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ボランティアスタッフ募集！

こちらでご掲載させていただきます。
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Les champs 出版はボランティアスタッフを募集しています。
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広報、企画、編集、営業情報収集、、、年に 4 回発行ではあります
が、まだまだ人手が足りていません。インスタ投稿が好き、ア

少しだけ臆しながら大胆に、
一歩一歩慎重に進む子供が
印象的でした。

イデアを出すのが好き、人と話すのが好き、、、その「好き」があ
なたの武器になります。是非一度お問い合わせしてみてくだ
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さい！ご応募お持ちしております。
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# 上記で興味を持った方

@setographer_f

# ファッションに詳しい方

# もっとこうすれば面白いのにと思っている方（アドバイスください）
# インスタ投稿なら任せてと言う方

Photographer：Shimpei Kubo
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Lescha-Lescha
Hi! Iʻm Lescha!!
Iʻve started
something new!
Guess what?

Silly Talk

2

執筆者が日頃思うどうでもいい考察や感想をとりとめなく発信していく極論戯言考察コラム。

皆様はゲームセンターで対人戦と言えばなにを思い浮かべますか？
格闘ゲーム？太鼓の達人などの音ゲー？エアホッケー？カーレース系？

GREEN

今となっては、ネットワークの発達でなんでもマルチ対戦できてしまいますよね。
私が思い浮かべるものは、先に挙げたどれでもありません。

Episode.2

ではなにか、クレーンゲームです。

I m a beginner

クレーンゲームは景品の上にクレーンを移動させ、景品を掴んで落とすシンプル
な一人用ゲームだと勘違いしている人が多い。果たして本当にそうか？
否です、断じて否なのです。クレーンゲームは圧倒的対人ゲームなのです。
通常は友達などといった素人を敵として戦うものがほとんどかと思います。

緑視率（りょくしりつ）

しかし、クレーンゲームは会社というプロを相手取り、客の投資金額と会社の
原価回収を賭けて行われるゲームセンターの中でも極めて熾烈な真剣勝負な

視界に占める緑（植物）の割合のことを言いま

※写真はイメージです。

す。人が最も癒しを感じる緑視率は 10 〜 20％

のです。なんせ相手は会社ですしね、連れとは訳が違う。店側は全くとれなければ

そうです。

Nice to meet you teacher.

如何に低い投資で商品を獲得するかが勝負となる、過酷なゲームなのだ。
そしてよく聞く、
「言えば取りやすくしてもらえるよ？」

私たちの生活の中で室内で緑を自然に感じる

胸にワンポイントのシンプ

ルデザイン。ボディの色は
白とグリーンの2 色。ご購入
はバーコードのオンライン

りませんな。それがクレーンゲームという資本主義なのです。

また、自分の傍らに置くほど癒し効果が高まる
と言うデータもあるので、日々の癒しの１つと
して、自宅で植物を育ててみるのはいかがで




Check me

誰かが言った。
「クレーンゲームは貯金箱」と。
あれ？こっちの方が当たりじゃね？
執筆者経歴
1984 年生まれ。

暖色でもなく

スターバックスのエプロンの色
緑のロゴが目印のスターバックスコーヒー。

よく利用する人も多いと思いますが、店員さんのエプロ
ンの色。気にして見たことはありますか？

曖昧な世界

るエネルギーボール。

そんなお客様のためにカフェ全体をリラックスしやすい

決してイボではない。とのこと。

雰囲気にするため、基本的な色使いを、エプロンからマグ

ちなみに、ムックは北極の雪男の子供なんだそう。

カップのロゴマークに至るまで緑色にしているのだそう

頭のプロペラは暑さ対策のためのもので、決して空を飛ぶこ

です。

とはできません。

また、緑色には富裕感を与える効果もあると言われてい

奥が、深いですね。

さすがの一流店。細部にまでこだわりを感じますね。

ちなみに、エプロンの色は、実は他にもあります。ご紹介
した緑色のエプロンは、グリーンエプロンと呼ばれ、その
他に、ブラックエプロン
（黒色）と、アンバサダーエプロン

Last pose is
Shavasana...

（茶色）というものが存在しています。見かけられたこと

z
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綿 100％

素材

01

喫茶店のコンサルやり始めました。
（山本将大 ／ 編集長、アートディレクター）

02

美容に気を使い出した。
（意味なき TERU 様 ／ コラムニスト）

03

家計簿をつけ始めました。
（Ayana ／ グラフィック、Web デザイナー）

04

今までとは違うソフトで CG を作り始めた。
（たじー／ 映像ディレクター）

05「湯たんぽとの生活」です！！（前田奈子／ モデル、イラストレーター）

ホワイト or オリーブ
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Les champs info

