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Spring Coat, Whole Pattern, Matching
Set, Intellectual Sunglasses, Bucket Hat

Color of Spice,
Summer Plaid, Tie-dye

Raffia Hat, Tie-dye,
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Ｂ ＡＭＳが提案する
新しい季節の新しい着こなし。
ティーンもダッドもガールもレディも、
みんな自由に、それぞれ自分らしく。

BEAMS 2020 SPRING - SUMMER

十人十色のスタイルサンプル。
BEAMS’s new season recommendations.
For all generations and genders.
Let everyone feel free and be themselves.
Various style suggestions to suit each
one of you.

NEW LOOK
MY OWN

E

CLEAN CASUAL
A simple and elegant style for the trend-sensitive.

Spring Coat

BEAMS PLUS Coat ¥48,000+Tax,
KAPTAIN SUNSHINE Pants
¥29,000+Tax by BEAMS PLUS
Rock T-shirt T-shirt ¥5,400+Tax,
NIKE SPORTSWEAR Sneakers
¥10,000+Tax by BEAMS

(

0

0

6

)

Whole Pattern

mii Shirt ¥21,000+Tax
by International Gallery BEAMS
BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax, hobo
Shoes ¥27,000+Tax by BEAMS
ts(s) Shorts ¥23,000+Tax
by BEAMS PLUS

(

0

0

7

)

LIVELY GIRL

Energetic, pop and fresh mood. Enjoy fashion bursting with youth.

Matching Set

VAPORIZE Jacket ¥26,000+Tax,
Pants ¥16,000+Tax,
NOMA t.d. Sweatshirt ¥22,000+Tax,
BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax,
HARUTA × BEAMS Shoes
¥18,000+Tax by BEAMS

(

0

0

8

)

Color of Spice

Name. T-shirt ¥12,000+Tax,
Ray BEAMS Pants ¥8,500+Tax
by Ray BEAMS
orslow × BEAMS BOY Bag
¥7,000+Tax,
VANS Sneakers ¥9,500+Tax
by BEAMS BOY

(

0

0

9

)

Summer Plaid

REMI RELIEF × Ray BEAMS Shirt
¥29,800+Tax by Ray BEAMS
NEEDLES × BEAMS BOY T-shirt
¥11,000+Tax, Sandals ¥7,500+Tax,
BEAMS BOY Skirt ¥13,800+Tax,
ORVILLE TSINNIE × BEAMS BOY
Bangle ¥58,000+Tax by BEAMS BOY
BEAMS Hat ¥4,500+Tax by BEAMS

(

0

1

0

)

Tie-dye

Chika Kisada × Ray BEAMS
Dress ¥45,000+Tax,
Name.
Long Sleeve T-shirt ¥15,000+Tax,
Ray BEAMS
Socks ¥2,500+Tax by Ray BEAMS
CHACO × BEAMS COUTURE
Sandals ¥25,000+Tax
by BEAMS COUTURE

(

0

1

1

)

RAFFIA HAT
Women’s summer hat with quality and grace.

La Maison de Lyllis × Ray BEAMS
Hat ¥8,900+Tax,
STELLA JEAN Blouse ¥27,000+Tax,
KEANE Pierced Earrings
¥17,000+Tax by Ray BEAMS

(

0

1

2

)

RBS Hat ¥9,000+Tax,
77circa Shirt ¥34,000+Tax *assort,
SOPHIE MONET Pierced Earrings
¥10,500+Tax,
NOMA t.d. × Ray BEAMS Scarf
¥9,000+Tax *assort by Ray BEAMS

(

0

1

3

)

URBAN CHIC
The key to dressing chic is the balance between elegance and effortlessness.

Beige on Beige

sawa takai Jacket ¥74,000+Tax,
Ray BEAMS Shorts ¥9,500+Tax,
L’INDO CHINEUR Pierced Earrings
¥5,500+Tax, MADE IN MADA Bag
¥10,000+Tax by Ray BEAMS
LACOSTE × BEAMS BOY
Polo Shirt ¥14,000+Tax,
ORVILLE TSINNIE × BEAMS BOY
Bangle ¥58,000+Tax,
PARABOOT × BEAMS BOY Sandals
¥39,000+Tax by BEAMS BOY

(

0

1

4

)

Tie-dye

77circa Polo Shirt ¥29,000+Tax,
Ray BEAMS Skirt ¥11,000+Tax,
Bag ¥8,500+Tax, L’INDO CHINEUR
Pierced Earrings ¥2,300+Tax,
REMME Sandals ¥11,800+Tax
by Ray BEAMS
ORVILLE TSINNIE × BEAMS BOY
Bangle (right hand) ¥138,000+Tax,
(left hand) ¥58,000+Tax
by BEAMS BOY

(

0

1

5

)

Color of Spice

BEAMS BOY Cardigan ¥9,800+Tax
by BEAMS BOY
Ray BEAMS Pants ¥10,000+Tax,
SOPHIE MONET Pierced Earrings
¥16,000+Tax, GAIMO Sandals
¥13,800+Tax by Ray BEAMS

(

0

1

6

)

Crochet

Ray BEAMS Dress ¥13,000+Tax,
Tank Top ¥3,800+Tax, RBS Pants
¥19,000+Tax, L’INDO CHINEUR
Pierced Earrings ¥3,000+Tax,
Bangle ¥3,200+Tax,
NOMA t.d. × Ray BEAMS Scarf
¥9,000+Tax *assort,
FABIO RUSCONI Sandals
¥29,000+Tax by Ray BEAMS

(

0

1

7

)

EFFORTLESS GENT
Relaxed styles for the weekend.

Spring Coat

BEAMS Coat ¥19,000+Tax,
SSZ Pants ¥15,800+Tax,
Clarks Originals × BEAMS Shoes
¥28,000+Tax by BEAMS
BEAMS PLUS Shirt ¥10,000+Tax,
ENGINEERED GARMENTS T-shirt
¥9,500+Tax by BEAMS PLUS

Matching Set

WELLDER Jacket ¥32,000+Tax,
Pants ¥23,000+Tax by BEAMS
BEAMS PLUS Shirt ¥12,000+Tax,
CONVERSE ADDICT Sneakers
¥16,000+Tax by BEAMS PLUS
(

0

1

8

)

(

0

1

9

)

Whole Pattern

Cardigan

crepuscule × BEAMS T Cardigan
¥19,000+Tax by BEAMS T
BEAMS PLUS Shirt ¥11,000+Tax,
REMI RELIEF Shorts ¥15,800+Tax
by BEAMS PLUS
ISLAND SLIPPER × BEAMS Sandals
¥16,000+Tax by BEAMS

BEAMS PLUS Blouson ¥23,000+Tax,
Pants ¥14,000+Tax by BEAMS PLUS
GOODWEAR T-shirt ¥5,900+Tax
by BEAMS
PARABOOT Shoes ¥66,000+Tax
by International Gallery BEAMS
(

0

2

0

)

(

0

2

1

)

MY
OWN
NEW
LOOK

クなバッグやアクセサリーを合わせて、 item can add an accent to any
outfit and keeps you looking
ボへミアンエッセンスをプラスしたい

refined coat in your wardrobe
a s we l l. We re c o m m e n d
choosing one that is slightly
longer in length than what
you’re used to.
01

気分。
03

S pring Coat

W hole Pattern

今年の春もアウターはロング丈のもの

世界的なトレンドのポルカドットから、

が気分。無数とも言えるほど豊富なバ

トラディショナルな小 紋 柄、 アブスト

リエーションを誇る BEAMS のライン

ラクトなグラフィック、シャーベットトー

ナップから、 スタイル別 に３アイテム
をリコメンド。シンプルでクリーンなス
タイルを目指すなら〈ビームス プラス〉
のチェックコートを。プリント T シャツ

02

M atching Set

ンのタイダイ柄まで、さまざまな柄物
が充実した今シーズン。カジュアル派
もモード派もベーシック派も、ぜひ取

セットアップの魅力は、コーディネート

り入れて。だって夏だし。無地を着て

の上から羽織ってもヤングな印象にな

のイージーさ。それなのに、いつもよ

いるいつもよりちょっとだけオープン

らない、 上 品さが魅 力。 王 道 アメカ

りちょっとお洒落に見えてしまうってい

マインドになれるかも。

ジを好 むならモッズコートタイプがお

うのもいい。まず試したいのはシンプ

すすめ。 足 元 をレザーシューズにす

ルなジャケット＆パンツ。ジャストサイ

A wide variety of patterns are in this se ason to
choose from; globally trendy
polka-dots, traditional small
patterns, to abstract graphics
and sherbet colored tie-dye.
Whether you’re casual, mode,
or basic, try it out this summer
season. It will make your look
more interesting than wearing
solid items.

れば今年らしく大人っぽく着こなせる。 ズだとビジネススーツに見えてしまう
ベージュのコートは何かと便利なマス

ので、少しだけゆとりのあるシルエッ

トハブ。〈 バーバリー〉 や〈 アクアス

トのものを。インナーはベーシックな

NEW STAND
キュータム〉といった定番だけでなく、 カットソーがあれば OK 。 大 人 のセッ
それらのエッセンスを感じさせながらも、 トアップスタイルが楽しめる。もう一
モダンにリファインされたタイプもワー

歩踏み込むならトレンドのダブルブレ

ドローブに加えたい。いつもよりも少

ステッドタイプや、上下揃いのデニム

しだけ長めを選ぶのがおすすめ。

Something about this
season says long
o u t e r w e a r. H e r e
are three selections
from the BEAMS
lineup, which has
BEAMS 2020 SPRING - SUMMERan infinite variety of
BEAMS が提案する新シーズンの注目キーワード。products. If you’re
going for a simple
and clean look,
t a ke t h e <B E A M S
PLUS> c h e c ke r e d
coat. Wear it over
a p r i n t e d T- s h i r t
and this refined
piece will make
sure it doesn’t look
juvenile. If you want
the classic American
casual look, we
recommend the
M51 jacket. St yle it with a
pair or leather shoes for this
season’s mature look. A beige
coat goes with everything and
is a must-have. In addition to
classics such as <Burberry> and
<Aquascutum>, it would be nice
to add one more modern and

RECOMMENDATIONS
OF THE SEASON

(

0

2

2

)

などにトライ。 肝 はややゆとりあるサ

イズバランスなので、ぜひスタッフに

ご相談を。ストリートでは、トレンドを

-OUTS

存分に取り入れたい。シューカットの
ボトムだったり、ショート丈のジャケッ

The best thing about
matching sets is that they are
easy to st yle but look puttogether. First try out a simple
j a c k e t- a n d - p a n t s c o m b o.
To prevent it looking like a
business suit, choose a slightly
oversized fit. Just wear a plain
top inside it and you have a
mature two-piece style. If you
want to take it a step further,
tr y double-breasted or a
denim-on-denim set. The key to
this styling is the slightly more
relaxed fit, so talk to the clerk
for some advice. Incorporate
items such as cropped pants
and shor t jackets. Even the
trickiest items are easily pulled
off in a two-piece set.

04

C olor of Spice

E thnic
Patterned Bag
ボヘミアンスタイルにインスパイアさ
れたエスニックな柄 のバッグがウィッ

り入れるなら鮮やかでフレッシュなカ

が春夏スタイルのポイントに。ウェア

ラーリングがオススメ。コーディネート

だけでなく小物まで幅広く取り揃う今

の アクセントとしてはもちろん、 1 点

シーズン、注目したいのは少しくすん

で手軽に今年っぽさをプラスできるか

だトーン。モノトーンコーディネートの

ら。全身をワントーンでシンプルにま

アクセントのみならず、スパイスカラー

とめて、カラフルなバッグを主 役 に。

アイテム同士を合わせたグラデーショ

そんなスタイリングも楽しい。

ンコーディネートにも挑戦してみたい。

Bohemian-inspired
ethnic patterns seem to be
going straight to everyone’s
wish lists. Faded tones are in
trend for clothing, but if you’re
getting a bag, we recommend
choosing one with a fresh and
vivid color. Incorporating an

ると、ほっこりしすぎず、モダンに着
色味をカジュアルスタイルに取り入れ
るのもいいかも。どの世代もエスニッ

(

0

2

3

ラフィア椰 子 の葉 から採 れる天 然 繊
維。 ほかの素 材 に比 べて樹 脂を多く

1

含んでいるため、柔軟性 に富んでい
て、使うほどに艶が出てしなやかにな
り、型崩れやひび割れなどがおきにく
いのが特徴。つまり女っぷりを上げて
くれる上質な素材ってワケ。しかもワ

フを巻いてみて。

香辛料（＝スパイス）のような色合い

こなせる。若い人なら、はっきりした

素材はさまざま。 BEAMS ではラフィ
アのハットをリコメンド。ラフィアとは

レンジに挑むならハットの下にスカー

サフランイエロー、ミントグリーンなど、 トーンがトレンドだけど、 バッグで取

感 を意 識して。とろみや光 沢 感 があ

ストローハットとひと口にいってもその

なってなおさらイイ女に。今年流のア

ブラッドオレンジ、ピスタチオグリーン、 シュリスト入り。ウェアは少しくすんだ

優しい色 合 いのアイテムなら、 素 材

06

R affia Hat

イドブリムのタイプなら１点 でサマに

05

トだったり。クセの強いアイテムもセッ
トアップだと意外とすんなり着こなせる。

Blood orange, pistachio
green, sunflower yellow, mint
green…colors that resemble
spices will update your looks
for this spring/summer season.
We have a wide selection of
clothing and items, but keep
the colors soft. Spice-colored
items are a good accent piece
for monotone out fits, but
al so tr y the gradation look
by combining multiple spice
colored items. If you feel like
the color is too soft, focus on
the tex ture of the material
– adding an accessory with
polished or lustrous material
will ensure a modern feel. For
th e yo un g er g en era tion, a
more vivid tone can be a good
addition to your usual style.
Ethnic bags and accessories
are great for anyone aiming for
a bohemian feel.

fresh for the se ason. Ke ep
your total outfit monotone and
simple, and let your bag be the
hero.

)

Straw hats come in
many different materials, but
BEAMS recommends raffia – a
natural fiber made from raffia
palms. It contains more resin
than other materials, making
it highly flexible. Instead of
losing shape or cracking, it
becomes more glossy with each
use. A single wide-rim hat can
transform you into a mature
woman. For this year’s trend,
pair it with a scarf.

