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バンダナ柄エンボス
ポリスウェードサーモライトJKT
（183K1705）￥25,990+tax
キャメル:XS-XXXL/クロ: :XS-XXXL
袖ロゴストリートロンT
（183K1104）￥7,990+tax
シロ:S-XXL/クロ:S-XXL
スリムストレッチセンテンスデニムパンツ
（183K1818）￥11,990+tax
ブリーチ:29inc-36inc

New Collection

BADASS!!
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Shop Information

KARL   KANI
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...and more

Karl Kani 2018 Autumn & Winter

“My Roots
My Anthem”

featuring  RICKY



今シーズンの〈カールカナイ〉を象徴するモノトーンルック
は、PUレザーとニットのコンビベストとパーカー、ソリッ
ドなデニムパンツを潔くブラックで統一。異なる生地感に
よってコーデに奥行きが生まれてワンランク上の表現に。
さりげないロゴ使いがクールな印象へと後押しする。

PU×ニットベスト（183K1606）￥16,990+tax
杢グレー:S-XXL/クロ:S-XXXL
メタルロゴプルパーカー（183K1316）￥10,990+tax
クロ:S-XXXL/アカ:XS-XXXL
スーパーストレッチワンウォッシュデニムパンツ
（183K1810）￥12,990+tax
インディゴ:29inc-40inc

　「このブランドを始め
るに先立ち、友達全員
と私は自分用のGUCCI
とPOLOの洋服を作っ
ていました。というの
もそれらのブランドは

ストリートを代表するような服を作って
いなかったからです。ある日、私は“なん
でPOLOとGUCCIをわざわざクールにしな
きゃいけないの？”と思い至りました。その
日こそ、私が自分のブランド〈カールカナイ〉
をスタートすると決めた日です。これらの
イメージが1989年来の私のオリジナルコレ
クションなのです」

by Carl Williams（a.k.a Karl Kani）

　1989年にニューヨークのブルックリンで
誕生した、HIP HOP界初となるデザイナー
ズブランド〈カールカナイ〉。本場アメリカ
のHIP HOPミュージックやクラブシーンと
密接にリンケージしたウエアブランドとし
て設立当初から現在まで業界をリードし続
けている。2pacsやDr,DRE、Snoopといっ
たHIP HOP界を代表する多くのアーティス
トが愛用していることでも有名で、アメリ
カはもちろん日本のストリートにおいても
その人気ははかりしれない。
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Karl Kani 2018 Autumn & Winter

“My Roots
My Anthem”

featuring  RICKY
　HIP HOPとファッションを強く結びつける〈カールカ
ナイ〉が今シーズン提案するのは“ゴシック＆スポーツ”。
80～90’sファッションがリバイバルしている今だけに、当
時のHIP HOPカルチャーを熟知する〈カールカナイ〉のア
プローチは懐かしくもあり斬新。その唯一無二の世界観
をダンサーでモデルのRickyが魅力的に表現してくれた。

Photograph：TATSUYA YAMANAKA(Q+A)[Model], KEISUKE NOGUCHI[Item]
Styling：YUSUKE INOUE　Edit&Text：DAISUKE KOBAYASHI

Design：KOJI SHIMIZU　Model：RICKY

異素材のブラックが生み出す
クール＆シックなスタイル



まず目を引くホワイトダウン。胸元のワンポイントやリ
バーシブルになっている内側のデザインのアクセントは
もちろんのこと、このボリューミーな存在感が90'sムー
ドを印象づける。洗いがかかったピンクのパーカーやダ
メージデニムでラフに落とし込むことで気楽にその魅力
を味わうことができるだろう。

リバーシブルロゴダウンJKT（183K1708）￥28,990+tax
シロ:XS-XXXL/クロ:S-XXXL
ウォッシャブルプルパーカー（183K1309）￥10,990+tax
クロ:S-XXXL/ピンク:XS-XXL
ベーシックインディゴデニムパンツ（183K1813）￥12,990+tax
インディゴ:29inc-40inc

90’sシーンを彷彿とさせる
配色とシルエットに注目



秋冬らしいオルテガモチーフのニットジャケットをメ
インにモノトーンで構築した大人カジュアル。ニット
の持つ柔らかな雰囲気に合わせて、織りによって柄を
表現したカットソーをイン。パンツはシンプルなスリ
ムシルエットを選択することで上品なスタイリングを
実現できる。