今 回 2 回目の発 刊でちがうところといえば、やはり創刊号の反 響

発行／ Les champs 出版、編集長／山本将大（はじめるクリエイト）、企画・編集／ Les champs 出版、文章／ Les champs

があったところ。
どうなるか 不安を感じながらの制 作ではなく、読んでもらった人
からの応援を受けての制作が、楽になったところもあれば、プレッ
シャーになったところもある。
1 回目の記 憶がある分、気 持ち的にも思 考 的にもより深く考えら
れるようになっていたが、それと反 比 例して実 質 的な作 業 時 間
がなかなかうまく取 れ なかった。本 職 のグラフィックデ ザイナー
としての仕事と、年末年 始にかかっていた事を言い訳にしつつ、
編 集 長としての成長を、今後に期 待したい。
（ 編 集 長）
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Check me

Les champs 編集後記

出版、撮影／藤代誉士、アシスタント／井上志乃、コーディネーター／ @uchi̲no̲ ie、イラストレーション（4 コマ）／松田礼菜、
動画制作／加藤基司、コンサルタント／伊藤晴康

● 造 本には十 分 注 意しておりますが、印 刷、製 本 など 製 造 上の 不 備 がござ いましたら「L e s c h a m p s 出版 編 集部」(0 52-9 9 0 -2751) にご 連 絡ください。
（電 話 受 付は、土・日・祝 休日を除く 10 : 0 0 -18: 0 0）
●本 誌の無 断での複 写（コピー）、上 演、放 送 等の二 次利用、翻 案 等は、著 作 権 法 上の 例 外を除き禁じられています。
●本 誌の電子データ化などの無 断複 製は著 作 権 法 上の 例 外を除き禁じられています。代行業 者等の第三者による本 誌の電子的 複 製も認められておりません。

レシャン フリーマガジン

ht t ps://le s- c hamps .f un
2 0 2 0 年 2 月号（年 4 回発行）N o . 2

がある人もいるのではないでしょうか？

エメラルド

か10%くらいしかおらず、このブラックエプロンをつけ

緑の宝石といえば、エメラルド。

知識を蓄えた人だけが身につけることができるそうです。

に愛されてきました。実際ジュエリークォリティの質の高いエメラルドは、宇宙的な

ラックエプロンの中から選ばれた16人が集まり、その中

また、エメラルドは愛の力が非常に強い石であり、恋愛成就、幸せな結婚のお守りとし

まさにスターバックスの従業員の頂点に立つ人がアンバ

それゆえに、お互いの浮気封じに効果があるとして、そのために持つ人もいるのだと

ね。
次にスタバへ行く時は、
エプロンの色にも注目です。

させるように働きます。また、自分自身のビジョンを実現する為の勇気ある行動をも

黒色のブラックエプロンをつけている人は、全体のわず

L e s c h a m p s 出版 編 集部 0 52-9 9 0 -2751

ポンキッキでお馴染みの緑のあの子。

いろいろな挑戦や冒険をするときに勇気と力を与えてくれ

訪れるという人、多いですよね。

るため、少しリッチな気分にしてくれる効果もあります。

5,000 円 + Tax

緑のあの子

左右の手首についているあの丸いボールは

スターバックスへは、一息ついてリラックスしたいから

今回はみどり。みどりと言えば、植物、若葉、初心者マーク、
と言うことで、最近始めた、もしくは、現在初心者なことを
Les champs スタッフ／モデルさんに聞いてみました。

があるためでもあるようです。

う研究報告があるそうです。

あるためなのだそうです。

Color related
questions

また、緑色には安心感を抱かせる、安全なイメージ

子供。一番近いご先祖様は、剣竜類のドラビドサウルスとい

るようですが、一番の理由は、緑色にはリラックス効果が

Les champs Simple
T - shirt long GREEN

これは赤と緑が補色の関係にあるからなのです。

ですが、公式サイトによると、ガチャピンは、南の島の恐竜の

なぜ緑色なのかというと、それにはいくつかの理由があ

緑色 にちなんだ質問、
してみました。

真っ赤な炎の中で、視界も悪い中だと緑色がとても見やすい。

のではないでしょうか。よく、イモムシに間違われるみたい

しょうか。

PN. 意味なきTERU 様

非常口を使う時といえば、例えば火事が起きた時。

ガチャピンが、実は何なのか。意外と知っている方は少ない

ロゴと同じ、緑色のエプロンが思い浮かぶのではないで

執筆者

どうして緑色なのか、考えたことはありますか？

寒色でもない

ショップから！

よし、それを踏まえて私はまたゲームセンターに向かう。

経営者以外の仕事は執筆、作曲、コンサルなど多岐にわたり活動中。

効果を得ることができます。

しょうか？

口コミまで想定するとは、なんとシステマティック。美しくすらある、震えがとま

IQ149。
国家資格を含む 20 以上の資格を保有し、

くと言う、ちょっとした工夫で、ストレス低減

Les champs ブランド第二弾のオリジナルウェア
です。シンプルで、どの格好にも合わせやすいロン
グ T シャツ！

店側が原価回収後、打算に裏打ちされた優しさで、潜在的リピーターを増やし、

Lesson start!
...pigeon pose is hard...!!

