The Tastemakers & Co.

“UNIFORMS made in ENGLAND”
The Tastemakers&Co. では、この秋、皆さまにずっと付き合っていただき
たい、作りのよい伝統的な Made in ENGLAND の “UNIFORM” の数々をご
紹介していきます。
いつの時代でも、ミリタリー、ワーカー、シェフたちの働く服、“UNIFORM”
はごく単純に格好いい。
流行に左右されることのない、シンプルで実用性を兼ね備えた服や靴は、今
日の私たちのワードローブには欠かせないモノとなっています。靴の聖地ノー
ザンプトンで 1873 年に創業した実力シューメーカーの SANDERS の靴。
英 国 国 防 省 の オ フ ィ サ ー シ ュ ー ズ の 納 入 実 績 を も つ SANDERS か ら は、
“Uniform Footwear Collection” を一堂に集めたメンズ、レディースの期間
限定の POP UP SHOP の開催いたします。そして、同じく英国内で１００
年以上の歴史をもつワークメーカー Yarmo から、ブッチャーストライプの
UNIFORM をはじめとする別注アイテム。
さらには、The Tastemakers&Co. が注目する TENDER Co. とのコラボレー
ションなど、made in ENGLAND の “UNIFORMS” で自分らしいスタイルを
つくり、英国モノの魅力を楽しんでいただけると幸いです。
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SANDERS POP UP SHOP
8/22 - 9/23 at The Tastemakers & Co.
1873 年、靴の聖地ノーザンプトンで創業した実力シューメーカー Sanders
& Sanders Ltd.。
伝統的なグッドイヤーウェルト製法と天然素材を使用するこだわりは、今で
も変わらず引き継がれています。なかでも “Sanders Uniform Footwear
Collection” は、世界中の多くの警察やミリタリー、およびセキュリティー
用のシューズとして採用され、英国国防省（MOD) 向けに供給されるオフィ
サーシューズのレザーシューズのほとんどが、SANDERS 製です。また、
ファッションアイコンでもあるスティーブ・マックィーンが愛用していたプ
レイボーイチャッカも有名です。伝統的な made in ENGLAND shoes であ
りながら、コストパフォーマンスに優れていることも SANDERS の最大の魅
力でもあります。
今回 The Tatemakers & Co. では、“Sanders Uniform Footwear Collection”
のメンズ、レディースシューズを一堂に集めた POP UP SHOP を開催します。
同じく英国ノーザンプトンで生産される本格的なメンズシューズ仕様のレ
ディースコレクションは必見です。
ぜひ、ご注目くださいますようご案内申し上げます。

SANDERS POP UP SHOP
会期：

2014 年８月 22 日（金）〜９月 23 日（火）

会場：

The Tastemaekrs & Co.
107-0062 東京都港区南青山 7-9-1

tel : 03 5466 6656

www.thetastemakersandco.com
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Yarmo
イングランド東部地域のノーフォーク州にある海岸沿いの町グ
レート・ヤーモスで１００年以上の歴史をもつインダストリア
ルワークウェアメーカーの Yarmo。英国国防省の OEM 生産を
はじめ、オイルメーカーの BP SHELL、医薬品の PFIZER など
の OEM 生産なども請け負っています。
The Tastemakers & Co. ではこの秋、Yarmo で人気の高いコット
ンサテンのワークコート２型の別注カラー “Military Green” の展開、
Fishireman たちに愛されるブリティッシュウールのジャンパーや
トラウザー、英国の “Chefs UNIFORM” でお馴染のブッチャースト

TENDER Co.
The Tastemakers & Co. が、そのモノ作りの姿勢に共感し、
コラボレーションを展開している英国のワークウェアブランド
TENDER Co.。
この秋も引き続き、人気の高い “BANKNOTE TAIL SHIRT” を
WHITE, 新色の TURMERIC( ターメリック）、LOGWOOD( ロ
グウッド）で展開。同じく、定番の WOAD( ウォード）染め
DENIM は、129SLIM,132WIDE に加え、130TAPERED のモ
デルも登場します。

ライプのエプロンも引き続き販売いたします。

BRITISH PINT GLASS
英国と言えばパブ。パブと言えばもちろんビール。パブでビー
ルを注文するときは、１パイント（568ml）もしくはその半分
の量のハーフパイントでオーダーします。お酒に関する法律が
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“UNIFORMS made in ENGLAND” にあわせてオリジナルアイ
テムが登場します。ユニオンジャックの "UNIFORMS" ロゴが
ついたキャンバストート、T-shirts、長袖クルーのスウェット
の他、カレッジロゴのように ”WORK&PLAY” のロゴをあしらっ
たの長袖クルーのスウェットは、
（グレー、ネイビー）2 色展開。
そのまま１枚で着るもよし、チェスターコートやツィードジャ
ケットなど英国クラシックなアイテムとさりげなくあわせるの
もお薦めです。

特に厳しい英国では、“ パイントグラス ” を使用し、きっちり
した量のビールがサーブされます。今回、“UNIFORMS made
in ENGLAND” のテーマに合わせ、本場の英国のパブで実際に
使用されている、英国政府公認の業務用パイントグラスもご紹
介いたします。３００年以上にも渡り、英国のパブで親しまれ
てきたパイントグラスも忘れてはならないツールの一つ。膨ら
みの付いた円錐グラスの形が特徴的で持ちやすいく、業務用な
ので丈夫で、かつスタッキングも可能。上部には、ヨーロッパ
の製品規格である CE マークのエッチングがされています。そ
のマークまで泡をほとんど立てないように注いで、英国流の
ビールを楽しんでみてはいかがでしょう。

※各アイテムの詳細は、入荷次第随時 WEB サイトアップしていきますので、WEB(www.thetastemakersandco.com) プロダクトページをご参照ください。
一部サンプルのご用意もございますので、リース等ご希望の際はプレス担当までご連絡ください。