オルテガ柄撚り杢WフロントJKT（183K1400）￥14,990+tax
杢グレー:XS-XXXL/クロ:XS-XXXL
ダイヤケーブルJQ6分袖VT（183K1109）￥7,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
ベーシックストレッチスリムブラックパンツ
（99K1801）￥9,990+tax
クロ:29inc-40inc

落ち着いた大人のための
マイルドなモノトーン

アメカジライクなデニムライダースとスポーティ
なスウェットパンツ、そしてストリートを代表す
るロゴTとバッシュ。主張の異なるアイテムを自
由自在に組み合わせるスタイルが今のメインスト
リームだ。鮮やかなレッドを挿し色にすることで、
力強いスタイルを誇示している。

WライダースデニムJKT（183K1605）￥14,990+tax
インディゴ:XS-XXXL
ボックスロゴロンTEE（183K1103）￥6,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
吸水速乾マチ切替裏毛パンツ（183K1814）￥10,990+tax
杢グレー:S-XXL/クロ:S-XXL
ロゴショルダーBAG（183K8503）￥5,990+tax
クロ:F/オレンジ:F

ストリートの今を物語る
MIXスタイルの最新型



ブルゾンとニット、デニムという定番のコーディネートもヴィンテー
ジ調のPUレザーやビビッドなレッドカラーにより男らしいムードをア
ピール。全体のシルエットをタイトではなくストレートなフォルムにす
ることで、〈カールカナイ〉らしいHIP HOPのエッセンスを加えられる。

ヴィンテージ風PUスタンドサーモライト中綿JKT（183K1700）￥19,990+tax
クロ:S-XXXL/ワイン:S-XXXL
カシミヤタッチロゴクルーセーター（183K1404）￥9,990+tax
クロ:S-XXXL/アカ:S-XXXL
ピーチ起毛ローズ星条旗ミックスフロッキーVロンT（183K1116）￥7,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
USラインリジッドデニムパンツ（183IK1850）￥12,990+tax
インディゴ:30inc-38inc

普遍的なベーシックカジュアルを
質感とカラーリングでワイルドに

“My Roots
My Anthem”



　2018-19AWシーズンを彩る〈カールカ
ナイ〉のラインナップから、注目アイテ
ムをリコメンド。コーディネートの主
役となるアウターから、ポイントとな
る小物までバラエティに富んだ展開だ。

Karl Kani
New Collection

BADASS!!