それは

ことが難しくなっています。観葉植物などを置

についてだが、悲しいことに基本的には一定額使った後の話ではないだろうか？

経営者として名古屋在住。

その非常口のマークは、どこでも緑色ですよね。

もはや癒いは求められないのか）

を複数回動かすことで生じる隙を残しつつ、如何に仕入れ値を上回る金額を客に
一方、客は店側の戦略を看破し、店員が張り巡らせた罠を掻い潜り、

どんな施設にもある非常口。

（緑視率 90% 以上の「Les champs No.2」に

バネの強度調整に始まり、クレーンの爪の角度、一定額以上を投入し目的の商品
使わせるか。プロたちがこれまで培った、技術とノウハウを集約する。

非常口はなぜ緑？

で、
ストレスが減り、
パフォーマンスが向上する

客は離れてしまい、高額商品が簡単にとれてしまえば店は赤字という縛りの中、

Iʻll take up YOGA
from today!
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ることができる人は限られており、コーヒーに対する深い

エメラルドは古くから叡智を象徴する石として知られ、多くの知的な職業にある人々

さらに、茶色のアンバサダーエプロンは、日本各地のブ

レベルでの叡智にアクセスする為の鍵と言える石であるとされています。

の頂点の 1 人に与えられるエプロンなのだそうです。

ても非常に有効と言われます。

サダーエプロンをつけると言っても過言ではありません

か。ロックタイプのエメラルドはヒーリング効果が強く、心身のバランス、感情を安定

たらし、それを守る力を持つのだそうです。これはエメラルドの緑色がもたらす効果

でもあるのでしょうか。恋にも、
仕事にも良い効果をもたらしてくれそうな石ですね。

No.2

定義が曖昧な世界で存在できるものは、独自の価値観と、圧倒的な魅力を持っている。
それはきっと、色でも、人でも、同じこと。
新しい環境。新しい出会い。新しい生活。

まずは色を
知ってみることから。
その色を知って、
もっともっと
色を好きになろう。

未定義な新しい世界をスタートさせる春の季節は、中性の感性で、
自分だけの世界を創り上げるチャンスが溢れていると思いませんか？
気持ちよく目覚めることができた朝はぜひ、
身に纏うものに緑を選んで、世界を自分色に定義してみてはどうでしょう。

大きめのタータンチェックですが上品な印象も。
【landrace 230plate ラン
ドレース 230 プレート】シンプルなプレートにすることで、土や釉の面白
みがより強調され、少しリム幅を大きめにすることでより洋食器感をだし
ています。
【kurinoki fork 栗の木 フォーク】フォークはケーキやフルーツ
を食べるときに使ってほしい愛らしさ。
スプーンと揃えて、軽いのでお子
様にもおすすめです。
【kurinoki soup spoon 栗の木 スープスプーン】スー
プスプーンはスタンダードな形。
フォークと合わせて使いたいですね。

緑色は、光の中で丁度中間の波動をもち、暖色で
も寒色でもない、中間色です。
そのため、調和やバランスと関わる色とされて

【ミックスプリント リゾートワンピース
（商品番号：OR-00053）
】
春先にピッタリの商品です。
淡い配色で軽やかな生地感、ストンと落ちる
ラインがスタイルアップを演出してくれるアイテムです。
ウエストマークで腰位置高く見えます。
女性らしさもさり気なく出してく
れます。
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【鍵編みカーディガン
（商品番号：OR-00722）
】
どんな洋服にも取り入れ易い鍵あみカーディガンです。
落ち着いた色合い
も合わせやすさ抜群。小さく折り畳んでバックインして冷房対策にも
good ！夏になればタンクトップ一枚では抵抗ある方。そんな方にも使っ
て頂けるアイテムです。

います。実際、緑色には気持ちを穏やかにし、心
をリラックスさせる効果があります。

05

癒しがコンセプトの空間などには、よく緑色が

材料：ピーチリキュール 15ml ／ブルーキュラソー 15ml ／レモンジュ
ース 15ml ／卵 1 個／シロップ 1tsp
卵黄とブルーキュラソーによって色が黄緑に仕上がります。
卵 1 個使うことにより、ヘルシーかつ滑らかで新鮮な喉越し、お酒が苦手
な方でもとても飲みやすいカクテルです。

