｽ) 
シューズ  2980/ （GU/ﾛｰﾌｧｰ) 
(＊ベルト・スタイリスト私物） 

定番ネイビーと共地のジレ。そしてグレー
のスラックスの組み合わせはまさにジャケ
パンの王道。だからこそヘアスタイルも優
雅にシンプルにネープを刈上げたセクシー
なサイドパートスタイル。 
全体的にさし色もあまり使わずシンプルだ
からこそ大人の風格があらわれるもの。 



   ネイビー×千鳥柄シャドーの 
   ジャケジレスタイル       
 
イタリアを代表とするエディーモネッティー
の生地。ウール100で年間通して万能に着用
できるネイビーでも、シャドーでうっすら千
鳥柄がその風合いを高め、ワンランク上のネ
イビーの着こなしが可能です。 
ジレ単体でもグッとエレガントになります！ 
 
ジャケット オーダー29800～/ 
ジレ    オーダー12800～/ 

（共にｵﾘｼﾞﾅﾙ/173-2001） 
 

JK 
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■SUN  （NEW.) ﾌｨﾌﾃｨｰｽﾞ 12,000 / 



大人の遊びは 
前髪と黒パンで絞める！ 

11 DearBarber 

カット 6500/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/180-267） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ｼﾞｪﾙ） 
アイウェア 4200/ （DEAR BARBER/ﾏﾙｺﾑ） 
パンツ 2990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝﾊﾟﾝﾂ） 
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・シャツ・スタイリスト私物） 

ゆるさの中にも大人の清潔感。 
重くなりがちな秋冬に青と黒でまとめた
ジャケパンスタイルには、エロさを感じさ
せるショートスタイル。思い切って前髪を
短くしたスタイルは、ジャケットの遊びを
大人の遊びにかえてくれます。 

2019sautumn＆winter-Collection 

Stylist・・YAMASHITA 

Model・・・・HIRAO 



   ブルー×ブラックの 
   カシミア混ジャケット    
 
一流ブランドと称されるゼニアの生地か
ら。カシミアが10％ほど使用され、見た
目も手触りも柔かく温かさを感じさせて
くれます。青×黒のチェックは重い印象
になりにくく、ダークトーンとの相性も
抜群。ありそうでないこの配色は一押し
です。 
 

ジャケットオーダー29800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/180-2607） 

  

JK 
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■SUN （DEAR BARBER.） マルコム 4,200/ 



軽やかにしてクラシカル 

13 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。 

2019sautumn＆winter-Collection 

Stylist・・YAMASHITA 

Model・・・・UEJIMA 

休日こそ 

 エレガントを忘れない！ 

カット 6500/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （E.ｾﾞﾆｱ/166-2022） 
ジレ    29800/ （ｵﾘｼﾞﾅﾙ/166-2022） 
スタイリング 1800/ （DEPTH/ﾄﾞﾗｲWAX） 
シャツ 2990/ （UNIQLO/ﾛﾝｸﾞTｼｬﾂ） 
パンツ 2990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝﾊﾟﾝﾂ） 
ソックス 990/ （UNIQLO/ｶﾗｰｿｯｸｽ） 
(＊チーフ・私物） 

着る人を選ぶかとおもうグリーンのシャ
ケットはイメージを一変してくれる色でも
あります。クラシック王道のへスタイルに
は遊び心でちょうどいい。ジャケット以外
はモノトーンでおさえグリーンと髪形を際
立たせます。遊びでもジレを入れる事で
グッとエレガントに。 



   一流ブランド「ゼニア」 
   モヘア混のグリーンジャケ    
 
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。渋さと可愛さが混
在。他にはないジャケット。落ち着いた大人
だからチャレンジしてほしいグリーンチェッ
ク。 
 

■ジャケット  オーダー29800～/（E.ｾﾞﾆｱ/166-2022） 

■シレ オーダー 9800～/（ｵﾘｼﾞﾅﾙ/161-2021） 
 

  

JK 
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■SUN （DEAR BARBER.） カーター 4,200/ 



 
週
末
の
一
人
も 

 
 
 