SANDALS WITH SOCKS
Sandals as sneakers. The secret is to coordinate in monotone.

BIRKENSTOCK × BEAMS Sandals
¥19,000+Tax, BEAMS Socks
¥1,600+Tax by BEAMS

(

0

2

4

)

SALOMON Sandals ¥12,000+Tax,
BEAMS Socks ¥1,800+Tax
by BEAMS

(

0

2

5

)

ELEGANT JEWELRY
Large jewelry complementing your outfit gorgeously.

ROMANIN Ear Cuff
(big)¥16,000+Tax,
(small)¥14,000+Tax,
TESEI Dress ¥28,000+Tax
by Ray BEAMS

(

0

2

6

)

ADER.bijoux Earrings ¥25,000+Tax,
Necklace ¥25,000+Tax,
RBS Shirt ¥17,000+Tax
by Ray BEAMS

(

0

2

7

)

CONFIDENT WOMAN
Incorporating fashion trends into your own styles freely.

Tie-dye

NOMA t.d. × Ray BEAMS Shirt
¥27,000+Tax *assort,
ELINA LEBESSI Pants ¥17,000+Tax,
RBS Pierced Earrings ¥6,500+Tax,
CORSO ROMA9 Sandals
¥15,000+Tax by Ray BEAMS

(

0

2

8

)

Color of Spice

Ray BEAMS Jacket ¥13,000+Tax,
Pants ¥11,000+Tax,
RBS Shirt ¥17,000+Tax,
Pierced Earrings ¥7,500+Tax,
CORSO ROMA9 Sandals
¥15,000+Tax by Ray BEAMS

(

0

2

9

)

Summer Plaid

INDIVIDUALIZED SHIRTS × BEAMS BOY
Shirt ¥26,000+Tax,
maturely Pants ¥24,000+Tax,
PARABOOT × BEAMS BOY Sandals
¥39,000+Tax by BEAMS BOY
L’INDO CHINEUR Bangle ¥2,900+Tax
by Ray BEAMS

(

0

3

0

)

Crochet

STELLA JEAN Blouse ¥30,000+Tax,
Ray BEAMS Skirt ¥11,000+Tax,
JULIE SION Earrings ¥6,600+Tax,
L’INDO CHINEUR Bangle
¥3,200+Tax,
cult gaia Bag ¥22,000+Tax, GAIMO
Sandals ¥13,800+Tax by Ray BEAMS

(

0

3

1

)

NEW TRADITIONAL
Casual trad at your own pace. This is the basic adult style.

Beige on Beige

BEAMS BOY Shirt ¥12,800+Tax
by BEAMS BOY
Ray BEAMS Tank Top ¥5,800+Tax,
RBS Skirt ¥22,000+Tax,
coeur Hat ¥16,000+Tax,
L’INDO CHINEUR Earrings
¥5,800+Tax, Bangle ¥2,900+Tax,
REMME Sandals ¥11,800+Tax
by Ray BEAMS

(

0

3

2

)

Cardigan

BATONER Cardigan ¥24,000+Tax,
BEAMS PLUS Shirt ¥10,000+Tax,
sage de cret × BEAMS PLUS Shorts
¥13,800+Tax by BEAMS PLUS
PARABOOT Shoes ¥66,000+Tax
by International Gallery BEAMS

(

0

3

3

)

Spring Coat

TEATORA × BEAMS Coat
¥78,000+Tax by BEAMS
BATONER T-shirt ¥5,400+Tax,
BEAMS PLUS Pants ¥12,000+Tax
by BEAMS PLUS
ALDEN× International Gallery BEAMS
Shoes ¥112,000+Tax
by International Gallery BEAMS

(

0

3

4

)

Whole Pattern

BEAMS PLUS Jacket ¥22,000+Tax,
T-shirt ¥9,500+Tax, Shorts ¥15,000+Tax,
RANCOURT & Co. × BEAMS PLUS
Shoes ¥38,000+Tax by BEAMS PLUS

(

0

3

5

)

AUTHENTICS LOVER
A refreshing, summer trad look for girls.

Matching Set

BEAMS Jacket ¥25,000+Tax,
Pants ¥17,000+Tax,
Sandals ¥12,000+Tax by BEAMS
BEAMS PLUS T-shirt ¥8,800+Tax
by BEAMS PLUS

(

0

3

6

)

Summer Plaid

Lee Jacket ¥15,000+Tax,
by Ray BEAMS
PENDLETON T-shirt ¥4,800+Tax,
BEAMS BOY Skirt ¥16,800+Tax,
PENELOPE Sandals ¥7,500+Tax
by BEAMS BOY

(

0

3

7

)

Color of Spice

SUN SURF × BEAMS BOY Blouse
¥13,800+Tax, maturely Sandals
¥24,000+Tax by BEAMS BOY
Ray BEAMS Skirt ¥12,000+Tax,
L’INDO CHINEUR Bangle
(right Hand)¥2,900+Tax,
(left Hand)¥3,200+Tax
by Ray BEAMS

(

0

3

8

)

Beige on Beige

Ray BEAMS Coat ¥18,000+Tax,
FRED PERRY × Ray BEAMS Polo
Shirt ¥16,000+Tax by Ray BEAMS
GRAMICCI Shorts ¥6,800+Tax,
Decho Hat ¥7,500+Tax,
L.L. Bean × BEAMS BOY Shoes
¥20,000+Tax by BEAMS BOY

(

0

3

9

)

MY
OWN
NEW
LOOK

おのこと。ラインナップはきらびやか
なビジューのものから、ゴールド＆シ
ルバーのシンプルなタイプ、ヴィンテー
ジパーツをあしらったアーティスティッ
07

S andals With
Socks
サマーフットウェアのスタンダード、サ

クなものまでいろいろ。ノースリーブ
やデコルテの開いたフェミニンなスタ
イル にはもちろん、 カジュア ル な サ
マーニットなどにも合わせたい。きっと、
タイトなヘアで耳 周りのエレガントさ

ンダルはカジュアルで開放感があって、 をアピールしたくなる。
楽チンなのがいいところ。でも今夏は
ちょっとだけ装いの選択肢を増やして
みては。挑戦したいのは、ロングソッ
クスとのコンビネーション。スポーティ
なサンダルにはハイゲージの上 品 な
ソックスを合わせてモードに、クラシッ
クなレザーサンダルにはざっくりした
質感のリブタイプ。それぞれサンダル
と同系 色を合 わせてワントーンでまと
めると取り入れやすい。ショーツスタ

A must-have this year
to top off any outfit is large
jeweled items. They’ve been
in trend since last season but
are sure to sparkle even more
in th e s u n ny we a th e r. Th e
dazzling bijou, simple gold
and silver types, artistic pieces
with vintage parts…the lineup
is full of variety. Not only are
they great with sleeveless and
open necklines, but they can
also jazz up casual summer
sweaters as well. These items
will make you want to put your
hair up in a tight ponytail to
show off the sparkles.

NEW STAND
イルの足元がいつもより少し上品に見

えるでしょ？

Sandals are not only a
standard for summer, but they
are great for being open and
easy. For this summer, why
not widen the possibilities by
combining sandals with long
socks? Pair sporty
sandals with highgauge classy socks
f o r a m o d e l o o k.
With classic leather
BEAMS 2020 SPRING - SUMMERs a n d a l s , g o f o r
BEAMS が提案する新シーズンの注目キーワード。rough textured ribsock s. It ’s e as y if
you choose similar
colors. See? Even a
casual outfit with shorts looks
more st ylish with a pair of
socks!

RECOMMENDATIONS
OF THE SEASON

09

げたモダンなタイプを選んで。ストリー
然とハマる。 大 人 の女 性 にはサテン
素材のマキシスカートを。上品な光沢
と揺れ感が、カジュアルな印象のタイ
ダイ柄をシックに見せてくれる。

One of the key words
for this season is “bohemian”.
For this trend, make sure to
ない。昨シーズンからのトレンドだけど、
incorporate tie-die. Rather than
スタイリングを華やかに仕上げてくれ

る大振りのジュエリーが今年も欠かせ
太陽が燦々と輝く季節なら出番増はな
(

0

4

0

)

のコントラストをつければ、 ほどよい
ボヘミアンさとモードな印象が同時に
手に入る。上品なワンピースはワントー

目眩がしそうな強い日差しにこそ映え

ンでまとめてシックに。 アクセントに

る、 軽 やかで涼しげな夏 のチェック。

する小物づかいもモダンさを意識して。

今回はタイプの異なる３アイテムをピッ

Crochet pieces are
a t ypical item in bohemian
out fits, but this season, go
beyond the dull and handcrafted. Choose an airy, open,
and sophisticated item like
the crochet skirt. To create
a balanced look, try it with
a contras ting top. Ke ep
an elegant crochet dress
m o n o to n e fo r a c h i c l o o k.
Crochet accessories can add a
modern touch to the outfit as
well!

-OUTS

クアップしてコーディネート。グリーン

のギンガムチェックが爽やかなスカー

トは、柄が細かいのでさまざまなアイ
テムと組 み合 わせられる守 備 範 囲 の

広さがポイント。ストリートスタイルも
グッとフレッシュな印象に。パッチワー

クのマドラスは夏の定番。ボーイッシュ

相応しい存在感。ゆったりシルエット

Light and breezy summ e r p l a i d s a r e p e r fe c t o n
strong sunny days. This season we picked up three items
to style. The green skirt with
Gingham check is highly versatile. The small pattern makes
it easy to style with anything;
even a street-style outfit can
turn out new and fresh. The
patch-work Madras is a summer classic. It gives a strong
impression, making it a perfect
signature item for a boyish
traditional-style look. The shirt
with soft material and relaxed
silhouet te can give a more
sophisticated look when combined with like colored pants.

トアイテムとのテイストミックスでも自

E legant Jewelry

S ummer Plaid

ミアン 。旬なスタイルにアップデート

ルと合わせるなら、ワントーンで仕上

なアイテムだけど、クラフト感の強い

やすいのはスカート。トップスとカラー
10

とで、洗練されたモードな印象に。

色ではなく、トーンダウンした淡いグ

ロシェ。ボヘミアンスタイルの代表的

かいが今 季 の気 分。 誰 にでも挑 戦し

今シーズンのトレンドキーワード ボヘ

ラデーションのタイプが気分。いつも

フランス語でかぎ針編みを意味するク

放感を纏った、洗練されたクロシェづ

T ie-dye

ダイ柄。中でもサイケデリックな極彩

C rochet

レガントで繊細、そしてエアリーな解

で柔らかな素 材 のシャツは、同色 な

するなら、ぜひ取り入れたいのがタイ

11

Continuing from last
season, try using the key color
in a tonal look. This season,
go for a pink or bronze tone
of beige that feels warm and
slightly sun burnt. Even when
it’s sporty or relaxed, the beigeto n e d o u t f it w il l exu d e an
effortless impression.

素 朴 な印 象 に終 始 するのは NG 。 エ

なトラッドスタイルのキーアイテムに

のプリント T シャツやスポーツサンダ

08

strong, vivid and psychedelic
color s, g o fo r ton e d- d ow n
gradations. If you want to style
it with your usual print T-shirt
or sports sandals, choose a
modern monotone tie-die since
it works naturally with streetstyle items. A mature woman
could go for a maxi-skirt made
of satin fabric. The elegant
shine and flowy texture will
bring out a chic look.

がら質感の異なるパンツを合わせるこ

12

B eige on Beige
先 シー ズン から続 くトレンドカラー、
ベージュはワントーンでコーディネー
トするのがおすすめ。そのなかでも、
今シーズン注目したいのはピンク系や
ブロンズ系など、日焼けしたような温
かみのあるトーンのベージュ。リラッ
クス感の強い素材でも、スポーティな
アイテムでも、ワントーンでまとめるこ
とで上品さがアップ。程よい抜け感と
こなれた印象を演出してくれる。
(

0

4

1

)

2

INTELLECTUAL SUNGLASSES
Classic sunglasses that can add a touch of class.

RAEN × BEAMS Sunglasses ¥19,800+Tax,
NOMA t.d. Sweatshirt ¥22,000+Tax,
BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax by BEAMS
BEAMS PLUS Coat ¥29,000+Tax
by BEAMS PLUS

(

0

4

2

)

BEAMS Sunglasses ¥13,500+Tax,
NOMA t.d. Sweatshirt ¥22,000+Tax,
BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax by BEAMS
BEAMS PLUS Coat ¥29,000+Tax
by BEAMS PLUS

(

0

4

3

)

ETHNIC PAT TERNED BAG
Bold patterns in vivid colors accenting every look.

BEAMS BOY Bag ¥8,800+Tax
by BEAMS BOY
Ray BEAMS Dress ¥16,000+Tax,
Pants ¥6,500+Tax,
RBS Sandals ¥18,000+Tax
by Ray BEAMS

(

0

4

4

)

gabriel for sach Bag ¥30,000+Tax,
Ray BEAMS Shirt ¥11,000+Tax,
Gissa Bicalho Pierced Earrings
¥5,800+Tax by Ray BEAMS
orslow Skirt ¥23,000+Tax
by BEAMS BOY

(

0

4

5

)

PLEASANT MAN
The kind of man who wears trend items effortlessly.

Cardigan

BEAMS Zip Cardigan ¥12,000+Tax,
T-shirt ¥7,000+Tax, Sasquatchfabrix.
Pants ¥24,000+Tax,
NIKE SPORTSWEAR Sneakers
¥10,000+Tax by BEAMS
ROWING BLAZERS
Lager shirt ¥22,000+Tax,
Indian Jewelry Necklace
¥14,800+Tax by BEAMS PLUS

(

0

4

6

)

Western-inspired

BEAMS Jacket ¥45,000+Tax,
Long Sleeve T-shirt
¥12,000+Tax, Pants ¥9,000+Tax,
PADRONE × BEAMS Shoes
¥29,000+Tax by BEAMS

(

0

4

7

)

BUCKET HAT
The short brim and compact form add elegance to summer style.