使われ、私たちの心のバランスが保てるように
工夫されています。

01

その色の安心感から、日本では安全を意味する

カリモク 60
K チェア 2 シーター（モケットグリーン） ¥71,500+Tax

愛知県が誇る家具メーカー『カリモク家具』が 1962 年に初めて自社製品と
して開発、
販売した原点の椅子。
50 年以上も変わらないデザインで愛されており、一度も廃番になること
なく生産され続けています。
組み立て式になっており、長年使いこんで傷んでしまっても、その部分だ
けをパーツ交換する事が可能で、
長く使い続けて頂く事ができます。
【サイズ】
W1330×D700×H700×SH370

色にも使われ、お札の色や、非常口のマーク、
工場現場の緑十字標識、薬局のシンボルカラー
などにも使われています。

緑をファッションに取り入れると、人間関係で

グリーンヒル

02

causette pot コゼット ポット ¥3,960 with Tax
causette mug コゼット マグ ¥1,210 with Tax
herringbone table cloth ヘリンボン #40（カーキ）
テーブルクロス ¥7,920 〜 ¥13,860 with Tax

【causette pot コゼット ポット】下にボリュームがある下膨れなバランス
のポットは置いておくだけでもなんだかかわいい形です。
【causette mug
コゼット マグ】飲み物だけでなく、ちょっとスープを飲みたい時にも気軽
につかって頂けます。
【herringbone table cloth ヘリンボン #40（カーキ）
テーブルクロス】ヘリンボンの V 字が連続して組み合わさったような柄と
しなやかで光沢のある生地面がより上品さを感じさせます。

もバランスをとり、色々な考えを持つ人たちの

JOIN.

れます。

Patisserie nina&hiro with Love

的に見ることを助ける働きがあるとも言われて

04

そのため、自分自身の視野を広げる手助けに
なったり、他人の意見を聞き入れ、尊重し、否定

02

感情にも他人の意見にも客観的に耳を傾けられ

03

ミックスプリント リゾートワンピース 商品番号：OR-00053
鍵編みカーディガン 商品番号：OR-00722

06

おいでよ、みんなと一緒にやろうよ！みんなで作ったという、みんなのソ
ウルを現したデザインです。スタンダードなベーシックロゴＴシャツは
シンプルなので、私服にも合わせやすいです！
素材：綿 100％ サイズ：XS S M L XL 2XL
アスリート、アマチュアスポーツ、フィットネスインストラクター、トレ
ーナーが創り上げるスポーツ MIX アパレルブランド。契約モデル募集中。

るでしょう。

また、“みどり”には、
「緑」
「碧」
「翠」と３つの漢字が

01 ロングライフデザインで暮らす

あるのをご存知でしょうか。

大須 DECO はカリモク 60 などの家具
を中心にロングライフデザインのモノ

03 海外のオリエンタルな洋服を

を集めたセレクトショップです。
雑貨には伝統工芸品の【赤津焼】から業

名古屋市中村区

「翠」

それぞれに意味する色が少しずつ違います。
「緑」は、成長した草木の深いみどりを表す、
常用漢字のみどりです。
みどり系統の色の総称になります。
「碧」は、あおとも読み、あおみどり色のことを指します。
「翠」は、カワセミという野鳥のメスの羽根の色に由来しています。
その色は、限りなく青色に近いみどりです。
知ってみると、“みどり”には様々な見え方がありますね。
あなたはどんな “みどり”が好きですか？

ており、他にはない品揃えが魅力。

happy monster

家具はカリモク 60、カリモクニュース
DATA

住所／〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平
池町 4-60-12 グローバルゲート 2F
☎052-485-8218 営 業 時 間 ／ 11：00 - 20：00
定休日なし
（年末年始を除く）
メール／ info@osudeco.com
URL ／ http://www.osudeco.com
そのほか情報／最寄り駅：あおなみ線ささしま
ライブ駅直結名古屋駅徒歩圏内

02 日々の食事の時間楽しむための食器

タンダード、天童木工などを取り扱っ

DATA

地 区 最 多 で す。名 古 屋 駅 徒 歩 圏 内 の
立地ですので、お近くにいらした際は
ぜひ足をお運びください！

日々の暮らしを大切に考え、器を通して

04

ニナとヒロとラブがお届けする、直参イベント限定ユニット♪
フェイクスイーツ雑貨やアクセサリーを製作しています！

食事や暮らしがより楽しくより豊かにな
るようなお手伝いができたら…

名古屋市名東区

というのがクーヴェールの思いです。

クーヴェール・ア・ラ・メゾン

食事の基本である一汁三菜をもとに土の
あたたかみを感じる、日々の食事の器を

DATA

住所／〒465-0026 愛知県名古屋市名東区
藤森 2-285-1 ☎052-777-0556 営業時間
／ 10:00 - 19:00
定休日／水曜日
URL ／ http://www.marumitsu.jp/couvert/

ご用意しています。

Check me

イベント出展名

Patisserie nina&hiro
with Love

DATA

NINA.sugarlalel インスタ／
https://www.instagram.com/ninasugarlabel
◯ ヒロのフェイクスイーツカフェ ブログ／
http://seventowns.blog71.fc2.com/
◯ LoveLeaf インスタ／
https://www.instagram.com/loveco.000
◯

