
2020 Fall/ Winter COLLECTION



Message from Ines
イネスが想う、70年代の魅力

「新しいコレクションは、70年代の女性たちの自由な生
き方が出発点になりました。当時は多くの女性たちが、
“女性はこうあるべきだ”という昔からの慣習にとらわれ
ない生き方をしたいと強く願っていました。そして、何
にも縛られず、解放された女性たちは、ファッションも
人生も自ら開拓していきました。
　70年代の映画スターやポップスターは大きな影響力を
持っていました。ファッションアイコンと呼ばれる女性
の中でも、私はジェーン・バーキンやフランソワーズ・
アルディ、フランソワーズ・ドルレアックなどに憧れて
いました。ファッションの世界がとてもクリエイティブ
で幸せに満ちた時代だったのです。そして、そんな時代
を経験した私だからこそ、皆さんに伝えたいのは、他人
の目は気にせず、自分が好きなものに夢中になってほし
いということ。そうすることで、自分らしいワードロー
ブが完成し、持っている服の全てを簡単に組み合わせる
ことができるようになるはずです。いつの時代も自由な
マインドから幸せが生まれるのです」
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70年代のファッション・アイコンと
いえば女優兼歌手のジェーン・バー
キン。「今もその魅力は健在」とイ
ネスが称賛するひとりです

邦題は『太陽が知っている』(1968)。
アラン・ドロンとロミー・シュナイ
ダー共演。70年代スタイルに影響を
与えたとイネスが推薦する名作ベルベットジャケット ¥9,990+消費税 

コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税

レザーワイドベルト ¥2,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税
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ベルベットジャケット ¥9,990+消費税

レーヨンボウタイブラウス ¥2,990+消費税

ベルベットパンツ ¥5,990+消費税

Back 
to the 70s

「“WONDERFUL WOMEN”、これぞ最高の褒め言葉です。

70年代は、この言葉に相応しい素敵な女性がたくさんいました。

既存の概念から解放された彼女たちは、ファッションも人生も

自由に謳歌していたのです。フォークロア風のブラウスに、

ボルドーのセットアップを合わせた、このスタイル。今回のコレクションに

影響を与えた、70年代のムードを象徴する着こなしです」

70年代の素敵な女性に思いを馳せて
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Romantic 
Bohemian

「フリルのあしらいを効かせたシルクブラウスや

歩けば揺れて広がるツイストプリーツのスカートが、

ロマンティックな気分を盛り上げます。柔らかな服には、

あえてボヘミアン風のセーターやかっちりしたコートを。

テイストの枠を超えた意外な組み合わせにも上品さが薫るのは、

ユニクロ×イネス・ド・ラ・フレサンジュの大きな魅力の一つです」

上品さが薫る、ロマンティック・ボヘミアン

3Dジャカードセーター ¥3,990+消費税

ツイストプリーツロングスカート ¥2,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税

レザーエンボススキニーベルト ¥2,990+消費税

右：

ツイードコート ¥14,900+消費税

シルクフリルブラウス ¥5,990+消費税

ウールブレンドワイドパンツ ¥5,990+消費税

レザーステッチスキニーベルト ¥2,990+消費税

左：
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French Chic
「普遍的に愛されるフレンチ・シックな装いをベースに、