BEAMS Bucket Hat ¥7,800+Tax, T-shirt ¥7,000+Tax by BEAMS
mii Shirt ¥21,000+Tax by International Gallery BEAMS

Wiffle × BEAMS Bucket Hat ¥6,000+Tax, BEAMS Shirt ¥12,000+Tax, T-shirt
¥7,000+Tax by BEAMS
Song For The Mute Hoodie ¥71,500+Tax by International Gallery BEAMS

(

0

4

8

)

VAPORIZE Bucket Hat ¥12,000+Tax, SSZ Pants ¥15,800+Tax by BEAMS
BEAMS PLUS Shirt ¥10,000+Tax,
ENGINEERED GARMENTS T-shirt ¥9,500+Tax by BEAMS PLUS

INFIELDER DESIGN × BEAMS Bucket Hat ¥6,000+Tax by BEAMS
AL’S ATTIRE × BEAMS PLUS Shirt ¥26,800+Tax by BEAMS PLUS

(
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4
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)

LACE-UP SHOES
Summer shoes for effortless femininity.

BEAMS BOY Shoes ¥11,500+Tax,
NEEDLES Skirt ¥22,000+Tax
by BEAMS BOY

(

0

5

0

)

KASHURA Shoes ¥18,500+Tax,
RBS Dress ¥22,000+Tax
by Ray BEAMS

(

0

5

1

)

STREET BOY
Express yourself freely while keeping trends in mind.

Matching Set

BEAMS Jacket ¥14,000+Tax,
T-shirt ¥7,000+Tax,
Pants ¥9,500+Tax,
Clarks Originals × BEAMS Shoes
¥28,000+Tax by BEAMS
Alan Paine × BEAMS PLUS
Vest ¥14,000+Tax,
Indian Jewelry Necklace
¥14,800+Tax by BEAMS PLUS

(

0

5

2

)

Whole Pattern

ROTOL Shirt ¥56,000+Tax by BEAMS
LIVEBETTER T-shirt ¥6,000+Tax
by BEAMS T
GOOD-FIGHT Pants ¥35,500+Tax,
LOAKE × International Gallery BEAMS
Shoes ¥43,000+Tax
by International Gallery BEAMS
Indian Jewelry Necklace ¥14,800+Tax
by BEAMS PLUS

(

0

5

3

)

Fishing

AbuGarcia Fishing Vest ¥14,000+Tax,
AiE Shorts ¥25,000+Tax,
MR.EVERYDAY’S × BEAMS Socks
¥1,800+Tax, crocs × BEAMS Sandals
¥6,000+Tax by BEAMS
Dunno T-shirt ¥5,500+Tax
by BEAMS T

(

0

5

4

)

Western-inspired

BEAMS Western Shirt ¥12,000+Tax,
T-shirt ¥7,000+Tax,
Pants ¥12,000+Tax,
PADRONE × BEAMS Shoes
¥29,000+Tax by BEAMS
Song For The Mute Hoodie
¥71,500+Tax
by International Gallery BEAMS

(

0

5

5

)

MY
OWN
NEW
LOOK

るのでぜひ参 考 に。 大 人っぽく上 品
に着るならサイズはジャストで。チェッ
クのシャツなど柄物のインナーやショー
ツでカジュアルダウンしても、革靴を
選べば綺麗 にまとまる。トレンド感を
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I ntellectual
Sunglasses

プラスするなら、ボトムはナイロンパ
ンツ。 ストリート感 のあるアイテムで
変 化 をつけることで優 等 生 風 から脱

夏のマストアイテム、サングラス。今

却できる。足元をサンダルにすればリ

年 はクセの強いタイプより、クラシカ

ゾートスタイルに。ゆったりしたフィッ

ルなものが気分。目指すのはセクシー

トでリラックス感を演出したい。 素 材

でもダンディでも、ちょいワルでもな

も色も豊 富 に揃えているので、 ぜひ

く、インテリジェンスとウィットを備え

自分らしい１着を。

た大人な男。例えば、ティアドロップ

Cardigans are versatile
and elegant - a great outerwear for spring. The problem is
that they tend to make an outfit look basic. Here are some
ideas to widen your range of
styling techniques. If you want
to go for an elegant and mature look, get a fitted size. Even
if you throw it over casual items
like plaid shirts or shorts, it can
still look put together when
paired with leather shoes. If
you want to keep it trendy,
throw on a pair of nylon pants.
Adding street-style items can
take away the uniform look. Slip
on some sandals and choose a
relaxed fit for a vacation. With
a wide range of cardigans with
different materials and colors,
everyone can find the perfect
one for themselves.

も少し小振りでシンプルなものを。セ
ルフレームもマーブルのウェリントンな
ら威圧感ナシ。表情を優しく見せてく
れるうえ、カジュアルな
装 いでも大 人 っ ぽい 余
裕を漂わせてくれる。

NEW STAND
Sunglasses
are summer staples.
T h i s y e a r, g o f o r
a classic frame
that embodies the
intellect and wit of
a mature man. For
example, go for a
slightly smaller and
simple teardrop
shades. If you want
a p l a s ti c fr a m e,
go for the marble
BEAMS 2020 SPRING - SUMMERwellington to soften
the features. Elevate
BEAMS が提案する新シーズンの注目キーワード。any outfit by adding
the classic shapes
for a more mature
and sophisticated
look.

RECOMMENDATIONS
OF THE SEASON

B ucket Hat
デイリーに使うならハットはバケットハッ
トが お す す め。 特 徴 はコンパクトな
フォルムとやや短めで下向きについた

C ardigan

ツバ。これが夏 の着こなしを上 品 に
仕上げてくれる。サファリハットだとア

春のアウターとして活躍してくれるカー

ウトドア感が強すぎるし、パナマハッ

ディガン。品が良く見えて、汎用性が

トだとリゾート感 が強 すぎる。 そんな

高 いのが魅 力だけど、 ついついベー

悩 みを持っていた人も多 いはず。 あ

シックな着こなしになりがち。合わせ

らゆる世代に対応するユーティリティー

るアイテム次第でスタイルの幅が広が

性 もリコメンドの 理 由 だ。 まず は シ

(

0

5

6

)

outfit a feminine look. They
are a highly recommended
item this se ason. From
爽 やかなチェック、 スポーティなワン
espadrilles to ethnic patters,
ポイントロゴのものなど、素材も柄も
modern designs with leather
デザインもとにかく豊富。1 つと言わず、 p a r t s; t h e l i n e u p i s q u i t e
d i v e r s e. Pa i r t h e m w i t h a
2 つ、 3 つ……ワードローブに加えた
spor t y out fit or experiment
くなる。
with a bohemian style, and
If you’re looking for an
it can work well with blazers
everyday hat, we recommend
for a trendy traditional look.
the bucket hat. They are
They go well with both skirts
rather compact and the brim
a n d p a n t s a n d m a y b e th e
is slightly shorter and faces
crisscross will give a slimming
downwards; this is what adds
illusion?
class to your summer looks.
Safari hats give off too much of
an “outdoor” feel, and Panama
ones for a “resort” look. This is
why the bucket hat is perfect
because of its versatility to all
generations. A simple one is a
must, but there are also ones
17
m a d e o f n u b u c k m a te r i al ,
per fec t-for-summer plaids,
F ishing
and sporty ones with one-point
logos. There is such a variety in
メッシュづかいや複数の多機能ポケッ
materials, patterns and designs
トなど、フィッシィングギアのディテー
that you can’t help wanting
ルを取り入 れたファッションアイテム
2…3…maybe more for your
wardrobe.
のリリースは今シーズンも勢いを増し
高級感が漂うヌバック素材や夏らしい

-OUTS

そう。 T シャツ＆ショーツといったシ

ンプルなコーディネートのアクセント
にちょうどいいユーティリティーベスト

は、 収 納 力も高 いのでバッグいらず
の手ぶらスタイルも可能。アクティブ
16

L ace-up Shoes

シーンでもタウンユースでも便利で快
適。フィッシングベスト風 のデザイン
にカスタムした〈クロックス〉の〈ビー

ヒールが低くてカジュアルなのにとっ

ムス〉 別 注 モデルなんていう、 変 わ

てもフェミニン。軽やかに足元を彩っ

りダネもあります。

Fashion items incorporating
details
inspired by fishズンの一押しアイテム。春夏らしいエ
ing
gear
such
as mesh fabric
スパドリーユから、 エスニック柄、レ
and multi-functional pockets
ザー仕様のモダンなデザインまで、ラ
will gain more attention this
インナップはいろとりどり。柄物のウェ
season. The “utilit y vest” is
a perfect addition to a simアと合わせて、ボヘミアンライクなス
ple T-shirt and shorts outfit.
タイリングを楽しんでもいいし、ブレ
There are a lot of pockets so
ザーなどを使ったトラッドスタイルの
you won’t even need to take a
ハズしにもしっかりハマる。 スカート
bag. They are a practical and
だけでなく、パンツとも合いそうだし、 comfor table piece for both
outdoor ac tivities and cit y
編 み上 げ紐のクロス効 果で脚 が綺 麗
life. Even the <BEAMS> speに見えるとか（見えないとか）!? あぁ、 cial-made model by <crocs>
なんて優秀なの！
is made to look like a fishing
vest.
Even with low heel s,
lace-up shoes can give an
てくれるレースアップシューズは今シー

15
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ンプルなものを手に入れたい。ただ、

(
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5

7

)
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W esterninspired
今 季〈ビー ム ス〉 が 注 目した の は、

70 年代のウエスタンファッション。と
はいってもかつてのスタイルをそのま
まトレースするのではなく、象徴的な
エッセンスだけを抽出して取り入れた
コレクションを展開。スエードジャケッ
トやウエスタンシャツ、シューカットパ
ンツ、ブーツなどを、モダンにアレン
ジ。リラックス感のあるフィッティング
やパステルなどのニュアンスカラーで、

3

仕上がりはあくまでクリーンで現代的。
着こなしはそれらを全身でなくポイン
トづかいする、ストリートテイストのミッ
クスで。それが〈ビームス〉流のウエ
スタン。

This season <BEAMS> is
focusing on Western fashion of
the 1970’s. Rather than simply
recreating the old style, we
developed a few key items to
create a new kind of collection.
We modernized the designs of
the suede jacket, western shirt,
boot-cut pants and boots. The
overall look is kept clean and
modern with relaxed fit and
trendy pastel colors. For the
<BEAMS> style “Western”, try
one item at a time to keep it
looking simple and current.

L.L.Bean
The “Boat & Tote" by <L.L.Bean> is
a wonder ful pie ce with a simple
design and satisfying weight of 24 oz
canvas fabric. We are offering the
BEAMS special limited edition of the
long selling tote-bag in new colors:
tan and olive green. It is available in
three sizes in men’s and women’s. A
pouch made of the same fabric and
low-cut “Bean Boots” will be released
alongside the tote-bag.
シンプルなデザイン、そして 24 オンスキャン
バスのタフさが魅力的な〈エル・エル・ビー
ン〉の『ボート・アンド・トート』。超ロング
セラーを誇る傑作トートバッグをアレンジした

BEAMS 限 定 スペシャルモデルにニューカ
ラー、タンとオリーブが登場。メンズ＆ウィメ
ンズ合わせて３サイズ展開するほか、共生地
のポーチ、ローカットの『ビーン・ブーツ』も
同時リリース。

L.L.Bean × BEAMS PLUS / L.L.Bean
× BEAMS BOY Shoes ¥20,000+Tax,
Tote Bag (large) size W56.5×H38×D20cm
¥13,500+Tax,
(medium) size W43×H30×D12.5cm
¥11,500+Tax,
(small) size W36×H26×D11cm ¥10,500+Tax,
Pouch size W17.5×H13.5×D8.5cm
¥3,800+Tax by BEAMS PLUS, BEAMS BOY

OUR LATEST (BRAND, OBJECT, EXHIBITI

058

ON and COLLABORATION) OBSESSIONS

THINGS WE LOVE
059

1

060

2

Pants

3

061

4

5

1 BEAMS Pants ¥11,000+Tax, Socks ¥1,600+Tax, PARABOOT × BEAMS Shoes ¥27,000+Tax by BEAMS
LOOPWHEELER × BEAMS PLUS Sweatshirt ¥14,000+Tax by BEAMS PLUS
2 ENGINEERED GARMENTS × BEAMS PLUS Pants ¥48,000+Tax by BEAMS PLUS WELLDER Sweatshirt ¥17,000+Tax,
SALOMON Sneakers ¥19,000+Tax by BEAMS
3 Wrangler × BEAMS Pants ¥10,800+Tax, BEAMS Sweatshirt ¥9,500+Tax, LOAKE × VAPORIZE Shoes ¥54,000+Tax by BEAMS
4 BEAMS Pants ¥11,000+Tax, Socks ¥1,600+Tax, tone Sweatshirt ¥18,000+Tax, VANS Sneakers ¥6,500+Tax by BEAMS
5 VAPORIZE Pants ¥16,000+Tax, AURALEE Sweatshirt ¥22,000+Tax, BIRKENSTOCK × BEAMS Sandals ¥19,000+Tax by BEAMS

6

1

2

4

3

8

5

7

Bag
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Shoes

MAISON BENGAL size W30×H34×D10cm color Pink/Beige ¥8,800+Tax by BEAMS BOY
HEY!Mrs.ROSE × Ray BEAMS size W35×H23cm color Beige/Brown ¥11,000+Tax by Ray BEAMS
cult gaia size W28.5×H24×D8cm color 1type ¥34,000+Tax by Ray BEAMS
Krasob size W45×H25×D2cm color 5types ¥3,600+Tax by BEAMS BOY
Hashibami × Ray BEAMS size W31×H36×D11cm color Beige/Black ¥19,000+Tax by Ray BEAMS
BUNZABURO size ø12cm color 3types ¥5,500+Tax by Ray BEAMS
YAHKI size W14×H17×D11cm color Mint/Burgundy ¥13,800+Tax by Ray BEAMS
GREGORY × BEAMS BOY “NICE DAY” size W34×H40×D16cm color Green ¥15,000+Tax by BEAMS BOY
Casselini size W24×H25×D11.5cm color Red/Green ¥4,500+Tax by Ray BEAMS