栄

地下鉄東山線

ささしま
グローバルゲート

TOLAND
上前津

大須 DECO

地下

鉄鶴

舞線

本郷

05 大須の隠れ家カフェ
TOLAND

てくれた方には定期的にクーポンを発

ショップサイト：
https://happymonster.base.ec
https://happymonster.jp/
Instagram：@happymonster0423
https://www.instagram.com/happymonster0423/

ており、同 3 ブランドの展示数は東海

マルミツポテリ直営の食器店です。

洋服のショップです♪
BASEの happymonster をフォローし

オンラインショップ

務用のラーメンどんぶりまで取り揃え

大須 DECO by SHIOGAMA
APARTMENT STYLE

エスニック・オリエンタルな雰囲気の

出品しています

名古屋駅

ZENTY T
（ゼンティーティー） 定価 ¥4,500 with Tax

藤が丘

道路
高速
東名

【タータンチェック（グリーン）ランチョン M】発色の良いグリーンに白と
紺を組み合わせた配色で、
生活に明るさをプラスしてくれる生地。

【マカロン】
抹茶味、
ピスタチオ味
【メロンボウルのデザート】プリンとスポンジの層のうえにジュレとメロ
ンがたっぷりと♪メモスタンドになっています。
【マスカットのムースケーキ】ムースケーキにマスカットとレッドカラン
トでデコレーション。
メモスタンドになっています。
つやつやジューシィなフルーツたっぷりのパフェや、さくっとした食感の
マカロンなど思わず手に取って食べたくなっちゃうような永遠のスイー
ツたち。
本物そっくりなフェイクスイーツたちは見てるだけで幸せな気持
ちになれちゃいます♪

線
東海道本
JR

緑をファッションに取り入れることで、自分の

タータンチェック
（グリーン）
ランチョン M ¥1,705 with Tax
landrace 230plate ランドレース 230 プレート ¥2,750 with Tax
kurinoki fork 栗の木 フォーク ¥880 with Tax
kurinoki soup spoon 栗の木 スープスプーン ¥880 with Tax

クーヴェール・ア・ラ・メゾン

名古屋第二環状自動車道

しない態度を促してくれます。

マカロン（抹茶・ピスタチオ）ヒロのフェイクスイーツカフェ
メロンボウルのデザート（メモスタンド）NINA.sugarlalel
マスカットのムースケーキ（メモスタンド）LoveLeaf

地下鉄名城線

います。

「碧」

happy monster

●EVENT

その他にも、緑には、物事から距離をとり、客観

「緑」

●WEBSHOP

●WEBPAGE

中で、中和剤的な役割を果たす手助けをしてく

名古屋市中区

行してます。
色・形を楽しめるアイテムを取り揃え

CAFE TOLAND

ております。
個性を出したい方、他の方と被りたく

DATA

住所／〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須４
丁目 11-５ Z's building 2F
☎052-228-0514
営業時間／ 11:00 - 19:00 定休日 ／水曜日
SNS ／
https://www.instagram.com/cafe̲toland/
URL ／
https://www.google.com/search?q=TOLAND

ないという方に是非見て着て頂きたい
です。
服フェチの作ったショップです。
不定期に商品を追加しております。

フェイクスイーツのケーキ屋さん♪
リアルで美味しそうなフルーツタルト
のオブジェや、人気のグラススイーツ
のフォトスタンド…キラキラ可愛い
イヤリングなどのアクセサリーも！

06 2019 年発足のスポーツ MIX の

Check me

Everybody JOIN.
「みんなでやろうぜ」

せた器のご提案をします。

開催しております。

さまざまな器の中からお気に入りの器を

詳細は各個人の SNS やブログより

見つけて日々の食事の時間をお楽しみく

ご 確 認 頂 け ま す。ご 一 緒 に フ ェ イ ク

ださいね。

スイーツ作りを楽しみませんか♪

楽しんでほしいです。

を高ぶらせてくれます。
「JOIN.」は様々
全国

れない永遠のスイーツでときめきと彩
ご ら ん く だ さ い。ワ ー ク シ ョ ッ プ も

違うコンセプトのBAR になるので両方

な形で「運動」は人々を躍動させ気持ち

アパレルブランド

JOIN.