現代的なアクセントをさり気なく添えた 2 つのスタイル。

パリジャンの代表的なワードローブのボーダーセーターには、

ツイードジャケットとパンツを合わせてコンテンポラリーに。

光沢のきれいなシルクワンピースに組み合わせたカーディガンは、

ボヘミアンな雰囲気を醸し、新たな女性像を映し出します」

フレンチ・シックに今のムードを閉じ込めて

チャンキークルーカーディガン ¥4,990+消費税

シルクラップワンピース ¥12,900+消費税

右：

ウールブレンドジャケット ¥9,990+消費税

3Dエクストラファインメリノボーダーセーター ¥3,990+消費税

コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

ベルベットパンツ ¥5,990+消費税

レザーステッチベルト ¥2,990+消費税

左：

Ines Style Book



Neo 
Bourgeois

「時代を超えて受け継がれるラグジュアリーな印象を

肩肘張らない着こなしに仕上げることで、見違えるほど新鮮に。

ムートン風のジャケットは、快適なキュロットパンツでエフォートレスに。

70年代風の装いに、ボリュームと素材の意外な融合で遊びを加えます。

クラシックなチェック柄のジャケットにはコーデュロイパンツを組み合わせ、

あえてワーカー・スタイルを意識した着こなしに」

自然体で心地よい、ネオ・ブルジョワスタイル

レザータッチコート ¥7,990+消費税

カシミヤクルーセーター 8,990+消費税

レーヨンボウタイブラウス ¥2,990+消費税

ジャージーキュロットパンツ ¥4,990+消費税

右：

ツイードジャケット ¥9,990+消費税

コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税

左：
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ツイストプリーツワンピース ¥4,990+消費税

ウールブレンドビッグストール ¥2,990+消費税

レザーワイドベルト ¥2,990+消費税

1

ベルベットジャケット ¥9,990+消費税

レーヨンボウタイブラウス ¥2,990+消費税

ベルベットパンツ ¥5,990+消費税

レザーエンボススキニーベルト ¥2,990+消費税

2

ダブルフェイスコート ¥12,900+消費税

シルクプリントブラウス ¥5,990+消費税

ベルベットパンツ ¥5,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税

レザーエンボススキニーベルト ¥2,990+消費税

3

コーデュロイピーコート ¥9,990+消費税

3Dジャカードセーター ¥3,990+消費税

コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

ツイストプリーツロングスカート ¥2,990+消費税

4

ツイードジャケット ¥9,990+消費税

シルクフリルブラウス ¥5,990+消費税

ジャージーキュロットパンツ ¥4,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税

エナメルミニショルダーバッグ ¥1,990+消費税

5
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Bohemian Style 「70年代を自由に生きる女性たちをイメージして作った、今シーズンのコレクション。

中でも、陽気なボヘミアン・ガールには、いつの時代も憧れます。軽やかなシルクやツイストプリーツ、

繊細にプリントされた花やドットなど、ロマンティックなデザインで瞬く間にスタイルは華やぎます」

愛らしい、ボヘミアン・ガール
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リブブルゾン ¥5,990+消費税

エクストラファインメリノ
ボーダークルーネックセーター ¥3,990+消費税

ジャージーキュロットパンツ ¥4,990+消費税

コーデュロイキャスケット ¥1,990+消費税

1

ダブルフェイスコート ¥12,900+消費税

3D エクストラファインメリノ
タートルネックセーター ¥3,990+消費税

テンセルツイルイージーパンツ ¥3,990+消費税

エナメルトートバッグ ¥2,990+消費税

2

ツイードジャケット ¥9,990+消費税

コットンツイルシャツ ¥2,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税

3

シルクフリルブラウス ¥5,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税

シルクスカーフ ¥1,990+消費税

4

ツイードコート ¥14,900+消費税

デニムカバーオール ¥5,990+消費税

コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

ウールブレンドワイドパンツ ¥5,990+消費税

5

Mannish Style 「私が飽きることなくずっと惹かれ続けているのが、マニッシュなパンツスタイル。

メンズ服に着想を得たアイテムを、潔くシンプルに着こなすのが素敵だと思います。

見た目も着心地も良いリラクシングなシルエットが、装いを今年らしく見せてくれます」

クールなマニッシュ・スタイル
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ベルテッドロングカーディガン ¥4,990+消費税