サイドがプリーツ状になっている独特のデザイ
ンと、濃淡をしっかりと出したアタリが特徴。
ストレッチ性のあるスリムストレート。

サイドウェーブ切替えストレッチデニムパンツ
（183K1803）￥12,990+tax
インディゴ:29inc-38inc

ボトムスとしては珍しいポリスウェード生地
を採用。ベージュチノを取り入れるような気
軽さで、独特のしなやかと質感を楽しめる。

ストレッチポリスウェードバイカーパンツ
（183K1807）￥13,990+tax
キャメル:29inc-38inc

90年代を席巻したUS HIP HOPカル
チャーを思わせるリバーシブルダウ
ン。立ち襟、刺繍ロゴ、色、どれを
とっても今の気分にハマる。

リバーシブルロゴダウンJKT
（183K1708）￥28,990+tax
シロ:XS-XXXL/クロ:S-XXXL

触り心地のいいシャギー素材を採用した着丈長めのカーディガン。
リラックスしたムードにオリジナルの幾何学柄がアクセントに。

幾何学柄シャギーコーディガン（183K1401）￥10,990+tax
シロ:XS-XXL/クロ:XS-XXL

アメリカンブランドらしい肉厚なボディに、ビビッドカラー糸で立
体感のある刺繍を施す。定番のロゴ使いで持っておきたい一着だ。

蛍光ロゴ刺繍パーカー（183K1317）￥10,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL

ウレタンの肉厚な素材で防寒
性にも優れたジップアップ
パーカー。背面にはさりげな
くもクールなブランドロゴ刺
繍を施している。

サイドラインウレタンZIPパーカー
（183K1319）￥12,990+tax
クロ:XS-XXXL/ワイン:S-XXXL

REVERSIBLE



オールドHIP HOPを彷彿とさせる大胆なサ
イドラインとビッグロゴが昨今のトレンドと
マッチ。薄手のニット素材で着まわしも効く。

太ロゴ袖ラインニット（183K1409）￥10,990+tax
クロ:S-XXXL/アカ:XS-XXL

フロントとバック、そして袖に蛍光ロゴプリント
を施したストリートな一枚。プリントは手作業に
こだわり日本で行なっている。

JPN加工ドライ蛍光ロゴロンT（183K1113）￥6,990+tax
シロ:S-XXL/クロ:S-XXL/グリーン:S-XXL

90年代のアメリカンブランドに見られた大胆
なロゴ使いをクールなモノトーンで表現。カッ
トソーのように軽快に着用できるニットだ。

ロゴセーター（183K1408）￥10,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL

前シーズン即完売したスタッズトート。今季
は刺繍デザインを新たにし、インナーもカモ
柄にグレードアップ。新色でデニム地も追加。

スタッズトートBAG2（183K8502）￥10,990+tax
クロ:F /デニム:F

シンプルなブランドロゴを刺繍したベーシック
なニットキャップは、合わせやすいブラックと
今季一押しのオレンジの二色展開。

ベーシックロゴニットCAP（183K8703）￥4,990+tax
クロ:F/オレンジ:F

細やかな格子パターンとブランドロゴ刻印を
配したシルバーバックルが印象的。シンプル
かつクールに、小物からアピールしたい人へ。

プレートバックルベルト（183K8100）￥9,990+tax
クロ:F/ブラウン:F

旬のストリートスタイルに欠かせないアノラック
パーカーのセットアップ。ロゴとインナーに効かせ
たオレンジが遊び心を感じさせる。

アノラックパーカー（183K1611）￥12,990+tax
クロ:S-XXL/ネイビー:S-XXL
アノラックセットアップパンツ（183K1811）￥11,990+tax
クロ:S-XXL/ネイビー:S-XXL

パ タ ー ン 違 い の グ レ ン
チェックを巧みに切り替え、
背面にはインパクトのある
刺繍を施す。ハリのある素
材感で一枚でもサマになる。

クレイジー切替え
グレンチェックシャツ
（183K1501）￥10,990+tax
グレー:S-XXL

片面がライトグレーになっ
ているリバーシブル仕様。
リブ編みにより伸縮性も確
保され、長さもしっかりあ
るため巻き方も自由自在だ。

J P Nリバーシブルマフラー
（183K8001）￥4,990+tax
クロ:F/アカ:F

温かみのある起毛感とブリティッシュ
なグレンチェックがコーディネートを
上品に彩る。オフはもちろんオンでも
重宝できる。

[上]JPN RDLグレンチェックマフラー
（183K8000）￥4,990+tax
杢グレー:F
[下]JPNベーシックグレンチェックマフラー
（183K8002）￥4,990+tax
クロ:F

久々にラインナップする平ツバタイプのキャッ
プは、ストリートテイスト溢れるボックスロゴ
とクールなモノトーンが魅力だ。

モノトーンベースボールCAP（183K8701）￥4,990+tax
シロ:F/クロ:F

変形タイプのネック部分が特徴のパーカーと
すっきりとしたシルエットのリブパン。高級
感のあるヘリンボーン素材で大人な印象に。

ヘリンボーンJQハイネックZIPプルパーカー
（183K1306）￥12,990+tax
ヘリンボーンJQセットアップパンツ
（183K1806）￥10,990+tax

DETAIL

BACK

“My Roots
My Anthem”



　本場であるアメリカでの〈カールカナ
イ〉の盛り上がりは当然のように日本の
それを大きく上回る。今、本国でフィー
チャーされている2つの最新コラボから
ブランドの魅力を改めて紐解こう。

Home-town Identity

KARL   KANI 
US   NEWS

　今年6月に開催された「パリファッションウィーク（2019年春夏パ
リメンズコレクション）」では、有名メゾンから歴史あるデザイナー
ズ、そして日本の名高いストリートブランドなど世界最高峰のブ
ランドが揃い、2019年春夏の最新コレクションを披露した。その
数々のビッグネームが並ぶなか、2012年に誕生したパリ発のデザ
イナーズブランド〈Études／エチュード〉のランウェイに注目が集
まった。“New School”をテーマに掲げたコレクションは、独自の
センスによるデザイン性の高さにオールドスクールのテイストを
随所に感じさせる斬新なアプローチ。日本においてもファッショ