1
2
3
4
5
6
7
8

7
8

3
2
6

4
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for women

MOON STAR × BEAMS BOY color White/Black heel 2.5cm ¥13,000+Tax by BEAMS BOY
Ray BEAMS color Brown/Black heel 6.2cm ¥18,000+Tax by Ray BEAMS
FABIO RUSCONI color Beige/Yellow heel 5cm ¥31,000+Tax by Ray BEAMS
PARABOOT × BEAMS BOY “ILIMA”color White/Black heel 2.5cm ¥39,000+Tax by BEAMS BOY
Dr.Martens × Ray BEAMS color Black heel 4cm ¥20,000+Tax by Ray BEAMS
REMME color Python/Black heel 6cm ¥18,800+Tax by Ray BEAMS
RBS color Beige/Black heel 1cm ¥19,000+Tax by Ray BEAMS
UNITED NUDE color Blue/Black heel 9cm ¥38,000+Tax by Ray BEAMS

5
1

9
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The theme is “OLD WORLD
COLLECTION”. This line by
<Bill Wall Leather> uses motifs
such as pirate treasures,
sun, and waves. It resembles
the scenic views of Malibu,
where the brand was born.
Made with the exceptional
technique of William Craig
Wall, each jewelry piece is
delicate yet powerful, and full
of artistic creativity.
テーマは

OLD WORLD COLLE

BEAMS “LEATHER SLIP-ON” color Brown/Black ¥11,000+Tax by BEAMS

New Balance “M992NC” color White/Grey ¥29,000+Tax by BEAMS PLUS

SALOMON “XA PRO 3D V8 GTX” color Charcoal Grey/Black ¥17,000+Tax by BEAMS

VANS “MOD SLIP-ON” color White/Black ¥12,000+Tax by BEAMS

VANS “STYLE 47 CREEPER” color Black ¥8,500+Tax by BEAMS

CONVERSE “ONE STAR J SUEDE” color Beige ¥21,000+Tax by BEAMS

NIKE SPORTSWEAR “AIR MAX 90” color Yellow/Blue/Pink/Purple/Turquoise
¥12,000+Tax by BEAMS

Reebok CLASSIC “INSTAPUMP FURY TRAIL SHROUD”
¥20,000+Tax by BEAMS

adidas Originals for BEAMS “CAMPUS” color Beige ¥9,990+Tax by BEAMS

New Balance “ML827AAA” color White ¥11,800+Tax by BEAMS

NIKE SPORTSWEAR “AIR STREAK LITE” color Green/Black/Yellow × Black/White
¥11,000+Tax by BEAMS

PUMA “FAST RIDER SOURCE” color Blue ¥9,000+Tax by BEAMS

CTION 。海賊の財宝や太陽、波を
イメージソースに、ブランド発 祥 の
地、マリブの風光明媚を想起させる
ようなコレクションを展開する今シー
ズンの〈ビルウォールレザー〉。名工、
ウィリアム・クレイグ・ウォールの卓
越した技術とアーティスティックな感
性が結実したジュエリーはどれも繊
細、そして力強い。
top Bill Wall Leather
Ring ¥80,000+Tax,
Necklace ¥27,000+Tax
bottom Bill Wall Leather
Ring ¥250,000+Tax,
Bracelet ¥200,000+Tax
by Bill Wall Leather
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Bill Wall Leather

065

Sneakers

color

Yellow/Black

for men

T h e " Pa p i l l o n C o l l e c t i o n"
features embroideries of the
<NEEDLES> brand icon - the
papillon or butterfly. Both the
dress and pants with shiny
purple sidelines are made of
satin fabric - breezy to wear
in the summer heat. B asic
T-shirts and slide sandals are
also available.
〈ニードルズ〉 のブランドアイコン、
パピヨンの刺繍を施した

パピヨンコ

レクション 。ツヤっとしたパープル
のサイドラインが効いたこちらのワン
ピースとパンツは、いずれもサテン
素材。暑い季節も軽やかに着こなせ
そう。ベーシックなワンポント T シャ
ツとスライドサンダルも一緒にどうぞ。
left HIROMI INO

NEEDLES × BEAMS BOY
T-shirt ¥11,000+Tax,
Pants ¥22,000+Tax,
Mules 37,000+Tax
right TOMOMI SHINAGAWA

NEEDLES × BEAMS BOY
Dress ¥28,000+Tax,
Sandals ¥7,500+Tax
by BEAMS BOY
*others model’s own
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NEEDLES

GRAN HERRADURA color White ¥12,000+Tax
by BEAMS BOY

NEEDLES × BEAMS BOY color White/Black
¥23,000+Tax by BEAMS BOY

BEAMS BOY color Orange/Black/Black Watch
¥11,800+Tax by BEAMS BOY

BEAMS BOY color Brown/Black ¥11,800+Tax
by BEAMS BOY

CAROLINA GLASER color Green/White
¥13,000+Tax by CAROLINA GLASER

Ray BEAMS color Blue/Brown/Grey ¥11,000+Tax
by Ray BEAMS

Ray BEAMS color Mint/Brown/White ¥11,000+Tax
by Ray BEAMS

maturely color Pink/Blue ¥28,000+Tax
by BEAMS BOY

Ray BEAMS color Orange/Beige ¥11,000+Tax
by Ray BEAMS
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Blouse

for women

Helinox ×
TACOMA FUJI RECORDS

BEAMS

Here is a collaboration between <Helinox>, a brand providing light-weight, compact, and
comfortable outdoor furniture, and <TACOMA FUJI RECORDS>. <Helinox>’s classic series
was arranged to become “HOUSE OF THE HOLY”, an official gear series for the imaginary
project “BIGFOOT SURVEY PROJECT”. Small goods and clothing are available in the
collection as well. The collaboration is also hosting an event at “BEAMS T Harajuku” in May.

<BEAMS> offers items with an officesupplies look. Their second original
series includes foldable boxes, chairs,
and shelves; all in a striking bright
orange color. They can be useful not
only on outdoor adventures but in your
own backyard or veranda. The trunk
cargo, which was a big hit last year, is
being restocked as well!

軽量でコンパクト、そして快適性に優れたアウトドア・ファニチャーを展開する〈ヘリノックス〉と〈タコマ
フジレコード〉のコラボレーションが実現。架空のプロジェクト BIGFOOT SURVEY PROJECT
フィシャルギアシリーズ

のオ

HOUSE OF THE HOLY として〈ヘリノックス〉の名作をアレンジ。ウェア

や雑貨も発売。 5 月には「ビームス T 原宿」でイベントも。

業務用品をイメージした〈ビームス〉のオリ

TAKASHI SATO Helinox × TACOMA FUJI RECORDS × BEAMS T

ジナルギアシリーズの 第 2 弾 は、 スタッチ

Cot size W190×H16×D68cm ¥59,000+Tax,
Chair ¥21,000+Tax, Table ¥21,000+Tax by BEAMS T *others model’s own
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ボックス、クイックスツール、フォールディン

Coleman
グシェルフ。鮮やかなオレンジカラーがイ
ンパクト抜群。アウトドアではもちろん、自
宅のベランダやテラスなどさまざまなシーン
で活躍してくれる。昨年大ヒットしたトラン
クカーゴも再販売。 Yeah ！

BEAMS Container
¥5,400+Tax, Folding Box ¥2,000+Tax,
Stool ¥2,700+Tax *each item, Shelf
¥1 1 , 0 0 0 +T a x , C h a i r ¥4 , 5 0 0 +T a x ,
Raincoat ¥1,800+Tax by bPr BEAMS
*others model’s own
Y U DA I WA K AYA M A
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For our 11th season with <Coleman>, we are releasing our popular
special-edition series. The newest lineup includes a leisure sheet,
folding chair, table and party shade. The psychedelic pattern was
inspired by “70’s nature” - when there was a strong focus on relaxation
in camping and outdoors.
毎回好評の〈コールマン〉との別注企画シリーズも今シーズンで第 11 弾。最新コレク
ションのラインナップは、レジャーシート、フォールディングチェア、テーブル、パーティー
シェードなど。リラックス感を重視したロースタイルキャンプを提案している。 70 年代
の自然

をモチーフにしたというサイケデリックパターンがキャンプサイトで映えそうだ。

Coleman × BEAMS Chair ¥7,900+Tax, Lantern ¥5,500+Tax,
Table ¥14,000+Tax, Picnic Sheet size W200×D145cm ¥4,500+Tax by bPr BEAMS
*others model’s own
NATSUKO TAKEMURA

This is a collaboration project
with <noteworks>, a company
making unique frames and
furniture that bring out the
best of the materials. They
also provide interior design
and construction services. The
T-shirts will feature artworks
b y L u i A r a k i , YO K , Te i t o
Nomiyama, Yohei Ogawa,
and Toyameg, all of whom
have strong relationships with
<noteworks>. Furniture and
goods by the brand will also
be available at the event in
end of March.
素材の風合いを活かした個性豊かな
額縁や家具の製作から、インテリア
デザイン、内装までを手がける〈ノー
トワークス〉とのコラボレーションプ
ロジェクト。彼らと親交の深い、Lui

Araki、YOK、Teito Nomiyama、
Yohei Ogawa、Toyameg、５組の
アーティストの作品をプリントした T
シャツを発売するほか、3 月末のイ
ベントでは〈ノートワークス〉の家具
や雑貨も展示・販売予定。
left to right
RYOTA OZONE, MISAKO YASUE,
HIROKAZU SHINOBAYASHI,
KENTO INOUE, NAMI YOKOYAMA

Third
Drawer
Down

What would happen if Ernest Hemingway
were to order a <Willis&Geiger> setup?
This creative question was the beginning
for these belted pants and safari jacket
designed by <MOJITO>. When styling the
collarless jacket, tr y playing with the
neckline with an open-collar shirts and
shawl s. The pants design is based on
<MOJITO>’s classic “Gulf Stream Pants”.
Both are made in the USA.

Introducing a pop and unique low-stool
chair by <Third Drawer Down>, a design
studio from Melbourne, Australia. It is
m a d e by sh apin g s y nth e tic re sin an d
a hand-painted finish. The corn looks
delicious and the bite marks strikingly
realistic. Other versions include a big
hamburger and a stack of donuts that Elvis
Presley would have devoured. Great as a
side table too!

for men

Willis &
Geiger ×
MOJITO

もしもアーネスト・ヘミングウェイが〈ウィリス・ア

NOTEWORKS × BEAMS T
T-shirt ¥4,800+Tax
*estimated price *each item,
NOTEWORKS Frame
¥20,000+Tax by BEAMS T
*others model’s own

YONESHI
MATSUDA
<Fennica> is a label aiming to “bridge
design and craft” by showcasing quality
products from around the world starting
with traditional Japanese crafts. Their
popular annual event “Okinawan Market”
is coming up this March. From Yachimun
potter y by “Yomitanzan-yaki Kitagama
Yoneshi Matsuda” to their new specialedition products and items ordered
exclusively for the event. The venue will be
filled with Okinawa-related products.

オーストラリア・メルボルン発のデザインスタジオ
〈サード・ドロア・ダウン〉のポップでユニークなス

デザインとクラフトの橋渡し をテーマに、日本の伝

そんな空想から生まれたのがこのブッシュジャケット

ツールをご紹介。合成樹脂で成形し、ハンドペイン

統的な手仕事をはじめ、世界の良品を紹介するレー

とベルテッドパンツ。デザインを手掛けたのは〈モ

トで仕上げられたというこちらは、香ばしそうな焼き

ベル〈フェニカ〉の人気イベント オキナワン マー

ヒート〉。ノーカラーのジャケットは開襟シャツやス

目と、かじられた痕が超リアル。ほかに具材満載の

ケット が今年も開催。 長年取り扱っている

トールなどで V ゾーンのコーディネートを楽しみたい。

ハンバーガーとエルビス・プレスリーが好んで食べそ

山焼北窯 松田米司

ンド・ガイガー〉にセットアップをオーダーしたなら。

読谷

のやちむんをはじめ、新たな別

パンツは〈モヒート〉の名作『ガルフストリームパン

うなグレーズド・ドーナツの３段重ねのバージョンも。

注品や、このイベントの為に買い付けたスペシャルな

ツ』をベースにアレンジした。ともにアメリカ製。

サイドテーブルとして使うのもおすすめ。

アイテムなど、沖縄にまつわる商品が会場に集結。

Willis&Geiger × MOJITO × BEAMS PLUS
Jacket ¥55,000+Tax, Pants ¥33,000+Tax
by BEAMS PLUS

Third Drawer Down Stool
size H39.2×ø27.2cm ¥21,000+Tax by bPr BEAMS

from top to bottom

YONESHI MATSUDA × fennica
Flower Vase *size ø11.4×H19.2cm ¥8,000+Tax,
Dish *size ø22cm ¥4,500+Tax,
Dish *size ø22.5cm ¥3,600+Tax by fennica
EXHIBITION
2020 OKINAWAN MARKET
3.6(fri) ~ 3.15(sun)
at International Gallery BEAMS 2F
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NOTEWORKS

BEAMS
COUTURE
<BEAMS COUTURE> is an up-cycle
label that combines dead-stock items in
our warehouses with vintage clothing to
create new pieces. Diverse fabrics are
intertwined to create a genderless feel.
Their modern ideas give birth to these
charming creations. Experience the joy
of discovering one-of-a-kind pieces.
〈ビームス クチュール〉は、BEAMS の倉庫に
眠るオリジナル商品のデッドストックや古着を、
さまざまな手法で新たな 1 着へと蘇らせるアッ
プサイクルなブランド。魅力は自由なアイディア

FUMIE=
TANAKA

から生まれる、ハッと驚くようなクリエイション
で、その取り組みに共感したアーティストやブ
ランドとのコラボレーションにも積極的。個性豊
かな 1 点物との出会いを楽しんで。

BEAMS COUTURE Sweatshirt
¥14,000+Tax*assort,
Pants ¥32,000+Tax*assort,
Necklace(long)¥6,000+Tax,
(short)¥3,000+Tax,
Bag ¥6,500+Tax*assort,
CHACO × BEAMS COUTURE Sandals
¥25,000+Tax by BEAMS COUTURE

<FUMIE=TANAKA> offers collections for
mature women who find comfort in being
themselves. In the 3rd year after the launch,
they are reborn with a new name this
season. The <Ray BEAMS> limited items are
a celebration of this new beginning. The
loop-tie and earrings have the soft texture
and shine unique to leather. The maxi dress
with a dynamic one-shoulder is great to
wear on its own.
自然体でいることに居心地の良さを感じる、大人の
女性のためのコレクションを提案する〈フミエ タナ
カ〉。改名を経て今季、新たなスタートを切る注目
ブランドから〈レイ ビームス〉限定アイテムが登場。
ループタイとイヤリングは、レザーの柔らかな質感と
光沢感が魅力。ワンショルダーが大胆なマキシワン