わ
る
く
な
い
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カット 6500/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （E.ｾﾞﾆｱ/180-2606） 
スタイリング 1800/ （ｺｽﾃｨﾝ/ﾜｯｸｽ） 
アイウェア 12000/ （NEW//ﾌｨﾌﾃｨｰｽﾞ） 
シャツ 2990/ （UNIQLO/ﾀｰﾄﾙﾆｯﾄ） 
パンツ 5990/ （UNIQLO/ｽﾗｯｸｽ） 
ソックス 990/ （UNIQLO/ｶﾗｰｿｯｸｽ） 
シューズ  2980/ （GU/ﾛｰﾌｧｰ) 
 

(＊チーフ・スタイリスト私物） 
 

15 DearBarber 

キメすぎないのに好感度と清潔感を感じ
させる大人スタイル。秋冬らしい遊び心
あるチェックのジャケットのは白と黒の
モノトーンであわせ、自然なのに自然じ
ゃない。そんな雰囲気をもちます。 

2019sautumn＆winter-Collection 

Stylist・・・・YAMASHITA 

Model・・・・YOKOYAMA 



   秋冬らしいゼニアの 
   茶系マクロチェック   
 
秋冬らしい遊び心のあるチェックのデザイ
ンは2着目3着目のアイテムとして持ってお
きたい。ゼニアならではのカシミア混の 
手触りと着心地はさすが！ 
■ジャケット 29800/（E.ｾﾞﾆｱ/180-2606）

  

JK 

DearBarber 16 

■SUN  （NEW.) ﾌｨﾌﾃｨｰｽﾞ 12,000/ 



「
攻
め
き
る
！
」
 

 

 
 
 
 
 
と
い
う

選
択
 

カット 6500/ （DEAR BARBER） 
パーマ 6000/ （DEAR BARBER） 
ジャケット   29800/ （R.ﾉｰﾌﾞﾙ/180-216） 
スタイリング 1800/ （ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｪﾙ/ﾗｸﾞｰﾝｼﾞｬﾑ） 
シャツ 2990/ （UNIQLO/ﾃﾞﾐﾑｼｬﾂ） 
パンツ 5990/ （UNIQLO/ｺｯﾄﾝﾊﾟﾝﾂ） 
ソックス 990/ （UNIQLO/ｶﾗｰｿｯｸｽ） 
シューズ  2980/ （GU/ﾛｰﾌｧｰ) 
 
(＊チーフ・タイ /スタイリスト私物） 
 

17 DearBarber 

ブラウンとブルーのコントラストにピン
クのチェックが遊び心満載な英国調ジャ
ケットにあわせるカールのバックスタイ
ル。攻めきってみるという日があっても
いいのかも。 

2019sautumn＆winter-Collection 

Stylist・・・YAMASHITA 

Model・・・HORIKAWA 



   英国ツイードを代表する 
ト  ノーブルのチェックジャケ！    
 
英国紳士を目指すならこれ!!ピンクと赤の
チェックに遊び心がありアクセントになっ
ています。スコティッシュツイードを代表
する伝統あるアイルランドメーカー。明る
い色合いの発色は英国的な雰囲気を感じさ
せます。 
 

■ジャケット 29800/（R.ﾉｰﾌﾞﾙ/180-216）

  

JK 
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■SUN  （DEAR BARBER.） マルコム  4,200/ 



■SUN  （DEAR BARBER.）  
 -カーター- C3 4,200/ 

01 

フォリア/ 
デザインタイプ：B 

大人の余裕と抜け感 
 

ゆるく決めすぎないフォワードパーマ
スタイル。リラックスウェーブで大人
感を演出!!ジェルを５００円大にとり全
体に髪に振り付けるように揉みこむ。
前向きに毛流れを整えながら整える。 
 
 

 

 
 

カットコース+パーマ 90分～ 
  

11,000円～ 

    

クラシック入門的デザイン 
 

メタルにソフト枠のボストン型！ 
挑戦しやすいタイフﾟです！ 
 
 

*リーズナブルにゲットならdbモデル「ジョン」がお勧め 

■optical （ NEW. ） スパイサー C3 13,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
180-2602 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

ダビネス フレッド 
2,800/  

02 

ディーン/ 
デザインタイプ：A 

クールかつラフ 
 

フォーマルなリバーススタイルに大き
な毛流れで、リラックス間とこなれ感
を取り入れた大人の余裕を感じさせる
スタイル。ジェルを指先から指の間に
とり手櫛で大きく動かしながらなじま
せる。Dコームで後ろ向きに流す。 
 

 
 

 
 

カットコース+パーマ 90分～ 
  

11,000円～ 

    

