好感度UPな♂革小物って？

えー、男子諸君。 こんな機会はそうそうありません。
なぜなら幅広い業界・職種から集った、
一般美女の生の意見を聞けるんですから ！
もうアレコレ考え込んだり妄想するより、

カードがたまってて……。

名越 たいてい使う見込みのない

クテープのやつ？

石津川 バリバリってあのマジッ

じゃなければ、案外許せるかも。

ハイブランドの
ロゴだらけは
ちょっと……

堤 でもってポケットからはみ出

てるカードの縁がブサブサで……。 金原 そうです、そうです。

堤 えっ 、私はアリかも。

ういなくない？（笑）

金原 あはは
（笑）
。でも実際いる。 石津川 もう論外すぎて、そうそ
そういう人って領収書もミルフィ

石津川 あ、堤さんもレアキャラ

かもしれないですね（ 苦 笑 ）
。じ

ゃあ名刺入れはどうですか？

堤 それってロウビキじゃ？ 白
くてまだらな感じですよね？

いキズみたいの付いてるのない？

よね。たまに新品なのに表面に白

名 越 うんうん、財 布もだけど、
名刺入れもシンプルなほうがいい

は引いちゃう。オラってる感じ。

金原 ハイブランドのロゴだらけ

革の表面に浮き出るロ
ウビキの白い粉、ブル
ームのことをキズだと
思ってた
（汗）。でも耐
久性が高まって、使い
込むほど美しい光沢に
なると聞き、興味が湧
いてきた。ワイルドな
感じもイイと思います。

じつはモノグラム、
ケガする確率
高し ！
ーユみたいにたまってません？

石津川 清算しなくて大丈夫？っ
て心配になっちゃうくらいね
（笑）
。
パンパンもヤダけど、私は大きい
より小さめの財布が好き。見た目
もスマートだし、キャッシュレス
化の時代にも合ってると思う。
堤 そうですよね。大きいのは威
圧感があるし、私はとにかく薄い
ほうがいい。究極は厚さ ０㎜。
名越 ０㎜って、体にチップ埋め
込まないとダメじゃん！
（笑）
金原 海外では増えてるみたいで
すよね（ 笑 ）
。 私はバリバリ財 布

!?

ロウビキ？？
キズだと思った（汗）

P.106へGO

女子ウケＵＰには、リアルな女子の声を

好感度な革小物、話してみましょ。

パンパン財布が
みっともない、は
女子の総意 ！

Noooo ! ! !
自動車輸出ビジネスの
リーディングカンパニ
ーで、広報とマーケを
担当。ショップスタッ
フの経験もあり、革小
物にはこだわりあり。

財布は
デカより
ミニが◎

TBCグループ
マーケティングPR戦略部
広報室 主任

聞きゃいいじゃん ！ ってことで、

名越 革小物って日常的に使うモ

みんなどう思ってるか楽しみ！

堤 まずわかりやすいのは財布か

堤 智代さん

ご存じ、エステティッ
クＴＢＣの広報室主任
を担当。美容面はもち
ろんのこと、オトコの
身だしなみ全般に鋭い
洞察力を備えている。

ガチンコで男の革小物をイジってもらいました。

ノだから、見るっていうより自然
と目に入っちゃいますよね？

ンスが表れているように見えるし。

な。ナシからいうと、パンパンに

石津川 ですよね。レザーは男ら

堤 いいスーツは着てるのに、出
した財布が……って残念ですもん

しさがあるから、その人なりのセ

ね。でも財布に名刺入れと、いろ

いろあるからチェックが大変そう。 膨れ上がってる財布。
一同 わかる～～～ ！

組織コンサルティング
会社で、営業と秘書を
兼任。それゆえハイエ
ンドなアイテムも見慣
れている。前職は人気
鞄ブランドに在籍。

企業・団体とマスメデ
ィアをつなぐ、
PR業務
を担当。日々さまざま
なクライアントに接し、
自然と革小物に目がい
くことも多いとか。

金原茉里奈さん

ENG
管理本部 経営企画部
マーケティング部

石津川栞奈さん
識学
営業部

名越華子さん

ネタもと
カスタマーリレーションズ部
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今日の女子はこの ４ 人

金原 たしかに。じゃあいろいろ

最近、男子でも大きい財布を持
つ人がいるけど、女子的には小
さい方がスマートに見えます。
小さい財布を 2 個持ちするのも
全然アリ。コンパクトなコイン
ケースもカワイイですね。

ガ チ ン コ女子会

ハイブランドでシンプル
がオシャレなのに！
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と細かく見られてる!?
意外

女子ウケのいい

革小物実録

名越 そうそう。
堤 あれは使っていくうちにツヤ
が出てキレイになっていくんです
よ。エイジングってやつ？
名越 あ、男子の好きなやつだ！
キレイなエイジングだと、自分ら
しさを表現できててカッコいいよ
ね。信用できる感じがする。