New Balance

ピースは思い切って一枚で！

FUMIE=TANAKA × Ray BEAMS
Dress ¥26,000+Tax, Earrings ¥20,000+Tax,
Looptie ¥15,000+Tax,
FABIO RUSCONI Sandals ¥23,000+Tax
by Ray BEAMS

“Classic” and “archive” have always been the central themes of collaborations
between <New Balance> and <BEAMS BOY>. This season, we used grey and
navy (<New Balance>’s symbolic colors) on the “NB NERGIZE” slip-on model.
Running shorts with loose silhouettes, and socks are also available in the same
colors. The T-shirt, featuring 70’s advertisement is also worth checking out.
定番 と アーカイブ

をテーマにした〈ニューバランス〉と〈ビームス ボーイ〉のコラボレー

ション。今回はスリッポンモデル『 NB ナージャイズ』を、〈ニューバランス〉のシューズを象徴
するカラー、グレーとネイビーベースにアレンジ。ゆったりとしたシルエットのランニングショー
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ツやソックスも同カラーで展開。 1970 年代の広告ビジュアルを素材にした T シャツもキュート。

New Balance × BEAMS BOY T-shirt ¥6,000+Tax, Shorts ¥7,300+Tax,
Sneakers “NB NERGIZE" ¥10,500+Tax by BEAMS BOY
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These adorable creatures are
from <DOLLSSAN>, a brand
created by stuf fed-animal
ar tist Satsuki Nasuno. Her
central concepts are “ for
kidult (adults with a hear t
of a child)” and a “lawless
world”. At the exhibition called
“100”, her newest 100 dolls
will be presented at “TOKYO
CULTUART by BEAMS”. Don’t
miss out on this chance to play
with these adorable snuggly
fluff-balls.
なんとも愛らしいこのクリーチャーた
ちは、 ぬいぐるみ作 家 の那 須 野さ
つきによる〈ドールズサン〉のもの。

for kidult （子供心を持つ大人た
ちへ） 、 ふやけた世界

をコンセ

プトに作品を製作している。そんな
〈ドールズサン〉 の 新 作 100 体 を
展示販売する個展

100 が「トー

キョー カルチャート by ビームス」
で開催。大量のふわふわモフモフた
ちと戯れるチャンスをお見逃しなく！

DOLLSSAN Doll
(top)*size W32.5×H42×D17cm
Price Undecided,
(center) *size W32.5×H33×D8cm
Price Undecided,
(bottom) *size W36×H31×D6.5cm
Price Undecided
by TOKYO CULTUART by BEAMS
EXHIBITION
100 by DOLLSSAN
3.6(fri) ~ 3.18(wed)
at TOKYO CULTUART
by BEAMS

rockarchive.com

AINU
PRODUCT

BUZZ
RICKSON’S

BEAMS has been providing art photography
for over 10 years. Specifically, we work with
<rockarchive>, a British photo collective
keeping a photographic record of music
histor y from the 1960’s to the present.
The Beatles, Bob Dylan, Nir vana...the
photographs documented the history of
rock through the faces of iconic figures.
Browse through them and choose one for
yourself, like picking out your favorite pair
of sneakers.

<fennica> has been consistently featuring
handmade crafts from all over Japan. This
season we have items co-created with Ainu
artists from Hokkaido. From tribal patterninspired trays carved by Toru Kaizawa to
salad server and butter knives with Ainu
designs by Kengo Takiguchi, the lineup is
full of Ainu tradition and creativity.

Th e d e c k-j a c ke t an d d e n im c ap s are
designed based on American navy uniforms
worn during World War 2. They were
especially made by <BUZZ RICKSON’S>,
a brand specializing in reviving vintage
military uniforms. The main feature is the
bold stenciled paint. 48 is a classic symbol
for <fennica> , inspired by the number
found on a vintage drinking jacket owned
by director Terry Ellis.

日本各地の手仕事を継続的に紹介してきた〈フェニ

BEAMS では、10 年以上に渡ってアートフォトの販
売も手がけている。取り扱うのは、 1960 年代から

カ〉で、昨季より北海道のアイヌ工芸作家たちと共

第二次大戦期のアメリカ海軍作業用デッキジャケッ

に作り上げたアイテムをラインナップ。貝澤徹によっ

トとデニムキャップはともに、ヴィンテージミリタリー

現在に至る音楽史の変遷を写真で記録している、イ

てアイヌ民族の文様から発想した柄が彫刻されたお

ウェアの魅力を忠実に再現し続けるブランド〈バズ

ギリスのフォトコレクティブ〈ロックアーカイブ〉の作

盆や、瀧口健吾がアイヌ文様を彫ったバターナイフ、

リクソンズ〉に別注したもの。ポイントは、大胆な

品。ビートルズやボブ・ディラン、ニルヴァーナなど

道産の木材から作ったサラダサーバーなど、アイヌ

ステンシルペイント。〈フェニカ〉のディレクター、テ

アイコニックな被写体を通じて、ロックの歴史を捉え

民族の伝統と新しい感性が息づく商品群に出会える。

リー・エリスが所有していたヴィンテージのドリンキ

た写真を手に入れてみては。お気に入りの T シャツ
やスニーカーを選ぶように、気負わずに。

rockarchive.com Photograph ¥65,000+Tax,
JIMPRA Frame size W54×H42×D2cm ¥9,000+Tax
by International Gallery BEAMS
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DOLLSSAN
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ングジャケットからインスピレーションを得た数字を

KITANOKOBO TSUTOMU × fennica
Tray size 25×25cm ¥40,000+Tax,
KENGO TAKIGUCHI × fennica
Knife size 16.9cm ¥3,500+Tax, Salad Server
size (left)30cm, (right)31cm ¥5,500+Tax by fennica

ペイントしている。

BUZZ RICKSON’S × fennica
Jacket ¥19,800+Tax, Cap ¥8,500+Tax by fennica

We s p e c i al- o rd e r e d th i s
p olo from <Munsingwe ar>,
the brand adored for its
“Little Pete” penguin mark.
From th e ra glan sle eve to
the underarm action-gusset,
it accurately emulates the
detailed qualities of 60’s golfwear. We also adjusted it to
a modern fit. Comes in three
designs - solid, cleric and
bordered - each in two colors
respectively.

“ B E AMS JAPAN ” is a cura tion
store that collects and presents
the best allures of Japan. Its first
store in the Kansai area is opening
inside the commercial complex
“ ShinPuhKan” in Karasuma
Oike, Kyoto. From traditional to
subculture, the store will feature
Japanese things, ideas, and
important artisans in history as
well as limited items reflecting the
historical traditions of Kyoto.

リトル・ピート の愛称で親しまれ

全国から 日本 の魅力を集め、発信す

るペンギンマークでお馴染みの〈マ

るキュレーションストア「ビームス ジャ

ンシングウェア〉に別注したポロシャ

パン」の西日本初となる店舗が、今春に

60 年代のゴルフウェ

生まれ変わる京都・烏丸御池の複合施

ツのテーマは

ア 。ラグランスリーブや脇下のアク

から サブカルチャー まで、BEAMS の

なディテールが再現されている。ま

審美眼でセレクトされたモノ・コト・ヒト

た、フィッティングはモダンにアレン

を幅広く紹介するほか、京都の街の伝統

ジ。ソリッド、クレリック、ボーダー

を反映した限定アイテムも取り揃える予定。

left to right KEN KIYONO, HIROSHI YAMADA,
JUNICHI YANAI

Munsingwear × BEAMS PLUS
Polo Shirt ¥13,800+Tax
*each item by BEAMS PLUS
*others model’s own

1

設「新風館」内にオープン。日本の 匠

ションガゼットなど、当時の特徴的

の 3 型、それぞれ 2 色を展開。

1

2

2

1. HANASEWARA
Brooch size S,M,L
(left)¥3,400~6,300+Tax,
(right) ¥3,000~4,000+Tax
2. Soryu Gama
Flower Vase size ø12×H23cm ¥20,000+Tax,
Mug size W12.5×H8×D9cm ¥7,000+Tax,
Cup size ø8.2×H9.5cm ¥6,000+Tax
3. BEAMS JAPAN
Wrist Watch ¥13,000+Tax
4. YUSUKE KANAI
Figure “Fukusuke”
size W18.5×H20×D14cm ¥120,000+Tax
by BEAMS JAPAN

4

2
3

BEAMS JAPAN KYOTO
The “BEAMS JAPAN” original
wear collec tion is growing
larger and better every
season. Our goal was to
create Japanese clothing that
express “present-day Japan”.
The designs are timeless and
universal, and the unisex size
variety welcomes anyone to
we ar. Th e icon fe ature s a
traditional braid by <Showen
Kumihimo>, symbolizing the
hopes to create connections
and invite fortune.

1

2

シーズンを重ねて拡充する「ビーム

3

ス ジャパン」のオリジナルウェアコ
レクション。目指すのは、 日本のい
ま

4

を表現する 日本の洋服 。そ

のラインナップはどれもシンプルで
ベーシックなものばかり。ユニセック
ス対応のサイズ展開で着る人を選ば
ない、エイジレスでユニバーサルな
デザインが魅力。アイコンは京都・
宇治の〈昇苑くみひも〉が手がけた
組紐。縁を結んで福を招くという想

5

いを込めている。

BEAMS JAPAN
1. Dress ¥16,800+Tax,
2. Sweatshirt ¥13,500+Tax,
3. T-shirt ¥5,800+Tax,
4. Shirt ¥14,000+Tax,
5. Smock ¥14,000+Tax,
6. Pants ¥13,000+Tax,
7. Dress ¥16,800+Tax
by BEAMS JAPAN
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Munsingwear

077

6

7

BEAMS JAPAN

1

078

2

3

Short Sleeve Shirt

4

079

5

1 WILD THINGS × BEAMS Shirt ¥11,000+Tax, BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax, Pants ¥9,000+Tax,
Shoes ¥11,000+Tax, VAPORIZE Socks ¥1,700+Tax by BEAMS
2 VAPORIZE Shirt ¥12,500+Tax, Socks ¥1,700+Tax, BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax, Pants ¥9,000+Tax,
Shoes ¥11,000+Tax by BEAMS
3 BEAMS PLUS Shirt ¥12,000+Tax by BEAMS PLUS BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax, Pants ¥9,000+Tax,
Shoes¥11,000+Tax, VAPORIZE Socks ¥1,700+Tax by BEAMS
4 STAR OF HOLLYWOOD × BEAMS Shirt ¥23,000+Tax, BEAMS T-shirt ¥7,000+Tax, Pants ¥9,000+Tax,
Shoes ¥11,000+Tax, VAPORIZE Socks ¥1,700+Tax by BEAMS
5 SSZ Shirt ¥15,800+Tax, BEAMS Pants ¥9,000+Tax, Shoes ¥11,000+Tax, VAPORIZE Socks ¥1,700+Tax by BEAMS

These coveralls and overalls
were specially-made by
<P O S T O ’A LL S> u n d e r t h e
theme “work uniform”. They
are full of interesting <POST
O’ALL S> st yle adjustments
like the inner pocket on
the coverall and the op en
neckline on the overall for
ti e s. Th e p ro d u c ti o n i s by
< W A R E H O U S E >, a b r a n d
readapting vintage clothes
for the modern era with their
o u t s tan din g c u r i o s i t y an d
technology. What a rare and
precious collaboration!
ワークユニフォーム

をテーマに別

注したカバーオールとオーバーオール
は〈ポストオーバーオールズ〉がデ
ザイン。カバーオールに内ポケット
がついていたり、オーバーオールは
タイドアップが映えるように首回りを
広くしていたり〈ポストオーバーオー

FRED PERRY × BEAMS color Navy×White/
Black×Grey ¥13,000+Tax by BEAMS

AURALEE color Black/Beige ¥18,000+Tax
by BEAMS T

BATONER color Brown/Black/Blue ¥20,000+Tax
by BEAMS PLUS

ルズ〉らしい、ひねりの効いたアレ
ンジが魅力。そして、プロダクショ
ンは、圧倒的な探究心と比類なき技
術でヴィンテージウェアを現代に蘇
らせる〈ウェアハウス〉。このブラン
ドの並び、贅沢です。
SYUJI SUZUKI

POST O’ALLS × BEAMS PLUS
MADE BY WAREHOUSE
Jacket ¥40,000+Tax,
Overalls ¥38,000+Tax
by BEAMS PLUS
*others model’s own

scair

color

Blue/Black ¥26,000+Tax by BEAMS T

CHARI&CO × BEAMS T color Grey/Navy
¥7,000+Tax by BEAMS T

080

BEAMS PLUS color Burgundy/Black/Navy/Off
White/ Olive ¥12,000+Tax by BEAMS PLUS

BEAMS PLUS color Navy/Brown/Green
¥12,000+Tax by BEAMS PLUS

ALOYE color White/Black ¥12,000+Tax by BEAMS T

LACOSTE × BEAMS color Green/Black/Navy/White
¥14,000+Tax by BEAMS

Polo Shirt

for men
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POST O’ALLS MADE BY WAREHOUSE

1

082

2

Skirt

3

083

4

5

1 RBS Skirt ¥18,000+Tax, Ray BEAMS Earrings ¥6,000+Tax, FABIO RUSCONI Sandals ¥23,000+Tax by Ray BEAMS maturely Tank Top
¥11,000+Tax by BEAMS BOY
2 Name. × Ray BEAMS Skirt ¥36,000+Tax, Ray BEAMS Tank Top ¥6,800+Tax, Sandals ¥13,800+Tax, Lavish Pierced Earrings ¥6,500+Tax
by Ray BEAMS
3 Ray BEAMS Skirt ¥13,000+Tax, RBS Tank Top ¥7,000+Tax, m. Bangle ¥11,000+Tax, FABIO RUSCONI Sandals ¥31,000+Tax by Ray BEAMS
4 PLAN C Skirt ¥85,000+Tax by International Gallery BEAMS Ray BEAMS Knit ¥8,900+Tax, RBS Sandals ¥18,000+Tax by Ray BEAMS
BEAMS BOY Earrings ¥4,000+Tax by BEAMS BOY
5 BEAMS BOY Skirt ¥15,800+Tax, FRUIT OF THE LOOM × BEAMS BOY T-shirt ¥3,200+Tax *2pieces, SUNSHINE REEVES × BEAMS BOY
Bangle ¥39,000+Tax, CONVERSE Sneakers ¥5,800+Tax by BEAMS BOY