ン業界や感度の高いファッ
ショニスタを中心にじわじわ
と注目を集めはじめている
〈Études〉だけに、来季も期待
せずにはいられないショーと
なった。そんな魅力的なコレ
クションの一部で、〈カールカ
ナイ〉のカラフルなカラーブ
ロックを施したデニムアイテ
ムとアイコニックなスウェッ
トの復刻が発表された。こ
の復刻はすべて〈Études〉の
名の下にリデザインされた
コラボレーションシリーズ
で、〈カールカナイ〉の持つ古
き良きHIP HOPカルチャー
を表現したアウトプットを、
〈Études〉の類まれなデザイン
センスにより前衛なアイテム
へと昇華させている。なかで
もカラーブロックシリーズは
本コラボの目玉であり、フー
ディコートやGジャン、Tシャ
ツからショーツまで同じデザ
インで統一。2019年、また新
たな〈カールカナイ〉へと進化
を遂げる。

　2012年にイギリスで設立された〈Pretty Little Thing／プリティ 
リトル シング〉。誕生当初は小規模のアクセサリーブランドだっ
たにも関わらず、ランウェイやセレブ、インフルエンサーからイ
ンスパイアされたファッションアイテムを発信し、設立よりわず
か数年で世界的なポジションを獲得した勢いのあるウィメンズ
ファッションブランドだ。その特徴としては、カジュアルからド
レスまで幅広く、そして先進的なキラーデザインをアウトプット
し、それらを手頃な価格帯で提供していること。イギリス本国や
アメリカを中心にトレンドに敏感な女性たちから大きな人気を得
ている。そんな流行を汲み取り、自分たちの表現として世界中に
発信するブランドが2018年春夏に満を持して迎え入れたのが〈カー
ルカナイ〉だ。コラボレーションとして展開した1stコレクション
は、〈カールカナイ〉を象徴する90年代のHIP HOPを感じさせるラ
インナップで、アイコニックでカラフルなストライプやジャージ
アイテム、オリジナルロゴプリントなどを落とし込んだストリー
トアイテムを展開。そのニュースはすぐに話題沸騰となり、入手
困難なアイテムが出てくるほど注目された。〈カールカナイ〉の原点
が今まさにトレンドであることが証明された瞬間だ。

日本でも注目のパリ発ブランド
〈Études〉のコレクションで話題に

世界的ウィメンズブランドである
〈Pretty Little Thing〉とコラボ

Collaboration 02 ／ Pretty Little Thing

Collaboration 01 ／ Études



　ブランドの世界観を忠実かつ魅力的
に表現しているオンリーショップ。主
要な大都市に構える6店舗のなかから、
館としての集客数の多さが日本有数の
イオン越谷レイクタウン店を訪ねた。

Shop Information

KARL   KANI
@Koshigaya-Laketown

〈カールカナイ〉を通して生まれるつながりを大切に

店舗責任者

宮内浩旭さん

Karl Kani イオン越谷レイクタウン店

Interview ／ Koshigaya-Laketown

SHOP    LIST

住千葉県市原市ちはら台西3-4  
ユニモちはら台  2Ｆ 
☎0436-76-0194

住愛知県名古屋市西区二方町40  
mozoワンダーシティ  4F 
☎052-505-5318

住埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 mori 3Ｆ 
☎048-930-7447　営9：00～22：00

住京都府京都市南区久世高田町376-1
イオンモール京都桂川  3F 
☎075-922-2261

住大阪府大阪市 阿倍野区阿倍野筋１-6-1
あべのキューズモール  3F 
☎06-6537-7225

住東京都東京都港区台場1-6-1  
デックス東京ビーチシーサイドモール  3F 
☎03-3599-6070

Karl Kani 
千葉ユニモちはら店

Karl Kani 
名古屋mozoワンダーシティ店

Karl Kani 
イオンモール京都桂川店

Karl Kani 
大阪あべのキューズモール店

Karl Kani 
TOKYO-BAY店

“My Roots
My Anthem”

右上写真／moriゾーンに入って2つ目のエスカレーターを上ると目の
前に現れる。外からも見やすく入りやすいオープンな外観だ。
右下／カールカナイ ゴルフはコーナーを変えて綺麗に並んでいる。
中央／店頭上部のモニターからはブランドを象徴する映像が流れる。
左／アイテム別のVMDにより商品がわかりやすく配置されている。

入社4年目。イオン越谷レイクタウ
ン店を含めて4店舗での経験を持つ。
親しみやすい明るい性格と気持ちい
い笑顔が持ち味。信念を持って〈カー
ルカナイ〉を伝える熱い男だ。