小さいアイテムで
＋理由があったら
色モノもＯＫ ！

石津川 バイカラーのタイプだ。
アクセントになっていいよね。

堤 いらない～！

ました。ベルトの主張！

革小物で逆に見たくないのがあり

な革小物が話題になったから、そ

うがカッコいい。ここまでいろん

ってる！ 幅は太いより、細いほ

名越 たしかに、いいハズシにな

もオシャレですよね。

名越 ベルトって主張するの？

にもうまくマッチするといいけど。

石津川 そうそう。あと若い人よ

トのロゴがアピールしてるやつ、

石津川 いやいや、そこは気にせ

だよね♡ 大盛無料券とかクーポ

あれはちょっと隣歩けない……。

ず、勘違いしてる人にこういうの

堤 だから悪目立ちするんですよ。 ろそろ実際に私たちが気になるア
バックルにどーんとアルファベッ
イテムを選んでいきましょうか？
金原 そうですね！ 男子の好み

ころまで見てるんだな～
（笑）
。あ、 シャレだと思う。

り、年齢が上の人が使ってたらオ

とかならセ

名越 あー、わかった。なんとか

ンとか入れてても許せる（笑）
。

ーフかな～。

戦隊のベルトみたいなやつだ。た

金原 ホント、女子って細かいと

私は差
そ

エキゾレザーの
テカテカは
ＮＧ

し色じゃな
石津川

堤
く て、 赤 や

年齢が上になるほど
メッシュベルトが
ハズシに効く ！

黄色とかカラーものはありですね。 ういえば最近いいなって思ったの

名越 会社から支給されたものじ

ベルト全面にブランドのロゴマー

石津川 女性に対しても優しそう

ゃなくて、自分で買うってこと？

クが入ったのもイヤじゃない？

しかにあれはやめてほしい
（苦笑）
。 がいいって教えてあげないと！

石津川 そうなんですよ。支給さ
れるものって、ほとんどがクリア

金原 あれも勘違いだと思う！

が、レザーのＩＤケース使ってる

ケースとかだと思うんですけど、

しかもああいう柄モノって、革じ

人、どうですか？

素材がレザーになると、紳士的で

ゃないでしょ？ ベルトがレザー

名越 へ～、そうなんだ。でも年

仕事がデキるように見える。

じゃないなんてあり得ない。

ですよね（ 笑 ）
。 名 刺 入れもシン

堤 でもお金かけるのが、もった

石津川 たしかにその通りだわ～

金原 わかる、いいです！

いなさそうですよね？

齢が上になるほど、色のある革を
金原 たしかに。奥さんが好きな

金原 それもまた、ちゃんと気を

の色が合ってるか見てたりするも

（笑）
。女性って意外と靴とベルト

持つには理由があってほしい。

堤 それステキですね♡ キーケ

使えてる感じがしていいんですよ

プルがいいけど、無個性なのもビ
ミョーじゃないですか？

ースとか、色付きでいいですよね。

ラーが入ってていいと思う。最近、 色だから、とかね。

金原 私は小さい革小物ほど、カ

革小物の中でも、一番ハズしやす

ね。最近はお手頃価格のレザーケ

んね。でもちょっと遊ぶなら、メ
ッシュベルトがいいかも。
堤 最近のビジネスカジュアルに

バックルの主張は
いらない
しいから、そうしましょう！
（笑）

大きすぎるバックルや
ハイブランドのベルト
してます！みたいな、
バックルの主張はいり
ません。とくにイイ歳
の大人がするのは、み
っともない……。ほと
んどの女子が、白い目
で見てると思います。

開けるとチラッと色が見える名刺
入れとかありません？ アレ好き。

いアイテムじゃないですか？

ースもあるみたいだし。
石津川 あと首からさげるストラ

オレ、ギラギラしてる、

ヤがなければまだいいけど……。

ぽいし、これも輩系ＮＧかな。ツ

名越 私はテカテカしたエキゾチ
ックレザーがイヤ。ナルシストっ

って思ってそう。

石津川

金原 スタッズやだ。痛そう。

ザインでＮＧってありません？

堤 色はアリだけど、派手めなデ

なくしにくそう（笑）
。

グの中でも見つけやすそうだし、

ＩＤケースに
投資を
惜しむべからず ！

名越 そうだよね！ キーケース

ップもレザーなのがカッコいいん

イエローやターコイズなどのレザー
は浮かれてるように見える（苦笑）。
でも恋人や奥さんが好きな色とか、
何かしら理由があれば〇。無理のな
いアクセントを心掛けて。（金原）

P.108へGO

堤 女子のリアルな意見がいいら

レザーのＩＤケースは、さりげ
なく差がつくからオススメです
ね。自然と仕事できそうに見え
るし、細かいところまでスマー
トに気が利きそう。（金原）

P.109へGO

堤 そうですね、マットな型押し

レザーＩＤ
ケースは
仕事できそう

だったらオレンジとかでもいい。
金原 車を運転する人が持ってて

大事な色ならその人
なりのアクセントになる
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マットなツヤなしなら、ま
だしも……
（堤）
。
オラオラな
ヤ カラ 系 で 近 づ きにくい
（石津川）
。
なんかナルシスト
みたいに見える ! !（名越）。

女子が見てカッコいいは
こういうこと♡

P.107へGO

もオシャレですね！ それにバッ

色のある革は理由が重要!?

次ページから、女子ウケ保証のアイテムがいろいろ！
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