JI inc. × mmts Glass ¥2,000+Tax *each item by mmts

T h i s s e a s o n we b r i n g y o u
another <BE AMS> sp e cialo r d e r p r o d u c t s b y <P O LO
RALPH LAUREN>. This third
collection includes a simple
polo and T-shirt...but wait!
The “Polo Player” logo that is
usually on the left-side is on the
right! While maintaining the
perfected classic design, the
series surprises you with a burst
of playfulness. The hat comes
in multiple designs, with two
panels and two logos.
〈ポロ ラルフ ローレン〉の〈ビーム
ス〉別注プロダクトが今シーズンも
登場。第 3 弾コレクションは、とっ
てもシンプルなポロシャツと T シャ
ツ。でも、アレっ。普段は左胸にあ
るはずの

ポロプレイヤーロゴ

が

右胸に！ 名作の完成されたデザイ
ンをキープしつつも、ちょっとだけみ
んなをびっくりさせたいという遊び心
が炸裂しています。ハットは 2 パネ
ル 2 ロゴのマルチデザイン。

mmts Dress ¥13,000+Tax, Pierced Earrings ¥2,400+Tax by mmts

POLO RALPH LAUREN for BEAMS
Polo Shirt ¥16,000+Tax
*each item, T-shirt ¥9,000+Tax
*each item, Bucket hat
¥12,000+Tax *each item
by BEAMS

©伊藤潤二／講談社

“Enjoy The unique mix of
cute and terror”

可愛いとホラーが 混じり合った
独 特の世界 観を楽しんで！

This season, we successfully achieved a collaboration with 「今シーズンは、ホラー漫画界の巨匠、伊藤潤二先生とのコラ
Junji Ito, the legendary artist in the horror manga world. We ボレーションが実現しました。以前から仲良くさせて頂いていて、
『いつかコラボしたいですね』というお話しをしていたのがつい
were already acquainted with him and had talked about
にカタチに！ 伊藤先生の描く猫はペンのタッチが独特なんです。
doing a collaboration before. The cats that Junji draws
猫って、絵にするとデフォルメしがちなんですが、毛の一本一本
have such a unique touch. Cats in art tend to be simplified,
が力強く描き込まれていて、フサフサ感がすごくリアル。毛並み、
but he draws each piece of hair with a powerful stroke,
顔つき、表情など、一匹ずつそれぞれの特徴を捉えて描いてくだ
making the overall texture more realistic. From the hairline
さっていて、しかも、それが伊藤先生のタッチ。初めて見たとき、
to the facial expression, the portraits grasp the personal
とてもワクワクしました。このグラスは私の愛猫たちに加えて、伊
features of each individual cat. These glasses come in
藤先生が飼われていた よん と むー のイラストがプリント
pairs, featuring illustrations of my adorable cats, as well
された２種類展開。日常使いできるので、ぜひペアグラスとして
as Junji’s cats “Yon” and “Mu”. Other collaboration items
楽しんでいただけたら！ 伊藤先生とのコラボアイテムはほかに、
with Junji also include yukatas, dresses, and shirts. Trust
浴衣やワンピース、シャツなども。可愛いとホラーが混じり合った
me that they are an interesting mix of cuteness and terror.
世界観で展開しますので、期待してください！」( 中川翔子）
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POLO RALPH LAUREN
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mmts

BRIEFING × BEAMS PLUS Briefcase
*each item by BEAMS PLUS
size

W41.5×H31×D5.5cm ¥28,000+Tax

“Packed with thought-out features
Based on your feedback!”
The most popular luggage at “BEAMS PLUS YURAKUCHO”
is a three-way bag specially made by <BRIEFING>. Recently
some clients have asked for a smaller capacity model
to be produced. The “Solution Brief” was born in 2014 in
response to this feedback and was an immediate success.
This season it returns as the “Neo Solution Brief” with
increased functionality. Two major additions to the design
are the outside organizer pocket for small things like your
phone or wallet, and the compartment on the inside for
laptops and documents. The small size, acclaimed for
sitting perfectly on the lap when on the train, remains the
same as the previous model. The staff have worked for
hours on end to improve this popular product, knowing the
users would love it. Please give it a try and send us your
comments to “BEAMS PLUS YURAKUCHO” (Taiji Suzuki)
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Kur um eka suri i s a n a tural
fabric that requires 30+
procedures and delicate
hand-craf ting techniques.
The fabric, with its beautiful
depth of color from Honai
dying, provides cool in the
summer and warmth in the
winter. <CATHRI>, a brand
making its debut this Spring,
uses this of ficial National
Living Treasure fabric for their
collection. Their debut lineup
includes a T-shirt, tunic, dress,
and skirt - four timeless pieces
for relaxing.

お 客 様 からのご意 見をもとに、
こだわりの 機 能を満 載しました！
「 ビームス プラス 有楽町

では〈ブリーフィング〉に別注した 3

ウェイバッグがダントツの人気商品なんですが、お使いのお客様

久留米絣は、 30 以上もの工程と緻

より『もっと小さいモデルはないの？』『最近は荷物を持たなくなっ

密な手仕事によって作り上げられる

たからなぁ……』とのご意見が多く聞かれるように。それらの声を

天然素材。夏は涼しく冬は暖かいと

をカタチにすべく生まれたのが 2014 年に発売した『ソリューショ

いう優 れた特 徴と、 本 藍 染 めの豊

ンブリーフ』。大変好評で瞬く間に完売してしまった同作を、さら

かで美しい色彩が魅力だ。そんな、

に機能的にアップデートした『ネオソリューションブリーフ』を今季

重要無形文化財にも指定される伝統
工芸品を素材にしたコレクションを

発売します！ 大きく変わったのは、スマートフォンや財布などの

展開する〈カスリ〉は今春デビュー

小物を入れる外付けのオーガナイザーポケット、内側には書類や

の新ブランド。ラインナップは T シャ

PC 用の仕切りがついたこと。電車で座った時に膝上に収まるコン

ツ、チュニック、ワンピース、スカー

パクトなサイズ感はご好評いただいた前作を踏襲しています。必

トの全 4 型。 エイジレスなリラクシ

ずやお客様に喜んでいただけるはず、と店舗スタッフ満場一致で

ングウェアが揃った。

企画し、実現に至った自信作ですのでお試しください。また、ご
感想はぜひ ビームス プラス 有楽町

BRIEFING

CATHRI Gown ¥48,000+Tax
by BEAMS Planets

まで！( 笑 )」（鈴木太二）
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CATHRI

for women

This season is full of items
made out of natural materials.
B e s u r e to c h e c k o u t <Le s
vacances d'Irina>, a brand
just making its way to Japan.
The designer is a former
buyer of vintage goods, and
their concept is “vacation in
the Me diterrane an”. Their
signature bag was designed
based on a basket found at
a flea market. It is made out
of cat-tail grass, a material
lighter th an ra f f ia, an d is
hand-woven by ar tisans in
Ro m a n i a. T h e s u b t l e o l dschool look is key.
ナチュラルな素材のウェアや雑貨が
気になる今シーズン、ぜひ注目した
いのが日本初上陸の〈レ ヴァカンス
デ イリーナ〉。 元ヴィンテージバイ
ヤーのデザイナーが手がけるブラン
ドでコン セプトは

地 中海 でのバ

ケーション 。蚤の市で見つけたバ
スケットをもとにデザインしたという、

CITIZEN × BEAMS “KINDER TIME”
color Black/Blue/Red ¥18,000+Tax by bPr BEAMS

BEAMS “ASSEMBLY WATCH”
color 3types ¥19,500+Tax by bPr BEAMS

TIMEX × BEAMS “DIGITAL”
color Clear Black ¥12,000+Tax by bPr BEAMS

GARMIN × BEAMS “ForAthlete 235J CRAZY”
color Black ¥30,800+Tax by bPr BEAMS

BEAMS “TALKING WATCH”
color Blue ¥2,500+Tax by bPr BEAMS

Freestyle “SHARK CLASSIC CLIP”
color Multi/Black/Blue ¥9,000+Tax by bPr BEAMS

Merci “LMM-01” color Beige/Black/White
¥34,000+Tax by bPr BEAMS

シグネチャーのカゴバッグは、ラフィ
アより軽 いキャットテールの 草 を、
ルーマニアの職人が手作業で編んだ
もの。ちょっとレトロな雰囲気がいい。

Les vacances d’Irina Bag
top size W24×H27×D10cm
¥17,000+Tax,
middle size W41×H30×D12cm
¥19,000+Tax,
bottom size W22×H22×D12cm
¥15,000+Tax
by International Gallery BEAMS
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Les vacances d’Irina
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Wrist Watch

G-SHOCK “DW5600BB1JF”
Black ¥11,000+Tax by bPr BEAMS

color

ALBA × BEAMS “MARIO COLLECTION” colorBlack
¥28,000+Tax *3 pieces set by bPr BEAMS

The “one-can” drink holder is finally
here! “One-can” is the culture of
celebrating the end of the workday
with drinks from a convenience store
or vending machine. This drink holder
works for hot and cold drinks, so it’s
great for outdoor use. There is also a
zipper and a pocket so it can be used
as a handbag too!
出ました。 ワンカン
「 ワンカン

用のドリンクホルダー！

ってナニ？」という方 に説 明 す

ると、仕事終わりにサクっとコンビニや自販機
で買った飲み物を片手にプチ打ち上げしたり
親睦を深めたりすること。こちらは保冷、保
温機能があるので、アウトドアでもドリンクの
美味しさが長持ち。上部はジップ付きで、ポ
ケットもあるので、缶を入れないときはポーチ
としても活躍してくれる。

PORTER × B JIRUSHI YOSHIDA “Koozie”
(350ml) ¥7,200+Tax,
(500ml) ¥8,200+Tax
by B JIRUSHI YOSHIDA

BEAMS
RECORDS

House of
Marley

SONOS

This cassette tape player is a <BEAMS
RECORDS>’ original. Not only can you listen
to cassette tapes, but you can also convert
the audio into digital files and save them on
a USB drive, as well as connect to an audio
system via a 3.5 stereo mini plug. It can be
powered by USB as well as battery, making
it portable. It includes a Hi-Fi stereo system
and can switch to auto-reverse.

If you’re looking for your first turntable,
we recommend the American brand
<House of Marley>. They produce audio
products with a strong focus on using ecofriendly materials. What’s amazing is its
func tionalit y and the diverse listening
experiences it offers. For example you
can choose between Bluetooth and wire
connection, as well as to digitize audio by
using the USB-to-PC function. The bamboo
and recycled material give it a nice retro
and natural feel.

“ SONOS MOVE” is th e f ir s t B lu eto oth
speaker from the <SONOS> series launched
last Autumn in the USA. They are finally
being released in Japan this season! One
of the best qualities that <SONOS> fans
point out is that you can take the speaker
outdoors. Whether indoors, outdoors, or on
the move, the powerful sound it generates
is a groundbreaker for portable speakers.
What’s more, it is updated with the IP65
dust-proof and water-proof features.

〈ビームス レコーズ〉オリジナルデザインのカセット

初めてのターンテーブルを探しているなら、環境に

昨年秋に発表され、大きな話題となった〈ソノス〉

テーププレイヤー。カセットテープの音源を聴くのは

配慮した素材を選んでオーディオ生産を行うアメリ

シリーズ初 の Bluetooth 対 応 スピーカー『ソノス

もちろん、デジタル変換して USB に保存ができる

カのブランド〈ハウス・オブ・マーリー〉がおすす

ムーブ』が今春、日本上陸。〈ソノス〉ファン待望

ほか、 3.5mm ステレオミニ端子の出力から、オー

め。ポイントは、Bluetooth 接続とライン接続を選

の同モデルの特徴は、屋外へ連れ出せること。屋

ディオ・システムへの接続も。電源は USB 給電に

択できたり、 USB から PC への記録機能で音源を

内 外でも移 動中でも場 所を問 わず、 ポータブルス

加えて乾電池にも対応しており、ポータブルでの使

デジタル化できたりと使い勝手が抜群で多目的なリ

ピーカーの常識を覆すパワフルなサウンドを響かせ

用も OK 。Hi-Fi ステレオ再生でオートリバース切替

スニングに対応してくれるところ。竹やリサイクル素

る。 IP65 の耐塵耐水仕様で既存モデルよりもタフ

も可能と便利な機能満載です。

材をつかった、エコでレトロなルックスも素敵。

にアップデートしたのも心強い。

BEAMS RECORDS Cassette Player
size W11.2x H8x D3.1cm ¥4,980+Tax
by BEAMS RECORDS

House of Marley Turntable
size W42×D34.5×H11.5cm ¥27,200+Tax
by BEAMS RECORDS

SONOS Speaker size W15.8×H24.2×D12.3cm
¥46,800+Tax by bPr BEAMS
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PORTER

crocs

for women

“Tulum Open Flat” is a new model by <crocs> making its debut this season. Check
out the <Ray BEAMS> exclusive with vivid pop colors. The shoes are open toed and
closed heel, making it highly versatile. It’s a great choice for a holiday vacation
and for a night out in town. Did I mention the extra comfort provided by “crosslite
™,” a foamy material developed especially by Crocs?
今シーズンデビューした〈クロックス〉のニューモデル『トゥルム オープン フラット』をポップに
ヴィヴッドにカラーアレンジした〈レイ ビームス〉エクスクルーシブモデル。オープントゥ＆クロー
ズドヒール仕様なのでリゾートからタウンまで幅広いシーンで活躍してくれそう。もちろん、独自
に開発した特殊素材

クロスライト ™

による高いクッション性、快適な履き心地は健在。

crocs × Ray BEAMS Sandals ¥6,500+Tax *each item by Ray BEAMS

BENCH
GREGORY
× Yu Nagaba
<GREGORY>’s “Daypack” has been a beloved classic
since 1977. It fits perfectly on the body and the balanced
design makes it feel much lighter. The extreme comfort
makes it the “Roll-Royce of backpacks”. This all-white
version is the BEAMS limited model of this classic. The
logo designed by Yu Nagaba is simple but impressive!