　日本最大の商業施設であるイオン越谷レイクタウン。集客数に
おいても日本有数の館に構える「Karl Kani イオン越谷レイクタウ
ン店」にフォーカスを当てた。年齢層も幅広く、地元のファンに愛
される店舗の魅力を、責任者である宮内浩旭さんに伺った。
　「イオン越谷レイクタウン店は、30代～50代を中心とした男性の
お客様が多くご来店されます。土日になるとファミリーやカップ
ルが増えますが、その多くは埼玉や都内北部の方々ですね。です
ので、やっぱりいつでも来店しやすい、何度も来店したくなる、
そんな店舗づくりを目指しています。その上で大切にしているこ
とは買う・売るという単純な作業にするのではなく、お客様一人一
人と密に関係性を築いていくということ。スタッフも地元の子た
ちがほとんどなので、お客様とのコミュニケーションは日常会話
や趣味のお話で花が咲きます。お客様との距離が近いことがこの
お店の大きな特徴であり、長所だと思っています」。
　お客様との良好な関係性は取材当日も見受けられた。顧客であ
る20代の男性2人組が宮内さんを頼りに〈カールカナイ〉の新作につ
いて、時に真剣に時に笑顔で選んでいたのが印象的だった。

　「〈カールカナイ〉は男らしいカッコよさが一番の魅力です。男性
である以上、いつまでたってもカッコよくなりたいし、なれるん
です。このお店に来店されるお客様は少なくともそういう思いを
抱えて、いらっしゃる。その観点でどうやったらカッコいいと自
分で思えるか、人から思われるかを日々考えながら店頭のディス
プレイやアイテムの配置を決めていますね。今シーズンのライン
ナップは原点に立ち返ったHIP HOPと現代的なラグジュアリーが
うまく融合されています。いつもと違った新しい〈カールカナイ〉
をお届けできますので、ぜひ期待してご来店ください」。

Profile

Instagram ＠karlkani_jp_officialPEET 公式オンラインストア http://www.peetonline.com/
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　〈カールカナイ ゴルフ〉と契約する
山形陵馬プロによるスペシャルゴルフ
レッスンがこの度開校！悩みがちな4
つのシーンの具体的かつ丁寧な解決策
は、初級者に限らず目からウロコだ。

Karl Kani Golf presents

ON-ROUND 
LESSON

山形選手がゴルフの悩みを徹底解決！
　ファッション性
の高い〈カールカ
ナイ ゴルフ〉のウ
エアを身につけた
としても技術面が
心もとない皆さん
へ、今回特別に契
約プロゴルファー
である山形陵馬プ
ロがノウハウを伝
授してくれた。生
徒代表として悩み
をぶつけたのは、

プレスの宮城竜真さん。実際にラウンドしながらのマンツーマン
指導が始まる。
宮城「今回は山形プロに教えていただけるということで、僕自身も
抱えていて、多くの初級者がぶつかる悩みをピックアップしまし
た。〈カールカナイ ゴルフ〉のプレスを担当していてゴルフコンペ
も多いので、恥ずかしいプレーはしたくない……という私欲もあ
りますが(笑)、ご指導のほどよろしくお願いします！」
山形「宮城さんとは一緒にプレーしたこともありましたね。そのと
きからどれくらい上手くなっているのかという楽しみもあります
が、読んでくださる皆さんのためにも精一杯悩みにお答えできれ
ばと！それではどんなところが気になりますか？」
宮城「やっぱりまずはドライバーですね。真っ直ぐ飛ばない、遠く

へ飛ばせない、永遠の課題と言えるかもしれません」
山形「確かにドライバーがうまく扱えるようになることでゴルフは
ぐっと楽しくなると思います！飛距離はあるところで伸びなくな
るという壁に当たってしまうと思うので、僕が実践しているいざ
というときの飛距離の出し方をお教えしますね」
宮城「あとはラフやバンカー、それからパターも……」
山形「ひと通りですね！体重移動やボールの位置、それから練習方
法でコツがつかめるので実際にコースへ出てみましょうか」

カールカナイ ゴルフ契約プロ

山形陵馬プロ
カールカナイ／カールカナイ ゴルフ

プレス　宮城竜真さん



スタンスを低く軌道は大きく
ティーを低くポジションする

通常時

変更後

イスに座るように
腰を沈めてみましょう

自分のテンポと
ベースの距離を叩き込もう

体重の位置と
ハンドファーストを心掛けて

ドライバーを真っ直ぐ、
飛距離を出したい！

バンカーにどうしても
苦手意識がある

Scene1

on    BUNKER
Scene3

ラフショットを
トップしてしまう……

Scene2

パターの距離感が
うまくつかめないon    GREEN

Scene4

YAMAGATA’S 
ANSWER

!