それぞれの好みやライフスタイルに合わ

驚きや楽しさがあるカフェ。夜は全く

スポーツからフィットネスまで、様々

日々の暮らしや特別な時間に…食べら
りをお届けします♪ぜひお手に取って

思わず友達や家族にシェアしたくなる

DATA

URL ／ http://iri1978.net
LINE公式アカウント／
https://line.me/R/ti/p/%40846wqwsz
Instagram ／ join̲everybody
facebookページ／
https://www.facebook.com/join.everybody
E-mail ／ tsunagarucraft.info@gmail.com

な競技や運動を通して、たくさんの人々
が繋がるアクティブな世界を創ります。
スポーツのみならず、ナチュラルにも
着こなせるアクティブな日常をお届け
します。運動を通して、幸せを届ける方
の JOIN をお待ちしています。JOIN. は
アスリートのセカンドキャリア、サー
ドキャリアを応援します。スポンサー、
チームウェアなどデザイン製作します。

強さと優しさ

猛々しさと穏やかさ

たくましさとしなやかさ

緑色が 相反する特徴を

内包できるのは

中性の感性で

自分自身の色を

貫くことができるから





□大 須 DECO by SHIOGAMA APARTMENT STYLE ／ カ

リ モ ク 60K チ ェ ア 2 シ ー タ ー（モ ケ ッ ト グ リ ー ン）
¥71,500+Tax □クーヴェール・ア・ラ・メゾン／タータ

ンチェック（グリーン）ランチョン M ¥1,705 with Tax、
landrace 230plate ラ ン ド レ ー ス 230 プ レ ー ト ¥2,750

with Tax、kurinoki fork 栗の木 フォーク ¥880 with Tax、
kurinoki soup spoon 栗 の 木 ス ー プ ス プ ー ン ¥880 with

Tax、causette pot コ ゼットポット ¥3,960 with Tax、
causette mug コゼット マグ ¥1,210 with Tax、herringbone

t able cloth ヘリンボン #40（カーキ）テーブルクロス
¥7,920 〜 ¥13,860 with Tax □happy monster ／ミック

スプリント リゾートワンピース 商品番号：OR-00053、
鍵編みカーディガン 商品番号：OR-00722 □Patisserie

nina&hiro with Love ／マカロン（抹茶・ピスタチオ）ヒロ

のフェイクスイーツカフェ、メロンボウルのデザート

（メモスタンド）NINA.sugarlalel、マスカットのムース
ケーキ
（メモスタンド）LoveLeaf

 撮影協力

大須 DECO by SHIOGAMA APARTMENT STYLE
〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町
4-60-12 グローバルゲート 2F
営業時間 ／11：00 - 20：00

定休日なし（年末年始を除く）
☎052- 485-8218

 モデル

前田 奈子 (Nako Maeda)
tearLo 代表

イラストレーター / グラフィックデザイナー / モデル
Instagram:@nakoko84
twitter:@nakoko84

2020 NEW JOIN.
スポーツ MIX ブランド JOIN.
SNS モデル募集中！学生から社会人まで幅広く募集！

集中！
SNSモデル募

SHOP NAME

フルーツカクテル専門店 Ciel

みどりを見ると どうしても 生命 を感じてしまう

SHOP NAME

スポーツ MIX アパレル
JOIN.

みどり それが植物かどうか、有機物無機物関係なく、そこに 生命力 を感じる
たくさんある色の 1 つに過ぎないのに 人と深く密着し 命 にとても近い色
絵具、インク、人工着色料と分かっていても 私を少しだけなぐさめてくれる優しく いつもそばにいてくれる色

COMPANY DATA >>

住所／岐阜県瑞穂市別府 349-1
WEB SITE >>

穂積駅から徒歩 1 分

COMPANY DATA >>

☎058-216-7229

住所／京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町 1-1

営業時間／17:00 - 0:00(LO23:30)

グレートシティ 102

定休日／水曜日

☎080-4240-1031

E-mail ／ tsunagarucraft.info@gmail.com

Instagram ／ @bar̲ciel̲gifu

URL ／ http://iri1978.net

年︒
2037

ミラノで開催された

︒
EXPO

最新のヘアメイク技術や

ワールドワイドヘア

ヘアスタイルが披露される

世界最大の理美容祭典︒

中でも今回︑

大衆の目を最も釘づけにしたのが

社発表の﹃ハマキヘッド﹄︒
YASDAQ

頭皮に直接種を撒き︑

およそ一週間で渦巻状の葉っぱが育つ︒

紫外線の除去や

蒸散作用による気温抑制︑

ブランドや SNS モデルについてこちらからお問い合わせください！

光合成による二酸化炭素の吸収などの

【公式】
Instagram

効果が期待でき︑現在も果物や

リア

愛知県一宮エ

ホテルラウンジのような
外観のカフェ

【公式】
facebook
ページ

最新の情報をチェックできる！
！

野菜の栽培に応用する

方も楽しむことができます。お酒が好きな貴
方には度数 3%or10% もお選びいただけます。
オープンは 2020 年 3月予定。
＜定番メニュー＞
キウイカクテル／パイナップルカクテル／
バナナミルク／ブルーベリーミルク／マン
ゴーカクテル／税込 700 円
（2020 年 2 月現在）