ツイストプリーツワンピース ¥4,990+消費税

ベルベットジャケット ¥9,990+消費税

シルクブラウス ¥5,990+消費税

ツイストプリーツロングスカート ¥2,990+消費税

ウールナカオレハット ¥2,990+消費税

レザーワイドベルト ¥2,990+消費税

「厚いニットが恋しい季節に、あえてインには軽やかな素材のドレスを。この少し意外なバランスこそ、
肩の力の抜けたシックな着こなしです。ツイストされたプリーツ加工はとてもロマンティック」

Dress
「短めの丈が今風のベルベットジャケット。ジャストサイズを選んでベルトでウエストマークしたり、

大きめサイズをラフに羽織ったり、サイズ選びや着こなし方で印象を変えて楽しめます」

Jacket

Must Have! 「今回のコレクションの中でも特に押さえてほしいのが、ドレスとジャケットです。

この 2 つのアイテムは、カジュアルな装いに品格を与えてくれます」

最旬フレンチ・シックを叶える、2大アイテム
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1：シルクフリルブラウス ¥5,990+消費税

2：ベルベットパンツ ¥5,990+消費税

3：ツイードジャケット ¥9,990+消費税

4：3D ジャカードセーター ¥3,990+消費税

5：ダブルフェイスコート ¥12,900+消費税

6：コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

7：シルクラップワンピース ¥12,900+消費税

Ines’ Choice

1 3 5 7

62 4

「ここにピックアップした 7点は、どのアイテムを組み合わせてもフレンチ・シックな着こなしが叶えられます。

一見ドレッシーなアイテムも、カジュアルな服と合わせて日常的に着られるものばかりです」

イネスが選ぶ、理想のワードローブ

品の良い光沢とフリルで華やぐ

着こなしの鮮度を上げるベルベット

一着であたたかさとエレガンスを

太陽のような色合いを冬の装いに

さっと羽織るだけで品格が漂う

重ね着にも重宝する、襟元のフリル

美しい一枚で洗練された印象に

Ines Style Book



Favorite Colors
「いつからか私が確信しているのは、

着る人を最も上品に見せる色はネイビーだということ。

今回は他にも私の好きなカラーを紹介します。

まるで蜂蜜のようにほのかに黄色みを感じるホワイトや、

パンプキンのようなイエロー、フレンチ・シックに欠かせないレッド。

どれも女性の魅力を引き出す、信頼できる色です」

イネスがこよなく愛する色

Honey White

Pumpkin Yellow

French Red

Ines Navy

ベルテッドロングカーディガン ¥4,990+消費税

コーデュロイピーコート ¥9,990+消費税 3D エクストラファインメリノタートルネックセーター ¥3,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税
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ツイードジャケット ¥9,990+消費税

コットンピンタックストライプシャツ ¥2,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税

レザーワイドベルト ¥2,990+消費税



NAOKI　ユニクロ×イネス・ド・ラ・フレサンジュは14シーズン
目を迎えました。これまではアルルやニースといった南仏や、パ
リへの旅からインスピレーションを得てきましたが、今回は“人”
に焦点を当てたのが新しい試みですよね。
INES　そうですね。コレクションの背景にあるのは、“70年代の
素敵な女性たち”。NAOKIは日本で服の作り手として、私はフラン
スでモデルとしてあの時代を見ていましたよね。
NAOKI　僕たちが共通して持っているイメージは、当時の映画の
世界。70年代はフランス映画がブームでしたから。スター俳優た
ちが、フランスのファッションを世界に伝達するアイコンだった
という記憶が強く残っています。
INES　作品を挙げるなら、『欲望』(‘66)や『太陽が知っている』(‘68)、

『イージー・ライダー 』(‘69) 、『ワンス・アポン・ア・タイム・
イン・ザ・ウェスト』(‘68)。60年代後半に公開されたこれらの映
画が、70年代のスタイルに大きな影響を与えました。当時の私は、
ジェーン・バーキンやフランソワーズ・アルディ、フランソワー
ズ・ドルレアックなどに共感しました。
NAOKI　ファッション界がオートクチュール全盛の時代に、彼女
たちはそれとは違う、いわゆるストリートで存在感を示していま
したよね。
INES　女性が男性のために服を着るのではなく、女性がごく自然
に自分の生活に合った服を着始めるようになった時代の象徴だと
も思います。彼女たちは、ファッションを自由なものに変えてく