YAMAGATA’S 
ANSWER

!
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!
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!
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on    DRIVER on    ROUGH

MONOTONE
&LUXURY

　「バンカーに苦手意識がある人はラフやフェア
ウェイと同じ構えをしているケースが見受けられ
ます。バンカーではボールを真ん中よりやや左に
置いて、スタンスを広く取りヒザを深く曲げてみ
てください。ボールとの距離が自然と離れ、無理
のないスイングになるはずです。スイングではテ
イクバック時のヘッドを身体の横延長線上に上げ
るイメージで。打ったあとに左ヒザを伸ばしてし
まうと上下に目線がズレるので伸ばさないように」

ボールとの距離感が離れて重心が下がっているのが見て取れる。力みが
ちなバンカーショットもフォームの時点から安定感が増している。

　「真っ直ぐ飛ばすためには、ティーを低くして
ドライバーを短めに持つことが大事です。これに
よりボールとの距離感が短く、スイング軌道がコ
ンパクトになりミートが向上します。そしてここ
ぞというときに遠くへ飛ばす方法ですが、スタン
スを広くして、スイングを大きくしてみましょう。
通常のスタンスよりも一足分広く構えてみてくだ
さい。重心が下がってどっしりと構えられるはず。
重心は高い方が楽なのですが、ブレてしまいます」

通常のティーアップはボールの上半分がはみ出るくらいが基本だが、
真っ直ぐ飛ばすにはヘッドから頭が出るかどうかくらいに設定。

　「パターの距離感を掴むためには、まず自分の
基準を定めるところから。構えた際の右足外側か
ら左足外側くらいのスイングでどれくらいの距離
なのかを歩数で数える。その距離をベースに等間
隔でロングとショートに目印を作って、スイング
と距離のテンポを体に叩き込みましょう。パター
に関しては反復練習です。また、グリーンやコン
ディションによっても変わることなので、練習グ
リーンで試してからコースを回るのもいいですね」

へそにグリップエンド、スタンスの中央にヘッドが来るように構えるの
が基本。そのため、ボールは左側。意外と出来てない人が多いとか。

　「深めのラフでは意識的に高く上げようとして
しまうため、ヘッドが下から出てしまうことが
トップしてしまう最大の原因です。そこで、ボー
ルをいつもよりも一個分右へ置いて、7：3くらい
の左足重心を意識してみてください。テイクバッ
クは身体の内側を通して、スイングはグリップエ
ンドから地面に向かって差し込むようなハンド
ファーストを心掛けましょう。最初は違和感があ
るかもしれませんが、慣れてくると安定しますよ」

重心とボールの位置はこれくらい変わる。変更後のポゼッションならば、
下からすくうようなスイングはしにくいのがわかるだろう。

通常時

変更後

通常時

変更後



　プレーに最適な機能素材やアクショ
ン性の追求に加えて、街使いできる
スタイリッシュなデザイン性もアップ
デート。コース上でもファッションを
楽しみたい人に最適なラインナップだ。

Karl Kani Golf
New Collection

NEWEST!

裏起毛保温と全方位ストレッチによる快適
性を高めた「ヒートパフォーマ®」を生地に採
用。日本製の作りの良さも魅力のインナー。

JPNヒートパフォーマー千鳥アンダーVT
（183KG1105）￥8,990+tax
シロ:S-XXL/ワイン:S-XXL

こちらも「ヒートパフォーマ®」搭載生地。シ
ンプルながら高機能を誇るカットソーは、
肌寒いシーズンのラウンドに欠かせない。

JPNヒートパフォーマームジアンダーVT
（183KG1104）￥7,990+tax
シロ:S-XXL/クロ:S-XXXL

肉厚なモール糸を使用したヘビーニットは杢調の編み込みでこな
れたムードを表現。街着としても重宝必至なシンプルさが嬉しい。

モール杢ケーブルセーター（183KG1402）￥10,990+tax
シロ杢:XS-XXL

秋冬らしいしっかりとした生地にストレッチ性を持たせてスイ
ング時もノンストレス。凹凸で表現した独特な総柄が印象的だ。

幾何学柄ストレッチハーフZIPロンT（183KG1202）￥8,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL

〈カールカナイ〉の持つスト
リートエッセンスを加味し
たBOXロゴがアクセント。
コーデのポイントとして最
適な三色展開。

ニット帽
（183KG8705）￥4,990+tax
シロ:F/クロ:F/アカ:F

シャドーがかった千鳥格子
柄が洒脱なミニトートは、
ペットボトルを保冷できる
インナーポケットを擁する
高い利便性も魅力だ。

ネオプレーンラウンドポーチ
（183KG8500）￥5,990+tax
クロ:F

動きやすく肌触り抜群のカシミヤ調のニットはグラデーション
カラーと同色のフロントロゴでファッション性を高めている。

カシミヤタッチグラデロゴセーター（183KG1400）￥8,990+tax
クロ:S-XXXL/ワイン:S-XXXL
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首元をしっかりと覆い、上品な雰囲気と暖かさを与えてくれるショー
ルタイプ。しっかりとしたストレッチ素材でプレーもしやすい。

千鳥柄ショールネックロングスリーブ（183KG1100）￥8,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL

発祥の地であるニューヨークの街並みを大胆にも総柄で表現。デ
ザイン性だけでなく撥水・高伸縮生地はプレーの強い味方となる。

撥水ニューヨークシティ総柄ストレッチロングパンツ
（183KG1803）￥12,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL

〈カールカナイ〉のアイデンティティであるHIP HOP要素をふん
だんに落とし込んだ一着。裏起毛でわずらわしい重ね着も軽減。

ブリスターJQハーフZIP（183KG1200）￥10,990+tax
クロ:S-XXXL

千鳥高機能中綿ブルゾン
（183KG1701）￥24,990+tax
クロ:S-XXXL

撥水ボンディングフリースシャドー千鳥パンツ
（183KG1808）￥12,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL

　冬場のラウンドは吹きっさら
しの風で身体が冷えてしまう。
着用しながらプレーできるアウ
ターがあれば……。そんなニー
ズに応えたこの中綿ブルゾンは、
脇から肘、腕の内側までストレッ
チ性のある素材に切り替えて抜
群の可動性を確保。また、軽量
ながら保温性のある中綿を使用し、首元には内ボアを備えるなど防
寒にも優れている。高い機能性を誇りながら、上品な千鳥格子柄を
モノトーンに落とし込んだ都会的なルックスも魅力だ。

　スイングの土台となる足ま
わりが冷えると感覚が鈍って
フォームが安定しない。思うよ
うなプレーができずに終わる前
に冬仕様のパンツを検討してみ
てはどうだろう。こちらは表面
にボンディング生地、内側にフ
リース生地を用いた防寒性に長
けた一品。撥水加工を施しているため、多少の雨でも難なくプレー
が可能だ。また〈カールカナイ ゴルフ〉が今季掲げるラグジュアリー
ムードを堪能できるデザインはコースでの注目の的となるだろう。

プレーにもタウンユースにも
最適な高機能中綿ブルゾン

撥水性と保温性を備えた
ユーティリティパンツ

HIGH-SPEC 
PADDING JACKET

NEO BONDING 
TROUSERS

PICK-UP ITEMS

MONOTONE
&LUXURY



テーラードジャケットとスラックスのセットアップは驚くほ
どのストレッチ性を搭載しているためプレーも可能。そし
て、そのままいいレストランでディナーもできてしまうほど
品のあるムードを醸し出す。シンプルにホワイトの無地カッ
トソーをインに携えて洗練されたスタイルを目指そう。

ムラプリントSET-UPテーラードJKT（183KG1601）￥19,990+tax
ネイビー:S-XXXL
JPN４WAYストレッチカモJQアンダーＶロンT
（183KG1109）￥7,990+tax
シロ:S-XXL/クロ:S-XXXL
ムラプリントセットアップパンツ（183KG1801）￥15,990+tax
ネイビー:S-XXXL
KKG キャディバッグ（99KG8502）￥69,990+tax
ブルー:F

スペーサーニット素材による自然なストレッチ性を持つセットアップは、クールなブラックボディにロゴ
やラインで加えたオレンジカラーがキーポイントだ。〈カールカナイ〉らしいストリート性を感じさせるゴ
ルフウエアは間違いなく唯一無二。ゴルフとファッションを両方楽しみたい人へ。