1977 年 に誕 生。 以 来、 時 代を超えて愛される〈グレゴリー〉 の
『デイパック』。体の曲線にぴったりと沿うフィット感、荷物の重さを
感じさせない重心バランスなど、その快適な背負い心地は

バック

パック界のロールス・ロイス と称されるほど。そんな名作の〈ビー
ムス〉限定モデルがこちら。オールホワイト！ ロゴデザインは長場
雄！ シンプルなのに鮮烈。ズッキュン、意表を突かれちゃった。

GREGORY × Yu Nagaba “DAY PACK”
¥21,000+Tax by BEAMS
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size

W33×H47.5×D16cm

Nishibe Chemicals is a company based
in Nara. They have been making PVC
sandals, known as “bathroom sandals”
or “bensan,” for over 40 years. This pop,
cheap and comf y model with tassels
and quilting is from their premium line
<BENCH> and was an insane success.
We’re back again this season with new
items! The white-natural combo and the
ribbon types are both <BEAMS Planets>
exclusives.
便所サンダル

や

ベンサン

の名で親しまれ

る PVC 素材のサンダルを 40 年 に渡り作り続け
る奈良のニシベケミカル社。そのプレミアムライ
ンがこちらの〈ベンチ〉。タッセルやキルトをあし
らったモデルは、チープでポップで楽チンで爆発
的なヒットを記録。というわけで、今年もやりま
す別注アイテム。ホワイト×ナチュラルのコンビは
〈ビームス プラネッツ〉限定。さらにリボンタイプ
は〈ビームス プラネッツ〉だけのデザインです。

BENCH × BEAMS Planets
Sandals (left) size 24~26cm ¥6,000+Tax,
(right) size 24~28cm ¥5,800+Tax by BEAMS Planets
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From big to small, to triangular handkerchief-types, there
is a diverse lineup of scarves
this season - why not incorporate it into different outfits?
Wrap it around your head like
a turban, or fold it up into a
thin hairband; tie it around
the hip like a belt, or drape it
over the shoulder...when used
well it can add a subtle bit of
elegance. Try it out and you’ll
see it’s not as hard as it seems!
大判、小判、さらには三角巾のよう
なカーチフタイプまで、今シーズン豊
富にラインナップされているスカーフ
は、コーディネートに取り入れてみた
い気になる存在。ターバンのように
頭に巻いたり、細く折り畳んでヘア

maturely Brooch SIZE ø3cm color Gold/Silver
¥2,500+Tax *each item by BEAMS BOY

TIMEX × BEAMS BOY Wrist Watch “Original
Camper” color Black ¥12,500+Tax by BEAMS BOY

BEAMS BOY Sunglasses color 5types ¥3,000+Tax
by BEAMS BOY

BEAMS BOY Bracelet color 1type ¥3,500+Tax
by BEAMS BOY

Ray BEAMS Earrings color Silver ¥9,500+Tax
by Ray BEAMS

Ray BEAMS Necklace color Gold ¥5,500+Tax
by Ray BEAMS

BEAMS BOY Ring color Pink/Green/Blue
¥1,200+Tax *each item by BEAMS BOY

Gissa Bicalho Pierced Earrings color 1type
¥13,500+Tax by Ray BEAMS

BEAMS BOY Barrette color Blue/Pink/Green
¥1,200+Tax *each item by BEAMS BOY

JULIE SION Earrings color Navy×Pink/Grey×Yellow
¥6,600+Tax by Ray BEAMS

Ray BEAMS Bangle color 1type ¥4,500+Tax
by Ray BEAMS

RBS Necklace color 1type ¥5,500+Tax
by Ray BEAMS

バンドにしたり、ベルトのように腰に
巻いたりバサっと肩掛けしたり。上
手に使うとちょっとエレガントなニュ
アンスをプラスできる。試してみれ
ば意外とカンタン。ぜひトライを！
HARUKA KAWAE
top La Maison de Lyllis × Ray

BEAMS Scarf ¥8,300+Tax,

middle Ray BEAMS

Scarf ¥2,500+Tax,

bottom Ray BEAMS

Scarf ¥7,000+Tax,
Jacket ¥15,000+Tax, Tank Top
¥6,800+Tax by Ray BEAMS
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Scarf Knotting
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Accessory

moji Chair color Green size W47×H76×D45.2cm/7.5kg(total weight) ¥25,000+Tax,
Starter Set (Bumper bar, Backrest) ¥8,000+Tax, Food Tray ¥5,000+Tax,
Cushion color 2types ¥4,000+Tax

Kodomo BEAMS Apron
color 5types size 80~95cm ¥2,100+Tax

Kodomo BEAMS Cup
color Pink/Blue/Yellow
size ø7.5×H6.4cm ¥800+Tax
*each item

Les Petites Maries
Stuffed Animals color White
size W30.9×H23.7×D9.5cm
¥12,000+Tax

for babies
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PATAGONIA Parka
color 2types size 5-6y,7-8y,10y,12y,14y
¥8,500+Tax

GROOVY COLORS
Long Sleeve T-shirt color White
size 80~120cm/130,140cm
¥4,900+Tax/¥5,400+Tax

Kodomo BEAMS Shorts
color 7types size 80~130cm/140,150cm
¥3,600+Tax/¥4,100+Tax

KINTO × Kodomo BEAMS
Water bottle color White
size ø6.8×H15.3cm ¥3,000+Tax

for boys

all items
by Kodomo BEAMS

Chambric Bootie
color 9types size Baby Free ¥3,600+Tax

FABRIQ REPORT × Kodomo BEAMS
Overalls color Pink/Grey/Purple
size 70,80,90cm ¥7,000+Tax

THE PARK SHOP Box Cart color Green size W31×H28×D50.5cm ¥3,500+Tax

INFIELDER DESIGN × Kodomo
BEAMS Hat color White/Blue
size 44-46cm,46-48cm ¥4,100+Tax

KEEN Shoes color Safari Multi
size 12.5,13.5,14.5cm/15~23.5cm
¥5,000+Tax/¥6,000+Tax

THE PARK SHOP T-shirt
color Grey/Black/Navy
size 95,105,115,125,135cm
¥4,900+Tax

Kodomo BEAMS

Jellycat Stuffed Animal color Cream/Beige size W9×H15×D4.5cm ¥1,700+Tax
*each item

AU CLAIR DE LA LUNE
Shirt color Navy size 100,110,120cm
¥8,900+Tax

minä perhonen
Dress color Mustard/Navy
size 80,90,100cm/110,120,130cm
¥19,000+Tax/¥22,000+Tax

Kodomo BEAMS Hat Navy ribbon
size 50~52,52~54cm ¥7,000+Tax

La Cadena Shoes
color Milk/Grey/Khaki/Navy
size 16.5~21.5cm ¥7,400+Tax

color

for girls

all items
by Kodomo BEAMS

GRAMICCI Cap color Crazy/Camo/
Leopard size Kids Free ¥3,800+Tax

ARCH&LINE Backpack
color White/Beige/Black
size W26×H35.9×D14.1cm/
380g(total weight) ¥5,800+Tax

LUSIKKA
Hair Accessories
color 4types
size W3.3cm ¥1,100+Tax,
color Blue/Beige size W2.7cm
¥1,300+Tax *each item

WOLF&RITA Shorts
color 3types
size 6~12m,12~18m,18~24m
¥7,400+Tax
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all items
by Kodomo BEAMS

minä perhonen Bag
color Green/Navy size W23×H22cm
¥7,000+Tax

JOOLZ Stroller color 4types size W53×H96.5~106cm/11.5kg(total weight)
¥92,000+Tax by Kodomo BEAMS

boba Baby Wrap color 2types
size W485×H51cm ¥9,000+Tax
by merrier BEAMS

nanadecor Socks color Natural
size 22~24cm ¥2,200+Tax,
Leggings color Natural/Grey size M-L
¥6,500+Tax by merrier BEAMS

TEMBEA × Kodomo BEAMS Bag
color 2types size (Bag)W35×H29×D22.5
(Pouch)W26.5×H23.5 ¥19,500+Tax
by Kodomo BEAMS

for mama and papa

minä perhonen Pouch color Navy size W25.4×H15.3×D6.2cm ¥12,000+Tax
by merrier BEAMS

nanadecor Tunic
color Grey/Natural size M ¥24,000+Tax
by merrier BEAMS

SHIGETA
Maman Moisture Balm size 80ml
¥3,800+Tax, Baby Massage Oil
size 30ml ¥2,700+Tax,
Baby Wash size 100ml ¥2,000+Tax
by Kodomo BEAMS

BEAMS

2020 SPRING / SUMMER

BEAMS
■ HARAJUKU
ビームス 原 宿
TEL 03-3470-3947 BM / VP / BPR

ビームス F
TEL 03-3470-3946 BF / BL
ビームス ウィメン 原宿
TEL 03-5413-6415 RB / BB
フェルメリスト ビームス
TEL 03-5771-5745 VR
インターナショナルギャラリー ビームス
TEL 03-3470-3948
（MEN）IG / BL / FE
（WOMEN）IGW
ビームス ボーイ 原宿
TEL 03-5770-5550 BB
ビームス プラス 原宿
TEL 03-3746-5851 BP
ビームス レコーズ
TEL 03-3746-0789 BR
ビームス T 原 宿
TEL 03-3470-8601 BT
トーキョー カルチャート by ビームス
TEL 03-3470-3251 CA

ビームス F 新 宿
TEL 03-5368-7305 BF / BL
ビームス 新 宿
TEL 03-5369-2140

BM / BP / VP / RB / BB / DL / LT / BT / BPR
レイ ビームス 新 宿
TEL 03-5368-2191 RB
デミルクス ビームス 新 宿
TEL 03-5339-9070 DL / EF
■ IKEBUKURO

ビームス 池 袋
TEL 03-5956-1590

BM / RB / BB / BPR
デミルクス ビームス 池 袋
TEL 03-5957-5791 DL / EF

■ KAWAS AKI

ビームス 川崎
TEL 044-520-1780

BM / VP / RB / BB / BPR
■ YOKOHAMA
ビームス 横浜東口
TEL 045-444-0710

BM / BP / RB / BB / BPR
ビームス みなとみらい
TEL 045-680-3300

BM / BP / VP / RB / BB / DL / EF / BPR
デミルクス ビームス 横浜
TEL 045-440-1850 DL / EF

■ KARUIZAWA

ビームス ラゲッジ 軽井沢

0267-41-6708
BM / BP / RB / BB / DL / LT / LG / BPR
■ SHIZUOKA
ビームス 静岡
TEL 054-275-2070

ビームス プラネッツ 横浜
TEL 045-412-5384

BM / RB / DL / LT / BPR

BM / RB / BB / BY / PL / BPR
■ TSUJIDO
ビームス 辻堂
TEL 0466-38-6175 BM / BP / RB / BB / BPR

天王寺ミオ店
TEL 06-6779-1710

デミルクス ビームス 名古屋
TEL 052-238-3460 DL / EF
ビームス ハウス 名古屋
TEL 052-589-2671 IG / BF / BL / DL / EF
■ KYOTO
ビームス 京都
TEL 075-257-8065(1F)

RB / BB / DL
TEL 075-257-8010(2F)
BM / BF / BL / BPR
*3月下旬リニューアルオープン予定

■ KASHIWA
ビームス 柏
TEL 04-7147-9831 BM / RB / BB / BPR

ビームス ジャパン 京都
TEL 未定 BM / RB / BB / BJ / CA

デミルクス ビームス 柏
TEL 04-7148-2032 DL / EF

■ OSAKA
ビームス ハウス 梅田
TEL 06-6359-3451 BF / BL / DL / EF

BM / RB / BB / BJ / CA
■ EBISU

ビームス 恵比寿
TEL 03-5447-7061 BM / RB / BB / BPR
■ GINZA

ビームス 銀 座
TEL 03-3567-2223
（2F）

*4月下旬リニューアルオープン予定

■ KITASENJU

ビームス 北 千 住
TEL 03-5284-2211

BM / VP / BB / DL / EF / BPR
■ OSHIAGE

ビームス 東 京スカイツリータウン
TEL 03-5819-4011 BM / RB / BB / BPR

BM / VP / RB / BB / BPR / KB / MR
TEL 03-3567-2224
（3F）
IG / BF / BL / BWL

■ ODAIBA
ビームス ライツ お台 場
TEL 03-3520-2270 LT

ビームス ハウス ウィメン 銀座
TEL 03-5537-6162 DL / EF

■ TACHIKAWA
ビームス 立川
TEL 042-548-1070
（MEN）

■ DAIKANYAMA

B 印 ヨシダ 代 官 山
TEL 03-5428-5951 BY

こども ビームス
TEL 03-5428-4844 KB
■ SHINJUKU
ビームス ニューズ
TEL 03-3351-3090
* 時期によって取扱いのレーベルが異なります。

ビームス ジャパン
TEL 03-5368-7300
（代）

BM/RB/BB/BC/FE/BY/BPR/BJ/CA/
BGY *フロアごとに取扱いのレーベルが異なります。

BM / BP / BF / BL / BT / VP / BWL / BPR
TEL 042-548-1071
（WOMEN）
RB / BB / DL / EF / BWL / KD / MR
■ MACHIDA

ビームス 町 田
TEL 042-732-5101

BM / VP / RB / BB / DL / EF / BT / BPR
■ KICHIJOJI

ビームス 吉 祥 寺
TEL 0422-70-2571

BM / RB / BB / BPR
■ MUSASHIKOSUGI
ビームス 武 蔵 小 杉
TEL 044-431-8400 BM / RB / LT / BPR

■ OMIYA

*4月16日
（木）
オープン

ビームス ストリート 梅田
TEL 06-6366-3695

BM / BT / VP / RB / BB / BWL / BPR

ビームス 大宮
TEL 048-640-5601

ビームス 梅田
TEL 06-6347-0490

BM / BP / VP / RB / BB / BPR

BM / BP / IG / BF / BL / RB / DL / BPR

■ SAPPORO

ビームス なんば
TEL 06-6635-2601 BM / BP / VP / RB / BB / BPR

ビームス 札幌ステラプレイス
TEL 011-200-2092 BM / BP / RB / BB / BPR
ビームス 札幌
TEL 011-252-5111
（2F）

RB / BB / DL / EF
TEL 011-252-5100
（1F）
BM / BP / VP / BF / BL / BPR
ビームス ライツ 札幌
TEL 011-252-3910 LT
■ SENDAI