れたアイコンなのです。70年代は、デザイナーよりも“着る人”が
主役になった時代だとも思うのです。これは、ユニクロ×イネス・
ド・ラ・フレサンジュのコレクションで最も大切にしている考え
にも通じます。
NAOKI　INESが体現しているフレンチ・シックの哲学にも繋がって
いると思います。INESは自分が持っている価値観や生活感を大切
にしていますよね。自分の視点でのチョイスが必ずあるし、トレ
ンドというものに支配されていない。だからいつも自然体に見え
ます。本当の意味でのおしゃれって、そういうことだと思うのです。
INES　私としては、タイムレスで自分の着たいものを着ているだ
けなの。でも、それを上手に着ているかどうかが、その人のアテ
ィチュードだと思っているわ。フェミニンなものとメンズライク
なものを組み合わせて新しい発見をしたり、女性が美しく見える
ように着方をアレンジしたり。例えば、肌を過剰に見せるデザイ
ンの服を着なくたって、シャツのボタンを 2 つ外すだけで女性ら
しさは醸し出せるのです。
NAOKI　着る人の個性を引き出し、普遍的に愛することのできる
LifeWearの精神が、ユニクロ×イネス・ド・ラ・フレサンジュの
今回のラインナップにも溢れているはずです。
INES　エッセンシャルなスタイルを作り出せる夢のようなアイテ
ムばかりだと思います！ 気に入った服を一度だけ着たいと思う人
はきっといないと思うので、普段から何度も着られる理にかなっ
た服を、自由な組み合わせで存分に楽しんでほしいと願っています。

このコレクションは、 8月28日販売開始です。発売日は変更になることがございます。店舗により取り扱い

商品が異なりますので、オンラインストアもしくは店頭スタッフにご確認ください。商品数に限りがございま

す。売り切れの際はご容赦ください。掲載商品と実際の商品の仕様が異なる場合がございます。価格は変更さ

れる場合がございますので、最新の価格はオンラインストアもしくは店頭でご確認ください。価格表記のない

ものは、スタイリスト私物になります。オンラインストアでは、幅広いサイズバリエーション（ウィメンズ：

XS〜XXXL）からお選びいただけます。※一部商品を除く　www.uniqlo.com/inesparis

ダブルフェイスコート ¥12,900+消費税

デニムカバーオール ¥5,990+消費税

コットンフリルシャツ ¥2,990+消費税

コーデュロイワイドパンツ ¥3,990+消費税

レザーワイドベルト ¥2,990+消費税

表紙

INES DE LA FRESSANGE
イネス・ド・ラ・フレサンジュ

フランス生まれ。17歳からモデルとしてのキ
ャリアをスタート。瞬く間に国際的なトップ
モデルとして知られる存在に。数々のトップ
メゾンのミューズとして愛され、今もファッ
ション界におけるスタイルアイコンの代表格
として活躍する。2013年、自身のブランドを
再設立し、アートディレクターとしてモダン
な「フレンチ・シック」を体現し続けている。

NAOKI TAKIZAWA
滝沢 直己

1982年三宅デザイン事務所に入社。1993年か
ら2006年までISSEY MIYAKE MENのデザイナー、
1999年から2006年まではISSEY MIYAKE WOMEN
のデザイナーも兼任した。2006 年に(株)
NAOKI TAKIZAWA DESIGNを設立。2011年ユニ
クロのデザイン・ディレクターに就任。2014
年からはユニクロのスペシャルプロジェクト
のデザイン・ディレクターを務める。

新たなコレクションに込める想い

with Ines & Naoki

Chatting