スペーサーニットボリュームネックZIPパーカー（183K1300）￥12,990+tax
クロ:S-XXXL
幾何学柄ストレッチハーフZIPロンT（183KG1202）￥8,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
スペーサーニットパンツ（183KG1807）￥10,990+tax
クロ:S-XXXL
PU撥水CAP（183KG8700）￥4,990+tax
シロ:F/クロ:F

ブランドが生まれたニューヨークの街並みを総柄であしらったデザインボトムスを引き立てるため、トッ
プスとサンバイザーはホワイトで統一。色の持つクリーンなムードと、柄＆ロゴによるストリートな雰囲
気で他にはないスタイルへ促してくれる。順番待ちの後ろ姿も断然スタイリッシュ。

ストレッチ裏起毛ボタンロングポロ（183KG1203）￥8,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
撥水ニューヨークシティ総柄ストレッチロングパンツ（183KG1803）￥12,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
パイソン柄サンバイザー（182KG8704）￥4,490+tax
シロ:F/クロ:F
メッシュベルト（173KG8106）￥9,990+tax
シロ:F/クロ:F

ゴルフウエアとは思えない
上品なジャケットスタイル

らしさ溢れるストリートなセットアップで気分も高揚ボトムスの総柄を主張するシンプルなホワイト使い



〈カールカナイ〉らしいストリートテイストをターフ上でも堪能できる今
シーズン一押しのコーディネート。ブラックでまとめた統一感と、スポー
ツウエアとしての機能美によるラグジュアリーなムードは必見だ。

カシミヤタッチグラデロゴセーター（183KG1400）￥8,990+tax
クロ:S-XXXL/ワイン:S-XXXL
JPNデュアルウォームアンダーウェア（173KG1103）￥7,990+tax
シロ:S-XXL/クロ:S-XXL
撥水ベーシックロングパンツ（183KG1811）￥11,990+tax
シロ:S-XXL/クロ:S-XXXL/ワイン:S-XXL
ニット帽（183KG8705）￥4,990+tax
シロ:F /クロ:F/アカ:F
JAPANサイド別地切り替えベルト（173KG8100）￥8,990+tax
クロ:F/ブラウン:F/ワイン:F

今季のブランドテーマを象徴する
ラグジュアリーなオールブラック

カールカナイ ゴルフ契約プロ

山形陵馬プロ

1990年生まれ。山口県出身。身長182センチの長
身で、持ち味はドライバーの飛距離。来季の日
本ツアーのシード権獲得を目指す注目の若手。

Profile

Karl Kani Golf 2018 Autumn & Winter

MONOTONE
&LUXURY
featuring  RYOMA YAMAGATA
　HIP HOPシーンを牽引するウエアブランド〈カールカナイ〉から誕生
した、芝生の上でストリートテイストを味わえる異色のゴルフブランド
〈カールカナイ ゴルフ〉。ブランドのもっとも得意とするスタイルである
“モノトーン＆ラグジュアリー”を、今シーズンは機能性・デザイン性の両
面からアップグレードさせた。充実のラインナップを紹介していこう。

Photograph：DAN IMAI[Model], KEISUKE NOGUCHI[Item]　Styling：YUSUKE INOUE　Edit&Text：DAISUKE KOBAYASHI
Design：KOJI SHIMIZU　Model：RYOMA YAMAGATA(team Karl Kani Golf)
Cooperation：GATSBY GOLF CLUB GOTENBA
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裏フリースポリスウェードスタンドブルゾン（183KG1303）￥13,990+tax
クロ:S-XXXL/キャメル:S-XXXL
幾何学柄ストレッチハーフZIPロンT（183KG1202）￥8,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
撥水ボンディングフリースシャドー千鳥パンツ（183KG1808）￥12,990+tax
シロ:S-XXXL/クロ:S-XXXL
ロゴカラー刺繍使いポリ杢CAP（183KG8701）￥4,990+tax
シロ杢:F/クロ:F
JAPANサイド別地切り替えベルト（173KG8100）￥8,990+tax
クロ:F/ブラウン:F/ワイン:F

今シーズンの新作アイテムが揃う

NEWEST   COLLECTION
山形陸馬プロがゴルフの悩みに答える

ON-ROUND   LESSON

Karl Kani Golf 2018 Autumn & Winter

MONOTONE 
&LUXURY
featuring  RYOMA YAMAGATA

www.peetonline.com/karlkani