研究が進められている︒

17 席の小さな店内には、円形のバーカウンタ
ーと木材・緑を多く採用し、カフェ風空間を
演出。
フルーツカクテルとの融合により「落ち着く
× おしゃれ」を提供します。生果を使用した
こだわりのカクテルをご提供。お酒が飲めな
い方のために全てのフルーツカクテルに「ノ
ンアル ver」をご用意しているので、車利用の

ェ

のカフ
映える 安らぎ

SHOP NAME

Cherbon
シェルボン

ヤスダックレコードなんば店
2020 年１月 18 日〜 5 月 8 日（暫定）
NAMBA SQUARE
( 南海電鉄なんば駅 2 階改札出てすぐ )

COMPANY DATA >>

住所／愛知県一宮市篭屋 3丁目 9 -17
☎0586-46-1072

2019 年発足のスポーツ MIX のアパレルブラ
ンドです。スポーツからフィットネスまで、
様々な形で「運動」は人々を躍動させ気持ち
を高ぶらせてくれます。
「JOIN.」は様々な競技や運動を通して、たく
さんの人々が繋がるアクティブな世界を創
ります。スポーツのみならず、ナチュラルに
も着こなせるアクティブな日常をお届けし
ます。

定休日／火曜日
営業時間 ／ 8:00 - 17:00
URL ／ h ttps : //cherbon.cafe

木の温もりが伝わる店内はホテルのラウン
ジをイメージ。安心と安らぎの空間でゆっく
りとおくつろぎください。サンドイッチやス
イーツを中心に手作りメニューを豊富に用
意しています。モーニングは厳選した食材を
栄養バランスを考えながら彩りよく盛り付
けました。もちろん、すべて手作りですので
安心してお召し上がりいただけます。

現在、各 SNS で気軽にオシャレな着こなしを
アップしていただけるモデルを募集してお
ります。

出張撮影

なにげない1枚を
かげがえのない1枚に

(東海中心に全国

)

Facebook、Instagram、LINE 公式アカウント
で情報配信しております。
学生から社会人でも、お休みの日、プライベー
トでかわいくオシャレに着用写真をとって
いただける方を募集しております。
未経験の方でも趣味でモデル活動ができま
す！ご興味を持った方は、まずはお問い合わ
せください。
モデル練習しながら、SNS をきっかけに有名
人になることも夢じゃないかも！？

愛知エリア

さん
出張 着付け屋

着物で心を装う。

SHOP NAME

SHOP NAME

HomeCame

Brilliant Square

ほめかめ

ブリリアント スクエア

クリマ、デザフェス等のアートイベントや個
展でレコードショップ「ヤスダックレコード」
を展開。自身の作品をレコードジャケット状
にした「ジャケダケレコード」を用いて作品を
発表、販売しています。

サイト内メッセージフォームあり

yasdaq̲graphiq
info@yasdaq.com
https://suzuri.jp/YASDAQ

COMPANY DATA >>

みどり

COMPANY DATA >>

☎080-4223-3025

住所／愛知県津島市橘町 6 - 42（店舗なし）

営業日 ／完全予約制

☎0567-25-2355

U R L ／ http://www.homecame.com

年中無休 ( 予約制 )
URL ／ ht t p://b ri l l i a nt -s q u a re .c o m

HomeCame カメラマンの藤代誉士と申し
ます。“誉める” という字を使うため “ほめ”
と呼ばれてます。普段から人物ばかり撮影
してるため、実は人物撮影がめちゃ得意！
だけど、なんでも撮影します！
日本全国呼んでもらえれば、何処へでも！
まだ仕事で 47 都道府県全部を制覇出来て
はいない ...

着物の着心地と仕上がりの美しさにこだわ
る着付け師が、楽しく着付けをしてくれる出
張着付け屋さん。早朝着付けも応相談で対応
可能で、髪飾りなどの貸し出しや、貸し出し
の髪飾りが気に入れば販売も可能。
卸価格で販売しているので良い物をお安く
提供しております。当店の着付け師は美容師
免許も持っておりますので、ヘアメイクも

対応可能です。
お値段もリーズナブルになって
いるので、着付けがご入り用の際は是非、
一度お声かけくださいませ。

【公式】Instagram
Instagram :
brilliantsquare0331

絵の才能を持ちながら、あることをきっかけに描くことを止めてしまった少女。ドラマでは緑の黒髪。

レ - コメンド

2015 年にイラストレーター『YASDAQ』
として独立。

デジタルツールならではの無機質感を
ています。ジャズトロンボーンプレイ
る音楽をテーマにした作品を多く制作
しています。

TITLE >>

TITLE >>

絵本の森

モロッコの草原

静寂な新緑

撮影場所 :
沖縄県 福州園

@evergreenature

NAME >>

- どこか、緑の自然がたくさんな場所に行きたい カメラ練習中の私がこの場所に行って、初めてワクワクして撮影に夢中に
なった思い出の場所です。絵本にでも出てきそうな自然が多数あり、
非現実的な風景の数々でした。沖縄は海も良いですが、自然も多数あります
ので是非ご旅行に来た際には自然も満喫して下さい！

モロッコを旅していた際に車窓から見えた草原の写真です。
サハラ砂漠の印象が強いモロッコですが、
この写真のように青々と広がる草原の牧歌的な風景もとても魅力的でした。

TITLE >>

TITLE >>

seihai 〜あおたけ〜

緑色のクジラ ?
イルカ ?

