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着合わせの難しい柄ものや色遣いを
グラビアを通してふんだんに紹介。
無難なコーディネートになってしまいがちな
ヒッピー、ボヘミアン、カウガール、
ハワイアン、カラフルオーガニック…。
大胆なかわいい着こなしで自分らしさを再発見。

現代にはない色使いのテキスタイルを通じて
ビンテージの良さを再発見。
レトロなカラーに胸キュン♡
リメイクやデコレでさらに自分らしさを追求、
世界にひとつだけのオリジナルファッションの
楽しみ方を紹介します。

自然にとけ込むことで、知ってたつもりの
空の青や山の緑にも、色の違いがあることを発見。
ナチュラルカラーを楽しむことで、
大地をもっと身近に感じます。
“エコ”といった漠然としたものではなく
この地球がもっと“ラブ”になる
ライフスタイルを提案します。

オリジナリティ溢れる
ファッションを楽しむ

ひと味違う色使い
ビンテージを楽しむ

大地を楽しむ  そして
この星がもっと好きになる

ファッション、音楽、言葉…
本書を通じて、新しいライフスタイルをつむぎます
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★この秋こそはヒッピースタイル
　※スィートヒッピー、ロマンティックボヘミアン
　　フラワーチルドレンなど、各ブランドの秋冬の新作を紹介。

　●ロマンティックボヘミアン
　　いまでは定番となったボヘミアンファッション。
　　ワイルドな柄からキュートなものまで。

　●スィートヒッピー
　　オーガニック系
　　白やベージュといったシンプルもの。

　　＊この流れで新作のベルボトムやカラーパンツも紹介。

★アクセサリー特集
　単品のアイテム紹介だけではなく、重ね方の例も紹介。

★記事：ボヘミアンガラスアクセ
　ヒッピースタイルの定番・ボヘミアンガラスを使ったアクセを紹介。

★アウター特集
　※ジャケットやポンチョ・革ジャケなど、この秋新作のアウターを紹介。

★Cool Rock Girls Style
　元気でキュートなロックスタイルを紹介。

★ショップ＆ブランド・コーデ 
　ブランド＆ショップにコーディネートを依頼。
　各ブランド＆ショップ１〜2ページで構成。

【コーナー説明】
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★即買い! 1点ものビンテージ
　テキスタイルやデザイン・ステッチなどにこだわった1点ものの
　“古着”と呼ぶにはあまりにも可愛すぎるビンテージを紹介。
　

★エスニックスタイル 
　アジアを中心としたエスニックファッションには
　色もデザインも個性がいっぱい。
　本誌ならではの選りすぐりのアイテムを紹介。

★フジロックdeファッションチェック
　フジロックで見つけたヒッピーファッションを紹介。

★アウトドア・ファッション 
　今年流行のアウトドアファッション。
　山だけではなく、街でも楽しめる防寒機能万全のアウターを中心に紹介。

★記事：自然からの贈り物
　草木で染める魔法のカラー
　身近な自然染料を使って、簡単にできる染めを紹介。

★記事：クリエイター’s Cozmic
　宇宙のような広がりを持つクリエイターの脳の中を作品と言葉を通じて紹介。

★記事：旅企画
　疲れた心も身体もリフレッシュ!
　感動的な夕焼けを見つけに旅に出ます。
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※現段階でのあくまでも予定しているものです。