■SUN  （NEW.) 
ﾌｨﾌﾃｨｰｽﾞ 12,000 / 

邪魔せずグッと大人！ 
 

鼻掛けがウチヤマのボストン型。  
表情やヘアスタイル・服装を邪魔せ
ず大人の魅力や渋さを醸し出します 

丸眼鏡が苦手！ 
かけ易いロングセラー 
 

90年代ｱﾒﾘｶを意識したｽｸｴｱﾀｲ
ﾌﾟ！重くなりすぎない横長ﾌﾚ
ｰﾑ。ﾚﾝｽﾞｶﾗｰもﾗｲﾄｶﾗｰなので
日常的に使いやすい！ 

■optical （ NEW. ）マイケル C1 12,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
173-2001 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

GW ハードライナー 
1,600/  

19 DearBarber DearBarber 20 



■SUN  （DEAR BARBER.）  
 -カーター- C3 4,200/ 

01 

フォリア/ 
デザインタイプ：B 

大人の余裕と抜け感 
 

ゆるく決めすぎないフォワードパーマ
スタイル。リラックスウェーブで大人
感を演出!!ジェルを５００円大にとり全
体に髪に振り付けるように揉みこむ。
前向きに毛流れを整えながら整える。 
 
 

 

 
 

カットコース+パーマ 90分～ 
  

11,000円～ 

    

クラシック入門的デザイン 
 

メタルにソフト枠のボストン型！ 
挑戦しやすいタイフﾟです！ 
 
 

*リーズナブルにゲットならdbモデル「ジョン」がお勧め 

■optical （ NEW. ） スパイサー C3 13,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
180-2602 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

ダビネス フレッド 
2,800/  

02 

ディーン/ 
デザインタイプ：A 

クールかつラフ 
 

フォーマルなリバーススタイルに大き
な毛流れで、リラックス間とこなれ感
を取り入れた大人の余裕を感じさせる
スタイル。ジェルを指先から指の間に
とり手櫛で大きく動かしながらなじま
せる。Dコームで後ろ向きに流す。 
 

 
 

 
 

カットコース+パーマ 90分～ 
  

11,000円～ 

    

■SUN  （NEW.) 
ﾌｨﾌﾃｨｰｽﾞ 12,000 / 

邪魔せずグッと大人！ 
 

鼻掛けがウチヤマのボストン型。  
表情やヘアスタイル・服装を邪魔せ
ず大人の魅力や渋さを醸し出します 

丸眼鏡が苦手！ 
かけ易いロングセラー 
 

90年代ｱﾒﾘｶを意識したｽｸｴｱﾀｲ
ﾌﾟ！重くなりすぎない横長ﾌﾚ
ｰﾑ。ﾚﾝｽﾞｶﾗｰもﾗｲﾄｶﾗｰなので
日常的に使いやすい！ 

■optical （ NEW. ）マイケル C1 12,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
173-2001 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

GW ハードライナー 
1,600/  
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■SUN  （DEAR BARBER.）  
  -マルコム-  C1  4,200/ 

03 

エバロン/ 
デザインタイプ：B 

エロ男爵!大人の清潔感 
 

ショートスタイルでもあえて刈り込ま
ず動きを出したリラックススタイル。
直毛の方は緩くパーマをかけるのもオ
ススメ！ジェルを髪の毛全体になじま
せトップを浮かせながら全体を前向き
に流し整える。 
 
 

 

 

  カットコース 45分～ 
  

5,000円～ 

    

ライトカラーで 
こなれた印象に！ 
 

サングラスのボストンタイ
プ。ブラックフレームにう
っすらカラーが全体を上手
にまとめてくれます。 

知的で優しく見える！ 
 

ウエリントン型なのに丸レンズ！ 
クラシックもカジュアルも使いやすい 

■optical （ NEW. ）ハービー- C3 12,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
180-2607 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

デプス ジェル 
1,800/  

04 

チード/ 
デザインタイプ：A 

王道のリラックススタイル 
 

緩やかなリバースはいい男の代表スタ
イル。あえて崩し気味にすることで大
人のリラックス感と色気を演出。ジェ
ルを全体に髪を振りながらなじませた
後大きく指を使い後ろに流す。まとま
りすぎないようにするのがポイント。 

 
 
 
 

カットコース+パーマ 90分～ 
  

11,000円～ 

■SUN  （DEAR BARBER.）  
 -カーター- C3 4,200/ 

    

