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隅谷彰宏(スミタニ アキヒロ）

テイラーアンドクロース株式会社 代表取締役
オーカデザイン株式会社 代表取締役
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テイラーアンドクロース株式会社

１９４６年 赤坂一ツ木通りにて創業

• 初代、隅谷太郎が吉田茂元首相やマッカーサー元帥はじめとする政財界の方々の仕立てを手
掛ける。二代目は芸能界に関わる方々の仕立を手掛ける。

• ２００１年からイタリアを中心とするヨーロッパのブランドの輸入代理店を始め、セレクトショップ・
百貨店などに販売。

• ２０１６年１０月自社ブランドの「オーカ」をスタートし日本発オーセンティックラグジュアリーをコ
ンセプトに展開中。



修士研究でブランディング 実装として
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思い・問題意識

ブランディング設計
問題の可視化

確実な評価・検証

システム思考

思いの明確化
上位の概念創出
Out of Box

デザイン思考

✖

リフレーミング
（課題の再定義）

理由のある服

信念と本物のデザイン
（心地・振る舞いの追求）

ダサいの検証
→信念・振る舞いの大切さ

DNAの探究
→本物の追求→心地

システム×デザイン思考を用いたブランディング

“ブランド”を
システムとして捉える

システム×デザイン思考を用いたブランディング

大学院での
研究
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構造化：「かっこいい」「ダサくない」の再定義

見た目を判断するときも生き方を判断するときも、明確な判断基準がない。

ブレスト 要素別振り分け

構造化
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「カッコイイ」、「ダサくない」は、振舞いが最も重要な要素

この4つの中で
振舞いが有意である

1位
84p

「構造」についてのアンケート結果

１ 「ダサくない」の構成要素 2 アンケート調査：「どの要素が最も重要か？」

2位
67p

3位
63p

4位
54p



心地良さの追求

信念のある本物

利他性のセンスのある人に向けた

スタイリング 8

詳しい内容は、別所哲也さんとのインタビュー記事をご覧ください！
Branded Shorts (ブランデッド ショート）

AUXCA.

– 信念・本物のデザイン -
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2016 10/1
コンセプトSHOP＠元赤坂
OPEN

ご参考までに…



日本発の
ラグジュアリーブランドが

無い。。。泣

ブランディング研究の論文を書き終えて思ったこと。



ラグジュアリーの世界市場

世界市場規模 ２０２０年予想 １２０兆円
を超える予想

イタリアの高級ブランドで構成される団体「アルタガンマ（Altagamma）」と、
ベイン・アンド・カンパニー（Bain & Company）が発表した見解によると、

レザーグッズ、ファッション、時計、ジュエリー、香水、コスメといった高級財を扱う世界の
ラグジュアリー市場の規模は、2020年には金額にして2950億～3050億ユーロ
（約39兆4700億～40兆8100億円）に達するだろうとしている。



ルイヴィトン １兆２０００億円

LVMH ５兆５千億円

シャネル １兆２０００億円

エルメス ７０００億円

LVMHがティファニー（売上高2120億円）を買収
買収額 1兆7000億円

(出典)http://shogyokai.jp/articles/-/557



日本において「Luxury」から想起されるものは

輸入品ばかり。
（観光ビジネス、モビリティ、宝飾など）

なぜ、日本では日本発のLuxuryブランドが育っていないのか？

本当に日本にはLuxuryなものやサービスはないのか？

日本におけるラグジュアリーの現状



Luxuryという単語を日本語訳すると…

「高価なもの、贅沢、華美」

といったややネガティブな印象も含まれる説明がされている。

ネガティブ

Luxuryを取り巻く日本と欧米の違い



一方、もともとの意味は…

「とても心地が良い、

あるいは上品な様子」

「めったに得られない喜び」

単なる高価さや贅沢を超えた価値のあるものや様子を表している。

Luxuryを取り巻く日本と欧米の違い

ポジティブ



エドアルド ジャルディーニ 30才
1600頃から続くミラノの貴族の長男
彼の5代前がビジェバノで靴づくりを始めた。

彼に「ラグジュアリーとは？？」と聞いてみると

“ラグジュアリーとは物ではなくて、ライフスタイルだ”

これが「本物のラグジュアリー」ではないか？
Authentic Luxury !?

あるイタリア人貴族の言葉



Authentic
Luxury

AuthenticLuxury
● 本来感
● 本当の
● 信頼すべき
● 自分らしさ
● 偽りのない
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● 贅沢さ
● 華美
● 高価なもの
● 上品さ
● めったに得られない喜び

● 作り手が心から良いと思えるものを追求して創造し、その価値が周りを取り巻く
全ての人によって理解され認められる「ほんもの」。

● それを生み出したり享受できることはまさにめったに得られない喜びであり、
うそ偽りのない本当の自分の人生を謳歌することである。

Authentic と Luxury の関係



Milano Salone 2018への出展



ミラノに行く前にとっても不安。。。

ミラノ行く前にオーカ・トランクは「洋服」なので凄く心配

貴公子エドアルドに聞くと、
『オーカ・トランクは、めっちゃJapan !
こんなミニマルでクオリティ抜群。
これってJapan～～』

今の私たちが生み出すことで十分Japan !!

ミラノでも沢山の人に、同じコメントようなコメントが!!!

「洋」服バイアス

勢いよくスタートしたものの…



● 豪華、高価格という側面だけでLuxuryいう言葉が理解され、Luxuryと呼ばれる
ものの中にAuthentic（ほんもの）とは言えないものも混在している

● 「ほんもの」が正当に認知・評価されず、正当な対価を得られない。

● グローバル化が進む中で欧米を意識した結果「モノマネ」が根付き、自ら生み出
すことや自分らしさを表現することの大切さが薄れ、結果的に「ほんもの」が失
われてきている

● 日本発や日本ならではを意識すると伝統的な和文化のみを取りあげてしまいがち
で、今を生きる日本でこそ生まれる「ほんもの」を表現出来なくなってしまう
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問題提起



何かの真似事や競争をするのではなく、
自分が心から良いと思う唯一無二の物事を自らの力で生み出すことに価値を認め、
人々が自分らしい生き方に誇りをもち、心から幸せと思える社会にしたい

そのために…

● 日本にあるAuthenticなものに、光を当てたい

● 日本にあるAuthenticなものを、磨き輝かせたい

● 日本にあるAuthenticなものを、受け止める土壌を広げたい
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なぜこのプロジェクトを立ち上げたのか



日本の美意識でこそ成せるもの。

それが

Japan's Authentic Luxury

なのでは？？



1.  クラフトマンシップ

2.  感性

3.  信頼

4.  本来感

5.  唯一無二

ラボ発 Authentic Luxury 10の視点

6.   美

7.   日常的な上質さ

8.   神話・歴史

9.   幸運・僥倖

10. 利他



対象範囲の検討

ラボの研究
大賞

部門賞

アワード１００

JAXURY AWARDができるまで

10の視点

クラフトマンシップ

感性

信頼

本来感

唯一無二

美

日常的な上質さ

神話・歴史

幸運・僥倖

利他

有識者
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で、
Salesforceで
何がしたい！？



導入して1年経っていないので、

道半ば。。。。。

ただし、可能性をものすごく感じてます！



早急にオムニチャネル
構築し、
ECを中心としたビジネ
ス転換



オーダーメイド
匠とデジタルの融合



越境EC



JUXURY
プラットフォーム
の構築



デジタルを活用すること
で見えない景色が見え
てきたので、このチャンス
を生かしたい。