ビームス 仙台
TEL 022-263-2011
（1F）RB / BB / DL
（2F）BM / BF / BL / BT / BPR
デミルクス ビームス 仙台
TEL 022-292-2291 DL / EF
■ NIIGATA
ビームス 新潟
TEL 025-255-1000

BM / BF / BL / BT / RB / BB / DL / EF / LT / BPR

mozo ワンダーシティ店
052-509-2390

■ HONG KONG

*3月1日
（日）
クローズ

ビームス ジャパン 渋谷
TEL 03-5422-3974

BM / BP / BT / RB / BB / BPR / KB / CA

新静岡セノバ店
TEL 054-205-5511

ルクア イーレ店
TEL 06-4796-8105

BM / BP / BY / RB / BB / BPR

B 印 ヨシダ 成田空港第 1 ターミナル
TEL 0476-32-6226 BY

■ TAIWAN
ビームス 台北
TEL 886-2-2767-2716

万代シテイ・ビルボードプレイス店
TEL 025-255-6280

ビームス アウトレット 林口
TEL 886-2-2600-3783

BM / BP / VP / RB / BB / BPR / BWL

BM / BP / BF / BL / VP / RB / BB / DL /
EF / BWL / BPR / KB / MR

BM / BT / RB / BPR

テラスモール湘南店
TEL 0466-38-1361

■ HIROSIMA

TEL 03-5775-1623(3F)

■ NARITA AIRPORT

■ BEIJING
ビームス 北京
三里屯 ヴィレッジ
TEL 86-10-6416-2087

■ NAGOYA

■ SHIBUYA

ビームス 二 子 玉川
TEL 03-3707-8998

Ray BEAMS
BEAMS BOY
BEAMS COUTURE
Demi-Luxe BEAMS

BM / BP / BF / BL / BT / RB / BB / DL / BPR

IG / BF / BL / BT / VP / BWL / BPR
TEL 082-544-2962
（WOMEN）
RB / BB / DL / EF

ビームス 新 丸の内
TEL 03-5288-7670

RB
BB
BC
DL

EFFE BEAMS
International Gallery BEAMS
Vermeerist BEAMS
BEAMS LIGHTS
BEAMS GOLF
BEAMS T
fennica
BEAMS Planets
BEAMS LUGGAGE
B 印 YOSHIDA
mmts
Bill Wall Leather

BM/BT/VP/RB/BB/BPR/BWL

BM / IG / BF / BL / BT / RB / BB / BWL / BPR

3月6日
（金）
リニューアルオープン

WOMENS

EF
IGW
VR
LT
BG
BT
FE
PL
LG
BY
ms
BWL

BM / BP / BF / BL / BT / RB / BB / DL /
EF / BPR

ビームス EX 京都
TEL 075-257-8170 IG / BF / BL

ビームス ライツ 渋谷
TEL 03-5464-3580 LT

■ OKAYAMA

「
* ビームス ハウス メン 横浜」
として

BM / BP / VP / RB / BB / BPR

■ FUTAKOTAMAGAWA

ビームス ライツ 神戸
TEL 078-232-0097 LT

BEAMS LUGGAGE
B 印 YOSHIDA
mmts
VAPORIZE
Bill Wall Leather

ららぽーと名古屋みなとアクルス店
TEL 052-659-2821

■ CHIBA
ビームス 千葉
TEL 043-202-1010

ビームス ウィメン 渋谷
TEL 03-3780-5501 RB / BB

BB / BPR

ビームス 広島
TEL 082-544-2961
（MEN）BM / BP /

BF / BL / DL / EF

ビームス ハウス 六 本 木
TEL 03-5413-7690 BF / BL / DL / EF

ビームス 西宮
TEL 0798-69-1022 BM / BP / VP / RB /

LG
BY
ms
VP
BWL

ビームス 微風南山アトレ
TEL 886-2-2723-6584

■ ROPPONGI
ビームス 六 本 木ヒルズ
TEL 03-5775-1620(2F)

BM / BP / BT / VP / BPR

ビームス ハウス 神戸
TEL 078-334-7125 BF / BL / DL / EF

ビームス 名古屋
TEL 052-265-2610

ビームス ストリート 横浜
TEL 045-412-5380

IG / BF / BL / IGW / DL / EF / BWL

BEAMS
BEAMS PLUS
International Gallery BEAMS
BEAMS F
Brilla per il gusto
BEAMS LIGHTS
BEAMS GOLF
BEAMS T
fennica
BEAMS Planets

ビームス 岡山
TEL 086-235-1722

ユニフォームサーカス ビームス
TEL 03-5772-1536
ビームス メン 渋谷
TEL 03-3780-5500

BM
BP
IG
BF
BL
LT
BG
BT
FE
PL

ビームス EX 横浜
TEL 045-411-3070 BF / BL

■ MARUNOUCHI
ビームス ハウス 丸の内
TEL 03-5220-8686

■ YURAKUCHO
ビームス プラス 有 楽 町
TEL 03-5220-3151 BP

■ KANAZAWA
ビームス 金沢
TEL 076-260-1551
（1F）RB / BB / DL
（2F）BM / BF / BL / BT / BPR

[ LABELS ]

SHOP INDEX

MENS

ビームス ライツ 広島
TEL 082-545-6117 LT

BM / RB / BB / BPR

BR BEAMS RECORDS
CA TOKYO CULTUART by BEAMS
BGY B GALLERY

KID’S & MATERNITY

KB
MR

Kodomo BEAMS
merrier BEAMS

mmts
マミタス 中野
TEL 03-3385-0050 ms

OUTLET
ビームス アウトレット 千歳
TEL 0123-26-9027
ビームス アウトレット 札幌北広島
TEL 011-377-1972
ビームス アウトレット 仙台泉
TEL 022-342-6455
ビームス アウトレット 仙台港
TEL 022-387-1101

ビームス アウトレット りんくう
TEL 072-464-6436
ビームス アウトレット 神戸三田
TEL 078-983-3536
ビームス アウトレット 神戸垂水
TEL 078-704-2111
ビームス アウトレット 倉敷
TEL 086-435-7360
ビームス アウトレット 広島
TEL 082-961-6260
ビームス アウトレット 福岡
TEL 092-894-2100

*3月13日
（金）
オープン予定

ビームス アウトレット 鳥栖
TEL 0942-87-7327

くずはモール店
TEL 072-836-3270

ビームス アウトレット あみ
TEL 029-833-6676

ビームス アウトレット 沖縄
TEL 098-891-7733

ららぽーと EXPOCITY 店
TEL 06-4864-8265

ビームス アウトレット 佐野
TEL 0283-27-2026

ONLINE SHOP

阪急西宮ガーデンズ店
TEL 0798-68-1030

ビームス アウトレット 那須
TEL 0287-67-2166

BEAMS 公式オンラインショップ
www.beams.co.jp

天神地下街店
TEL 092-737-1473

ビームス アウトレット 越谷
TEL 048-961-1260

BEAMS TAIWAN

ビームス ボーイ 香港 シルバーコード
TEL 852-2992-0235 BB

BM / BP / IG / BF / BL / LT / BT / BPR / BR
TEL 087-834-5331(2F)
RB / BB / DL / EF / LT

ビームス 香港ハイサンプレイス
TEL 852-2759-3282

■ MATSUYAMA

ビームス 松山
TEL 089-941-0400

■ BANGKOK

ビームス バンコク エムクオーティエ
TEL 66-2-003-6067

アミュプラザ長崎店
TEL 095-833-2311

ビームス アウトレット 入間
TEL 04-2902-5222

BM / BP / BF / BL / RB / BB / DL / EF / LT /
BT / BPR / BR

BM / BP / VP / RB / BB / BY / BPR

SAKURA MACHI 熊本店
TEL 096-285-9355

ビームス アウトレット 幕張
TEL 043-350-4700

BM / BP / VP / RB / BB / BPR

BEAMS GOLF

ビームス アウトレット 酒々井
TEL 043-496-5782

B:MING by BEAMS

ビームス＆ウィンズ 有楽町
TEL 03-5221-6001 BG

ビームス アウトレット 木更津
TEL 0438-40-1270

アーバンドック ららぽーと豊洲店
TEL 03-3532-3100

ビームス & ウィンズステーション
TEL 03-3214-0800

ビームス アウトレット お台場
TEL 03-3599-7085

ららぽーと立川立飛店
TEL 042-540-6050

ビームス ゴルフ 大丸東京店
TEL 03-5218-2210 BG

ビームス アウトレット 多摩南大沢
TEL 042-678-7600

ビームス ライツ 福岡
TEL 092-739-5171 LT

コクーンシティ店
TEL 048-788-1130

ビームス ゴルフ 小田急ハルク店
TEL 03-3342-1111
（代）BG

ビームス アウトレット 南町田
TEL 042-850-7061

ビームス 博多
TEL 092-413-5444

グランエミオ所沢店
TEL 04-2968-6918

ビームス ゴルフ
玉川高島屋 S・C 店
TEL 03-5491-5741 BG

ビームス アウトレット 横浜
TEL 045-350-9517
*4月10日
（金）
オープン

&mall
mitsui-shopping-park.com / ec /

ビームス ゴルフ 軽井沢・
プリンスショッピングプラザ店
TEL 0267-41-1577 BG

ビームス アウトレット 北陸小矢部
TEL 0766-67-2306

CURUCURU
www.curucuru-select.com

ビームス アウトレット 八ヶ岳
TEL 0551-20-5401

GDO
www.golfdigest.co.jp

ビームス アウトレット 軽井沢
TEL 0267-41-2021

集英社 FLAG SHOP

ビームス 高松
TEL 087-837-7919
（1F）

■ KOCHI
ビームス 高知
TEL 088-880-3388

BM/BP/IG/BF/BL/RB/BB/DL/LT/
BPR
■ FUKUOKA
ビームス 福岡
TEL 092-737-2401
（1F）BF / BL / DL / EF
（2F）BM / RB / BB / BPR

BM / VP / RB / BB / DL / LT / BPR

BM / BP / RB / BB / DL / EF / BPR
ビームス プラネッツ 関西空港
TEL 072-447-5802

BM / BP / IG / BF / BL / LT / BPR
TEL 095-822-6088
（WOMEN）
RB / BB / DL / LT

BM / BP / LT / FE / RB / BB / PL / BY / BPR / KB / CA

ビームス 香港 ザ ワン
TEL 852-2677-0230

MUSIC & ART

BPR bPr BEAMS
BJ
BEAMS JAPAN

■ TAKAMATSU

■ NAGASAKI
ビームス 長崎
TEL 095-822-6006
（MEN）

ビームス 天王寺
TEL 06-6776-7681

レイ ビームス 香港フェスティバル ウォーク
TEL 852-2265-7659 RB

GOODS

■ KUMAMOTO

BM / RB / BPR

ビームス バンコク パラゴン
TEL 66-2-610-7752

ららぽーと TOKYO-BAY 店
TEL 080-9406-8040
（3月まで仮店舗にて営業）
*3月12日
（木）
リニューアルオープン予定

TEL 047-436-6500
ららぽーと柏の葉 店
TEL 04-7137-6750

ビームス ゴルフ 松坂屋名古屋店
TEL 052-251-1111 BG
ビームス ゴルフ グランフロント大阪店
TEL 06-6359-1671 BG

公式オンラインショップ

www.beams.tw
ZOZOTOWN
zozo.jp
amazon.co.jp
amazon.co.jp
0101 web channel
voi.0101.co.jp
MAGASEEK
www.magaseek.com
d fashion
fashion.dmkt-sp.jp
i Lumine
i.lumine.jp
RAKUTEN Fashion
brandavenue.rakuten.co.jp

https://flagshop.jp/fs/shop/

ビームス ハウス なんば
TEL 06-6635-2301 BF / BL / IG / IGW / DL / EF

ビームス 熊本
TEL 096-359-1280
（MEN）

イクスピアリ店
TEL 047-390-7037

ビームス ライツ なんば
TEL 06-6635-2090 LT

BM / BP / BF / BL / BPR / BWL
TEL 096-359-7771
（WOMEN）
RB / BB / DL / BWL

ラゾーナ川崎プラザ店
TEL 044-540-3520

ビームス ゴルフ
近鉄あべのハルカス店
TEL 06-4399-9200 BG

横浜ポルタ店
TEL 045-444-0760

ビームス ゴルフ なんばパークス店
TEL 06-6635-2093 BG

マークイズみなとみらい店
TEL 045-228-3020

ビームス ゴルフ 広島
TEL 082-545-6120 BG

ビームス アウトレット 長島
TEL 0594-45-8745

ららぽーと横浜店
TEL 045-930-3530

ビームス ゴルフ VIORO 店
TEL 092-738-6503

ビームス アウトレット 滋賀竜王
TEL 0748-58-8210

www.beams.co.jp/shop

ビームス アウトレット 大阪鶴見
TEL 06-4257-3200

カスタマーサービスデスク
0120-011-301
受付時間 11 : 00 ~ 19 : 00

ビームス ららぽーと EXPOCITY
TEL 06-4864-8350 BM / BP / RB / BB / BPR
■ NARA
ビームス 奈良
TEL 0742-32-5025 BM / RB / BB / BPR
■ KOBE

ビームス 神戸
TEL 078-335-2720
（B1F）BM / BP / BT / FE / VP / BWL / BPR
（1F）RB / BB / KB / MR

■ OITA

ビームス 大分
TEL 097-513-2296

BM / BP / VP / RB / BB / BPR
■ KAGOSHIMA
ビームス 鹿児島
TEL 099-812-6266(MEN)

BM / BP / BF / BL / BPR
TEL 099-812-6267(WOMEN)
RB / BB / DL

たまプラーザ テラス店
TEL 045-905-3790

ビームス アウトレット 土岐
TEL 0572-53-2126
ビームス アウトレット 御殿場
TEL 0550-70-1211（４月12日まで営業）
*4月16日
（木）移転リニューアルオープン

TEL 0550-70-1211

（土日祝、年末年始を除く）

BEAMS 2020 SPRING-SUMMER

FASHION & PHILOSOPHY FOR MEN / WOMEN
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PHOTOGRAPHY
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STYLING

MITSURU KUROSAWA [eight peace]
COVER, P2-57
HAIR & MAKE-UP

RYOKI SHIMONAGATA

COVER, P2-5, 9-17, 26-39, 44-47, 49

HORI [bNm]
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