信楽の土を使い轆轤成形し
ました。口元が少し黄色が
かりグラデーションが綺麗
にでました。
ぐ い 呑 み、フ リ ー カ ッ プ、
小 鉢 と し て も 使 え ま す が、
日本酒を注ぐと綺麗な緑色
が透き通り更に美味しくい
ただけると思います。

娘にもらったんですけど、
どっちなんでしょうか。( 笑 )
可愛いし、良い緑だから…
どっちでもいっか！

Les champs のオススメ作品紹介

愛知県岡崎市在住。1977 年生まれ。

TITLE >>

＠choconana.7

時間応相談

加 藤 やすひと

の世界。

NAME >>

場所／出張撮影 ( 東海中心に全国 )

Yasuhito Kato

ヤーとしても活動しており、身近であ

加藤康仁

ファインダー越しの

イラストレーター ヤスダック

逆手にとったおもしろい表現を追及し

www.yasdaq.com

ARTIST

I want you to know this shop . I want you to know this shop. I want you to know this shop.I want you to know this shop.

穂積駅前の小さなカフェバー

Les champs #02 - Dazzling Green - My favorite artist

ブランド
スポーツ MIX

ン

ープ
2020 年 3 月オ

COMPANY - Les-commend

I want you to know this shop. I want you to know this shop . I want you to know this shop. I want you to know this shop.

穂積駅近く

岐阜県穂積市

NAME >>

@greenkeiju

樽前ガローは、北海道苫小牧市にある
渓谷で、四季折々の自然風景を楽しめ
る神秘的な観光名所です。
夏は緑の苔、秋は紅葉、冬は雪景色が
楽しめるので、自然写真が好きな人
はぜひ樽前ガローまで足を運んでみて
下さい。

NAME >>

@ks_1631

TITLE >>

グリーンノエル
グリーンが大好きな最愛の母
のお誕生日に白あんと練乳と
ミルクをグリーンに色付けした
和菓子のお花アレンジメントし
ました。
食べれるフラワー缶です。

NAME >>

@yvyvyv

  

NAME >>

@s.eikopure0910

MANGA NAME

左ききのエレン
Ellen left-handed
DATA >>

漫画：nifuni

原作：かっぴー

出版社 : 集英社〈ジャンプ・コミックス +〉
公式サイト：https://shonenjumpplus.com

天才になれなかったすべての人へーー。
好きなことを仕事にするのは良くない。大人にそう言われた
記憶がある。
天才になれなかった全ての人へ
̶̶…。Webが熱狂した心を抉
るクリエイター群像劇…！才能
を巡る物語̶̶堂々開幕。
少年ジャンプ + 公式サイトより

そう思っていたが、今となれば意味はよくわかる。

自分が好きなことを仕事にする前は、
そんな訳ない、何を言っているんだ
好きな事が仕事になるんなら最高じゃ無いか

好きだったその気持ちに嘘はない。 ただ現実は厳しい。
何事にも上には上がいる、

TITLE >>

TITLE >>

TITLE >>

菊池渓谷

Sea lion

潤

もののけ姫のモデルに
なった渓谷。どこまでも
続きそうな緑に癒されて
きました！

アシカがのんびり
お昼寝中。
癒されます。

鮮やかな緑に浮かぶ水滴
宝石のように輝く

NAME >>

NAME >>

@setographer_f

maho

どんだけ頑張っても天才には追いつけない。
更には気付いたら隣にいたはずの仲間は遥か先へ。
NAME >>

そんな理想と現実の狭間で思い通りにならない日々に。

たつきち

Photographer：Masahiro Fujii

自分が信じて選んだ道を後悔しどうすればいいかわからなくなった時、
圧倒的天才と凡人の主人公が様々な葛藤を抱えながら成長していく
この漫画はその答えが見つかるきっかけになるだろう。

Les champs が考え、Les champs が発信するだけでは足りない、色の世界。
多くの人の視点、価値観、感度で見る色は、思いもよらない場所へと私たちを連れて行ってくれます。
一口にみどりと言っても、それは様々で、色味はもちろん、質感、重み、温度、動き、空気感、これらを通した色の表情は無限です。
それは 1 色で多彩を表現する「Les champs 出版」の掲げる思いそのものなのです。
ご協力いただきました皆様ありがとうございました。