クラシック入門的デザイン 
 

メタルにソフト枠のボストン型！方挑
戦しやすいクラシックタイフﾟです 
 
 

*リーズナブルにゲットならdbモデル「ジョン」がお勧め 

■optical （ NEW. ） スパイサー C3 13,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
166-2022 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

デプス ドライWAX 
1,800/  
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クラシック入門的デザイン 
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■SUN  （NEW.) 
ﾌｨﾌﾃｨｰｽﾞ 12,000 / 

05 

リフレンス/ 
デザインタイプ：B 

キメすぎない大人スタイル 
 

あえて装飾をしないシンプルなスタイ
ルだが計算されたバランスで見せる大
人なスタイル。少量のWAXを髪全体に
なじませる。前向きに流しながら前髪
の毛流れの方向に動かす。 
 
 
 

 
 

カットコース 45分～ 
 5,000円～ 

丸眼鏡が苦手！ 
かけ易いﾛﾝｸﾞｾﾗｰ 
 

90年代ｱﾒﾘｶを意識したｽ
ｸｴｱﾀｲﾌﾟ！でも重くなり
すぎない横長でかけや
すいｾﾙﾌﾚｰﾑ。ﾚﾝｽﾞｶﾗｰも
ﾗｲﾄｶﾗｰなので日常的に
使いやすい！ 

    

 
 
優しくそしてcoolに 
 

ボストンタイプ。 
シャープな顔つきを柔らかく見せて
くれます。知的でクールな印象に｡ 

■optical（DEAR BARBER.） ヘルメスC1 4,200/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
180-2606 
Ｐｒ-29,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

コスティン ハードWAX 
1,500/  

06 

フルッソ/ 
デザインタイプ：A 

アクティブなラフ 
 

大きくしっかりした流れのあるスタイ
ルに裾は短めにしたメリハリのあるス
タイル！ジェルを全体に髪に振り付け
るようになじませ揉みこむ。前向きに
毛流れを整えながら整えていく。毛先
を握りこみ動きを出す。 
 

 

 
 
 

カットコース+パーマ 90分～ 
  

11,000円～ 

■SUN  （DEAR BARBER.）  
-マルコム-  C3  4,200/ 

 
 

秋ツートン!珍しいデザイン! 
 

ウエリントン型なのに丸レンズ！ 
クラシックでもカジュアルにも使
いやすい秋冬に合うツートンカラ
ー！ 

■optical （ NEW.） ハービー- C3  12,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
180-216 
Ｃｌ-24,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

GW ラグーンジャム 
1,600/  
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クラシックでもカジュアルにも使
いやすい秋冬に合うツートンカラ
ー！ 

■optical （ NEW.） ハービー- C3  12,000/ 

このヘアにはこの眼鏡！ 

ジャケット 
180-216 
Ｃｌ-24,800/ 

使用スタイリング剤 
 
 
 
 
 
 

GW ラグーンジャム 
1,600/  
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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。 

 
 

 
 

Dコーム ￥2,400 
専用ケース付 

 

C    ジャケットのある生活 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

ドントパニック リーディンググラス 
 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ｸﾞﾗｽ。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 
“ﾄﾞﾝﾄ ﾊﾟﾆｯｸ”取扱い開始。【専用ケース付】 
 

◆ｱｸﾃｨﾌﾞ用(調光付) ￥9,880 
◇ﾋﾞｼﾞﾈｽ用(調光無) ￥8,880 

 

NEW.  
 
"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！ 
 
optical/sun （オリジナルケース付） 
□new.  ￥12,000〜 

 

Dear Barber  
 

DEAR BARBER オリジナルアイウエア！ 
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もコーディ
ネートしましょう。 
 

 optical/sun （オリジナルケース付） 
 

 □DEAR BARBER  ￥3,200～ 
 

Eye wear series 
表情をコーディネートする  

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。 
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Dear Barber 2019AW-COLLECTION 
 

STAFF/MODEL 
yokoyama masatoyo   masuda mamoru   uezima yoshiya 
horikawa taketo     hirao akitoshi sakamoto takashi 
 

COORDINATOR 
KOKYE 
 

PHOTO 
SHI 
 

ASSISTANT MANAGER 
sakamoto takayoshi 
 

DESIGNER 
yamashita yuya 
 

CHIEF MANAGER 
kawamura hiroki 

 

撮影協力 
Brooklyn Roasting Company 
bois de gui 
 
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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