FLOWERS

主要読者層■20代半ばから 40歳くらい

興味・関心■ファッション、音楽、夏フェス、エコ活動、アウトドア、トレッキング、

　　　　　　サーフィン、釣り、農業（自然栽培）、読書、バイク

　　　　　　旅行…アジア（インド、マレーシア、ネパール、タイ、カンボジアなど）

　　　　　　　　　ヨーロッパ（オーストリア、チェコ、オランダ、スペイン、北欧）

　　　　　　　　　北米（ハワイ）、南米

　　　　　　　　　オーストラリア〈バイロンベイ〉

キーワード■ジミ・へンドリックス、ジャニス・ジョプリン、グレイトフルデッド、

　　　　　　ドアーズ、フー、ジョン・レノン、フィッシュ、ダモ鈴木、

　　　　　　ジャック・ケルアック、ゲイリー・スナイダー、アレン・ギンズバーグ、

　　　　　　ディモシー・リアリー、鈴木大拙、

　　　　　　ビート・ジェネレーション、エコロジー、ナチュラリズム、サイケデリック、

　　　　　　フラワームーブメント、ウッドストック、吟遊詩人、ジプシー、

　　　　　　バックパッカー、レイブ、イージー・ライダー、

　　　　　　ジーンズ、M-51、革ジャン、ヒッピー、ボヘミアン、カウガール、

　　　　　　ハワイアン、オーガニックファッション
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SHOP-NAME 渋谷店　東京都新宿区○○○○○○○ 　03-0000-0000　http://sample-url.ne.jp/

○○○○さん（SHOP名○○○○　 渋谷店／店長）

Brand Collection
大好きブランドの秋冬の新作

アイテム・コレクション
A/W 2010

着ることを楽しむ人へ向けた、ライフスタイ
ルを提案する「○○○○○○」。着心地の
良い上質な素材やハンドクラフトを中心と
した洋服、アンティークのリネンや小物類
など時代にとらわれず展開しています。

ブランド／ショップ名

チューブトップとして着ても。リネン
モチーフスカート￥25,200（SHOP-A）

チューブトップとして着ても。リネン
モチーフスカート￥25,200（SHOP-A）

チューブトップとして着ても。リネン
モチーフスカート￥25,200（SHOP-A）

チューブトップとして着ても。リネン
モチーフスカート￥25,200（SHOP-A）
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春らしくデニムをメイン
にした組み合わせ。柔ら
かな肌触りのブラウスは
着まわしにも便利そう。
サロペット￥7,980　ブラ
ウス￥3,990（どちらも○
○○○○○○）

グラデーションが可愛い靴。ロー
ルアップしてカジュアル感もアップ。
シューズ￥5,565（○○○○○○○）
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着ることを楽しむ人へ向けた、ライフスタ
イルを提案する「○○○○○○」。着心地
の良い上質な素材やハンドクラフトを中心
とした洋服、アンティークのリネンや小物
類など時代にとらわれず展開しています。
アンティークのリネンや小物類など時代
にとらわれず展開しています。

ブランド／ショップ名

Brand Collection

七分丈のワークパンツに
はベーシックで存在感の
あるシューズを。足元の
アクセントに。

自然な風合いが嬉しいジャ
ケット。ざっくり羽織るだけで
表情が変わります。この季節
に重宝する一着。

裾からのちら見せでバラン
スをとり、ブルーを見せる
ことでカジュアル感も高
めてくれます。
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大好きブランドの秋冬の新作
アイテム・コレクション

A/W 2010

4445



～ブランド・ショップの皆様へ～ 

Ｆｌａｒｅ  
広告ご掲載のご案内 

 
「Flare」では、ブランド・ショップ様の広告ご掲載をお待ちしております。 
ぜひともこの機会に貴社の販売促進にお役立てをいただきますよう、ご検討ご

活用のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
 

【創刊特別広告掲載料金】 
 

スペース    天地×左右（ｍｍ） 掲載実施料金（円） 
表４ ２５２×２００ ５００，０００ 

表２見開き ２９７×４２０ ７００，０００ 
表３ ２９７×２１０ ３００，０００ 
４色１頁 ２９７×２１０ ２５０，０００ 
４色 1／2頁       １３０×１９０（枠付） １４０，０００ 
４色 1／4頁       １３０×９０  （枠付） ８０，０００ 

 
★ 創刊号特別企画「Flareおすすめブランド＆ショップコーデ」への掲載
をご希望のクライアント様は別紙ご確認をいただきますようお願い致

します。  
 
＊ 上記掲載実施料金には、原稿制作費は含まれておりません。 
＊ 広告原稿は、完全データ（MO）またはフィルムでご入稿下さい。 
なお、原稿制作についてのご質問等がございましたら、お気軽に弊社広

告本部までお問合せ下さい。 
＊ 広告掲載料金には消費税が加算されます。  
 

辰巳出版グループ広告本部 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-15-14（辰巳ビル） 
TEL03-5360-8079（広告本部）FAX03-5360-8953（広告本部） 

Ｅ-mail:koukoku-bu@tatsumi-publishing.co.jp                                
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