
今週から「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022S/S」がスタート。新しいコレクションから目が離せませんが、『産
学ニュース』からもタイムリーなニュースを続々お届けします。まずは Tokyo 新人デザイナーファッション大賞
プロ部門のCREATORES TOKYOブランドによる、2つのコラボ企画をご紹介。続く「TOP INTERVIEW」では
エドストローム オフィス代表のエドストローム淑子さんをお招きし、メゾン・マルタン・マルジェラ時代のお話や、
現在のお仕事について伺いました。また「DESIGNER INTERVIEW」では、3D CAD「CLO( クロ )」を自身のクリエー
ションにいち早く取り込んでいる、HATRAの長見佳祐さんにその魅力を伺いました。

⇦バッグパック「MIKA」（写真左）、トートバッグ「GEORGINA」（写真右）

チェコのバッグブランド「BRAASI INDUSTRY( ブラアシィ インダストリー )」と
BASE MARK（ベースマーク）によるコラボバッグが発表されました。

amok( アモク )が、PUMA( プーマ )とコラボレーション。全４型の Tシャツを発表！

コンセプトは日本の伝統文化。「相撲番付」や「雲」「蹴鞠（けまり）」
「鳥獣戯画」「富嶽三十六景」などをインスピレーション源とし
ながら描かれたグラフィックを、amok のシグネチャーともいえ
る立体刺繍やレーザーカットなどの技法と掛け合わせ、過去と
現代をグラフィカルに表現。ベースとなる Tシャツのボディは
PUMAのオールコットン製ベーシックボディを使用しています。
商品はプーマストア原宿、大阪、お台場、プーマ公式オンライ
ンストア（https://jp.puma.com/jp/ja/home）などにて購入可能。
全4型いずれも、サイズは S,M,L,XL,2XL の 5サイズとなります。

2019 年度プロ部門入賞ブランドのBASE MARKは「Rakuten 
Fashion Week TOKYO 2022 S/S」のプラットホーム上にて、
31 日にデジタルで新作を発表しました。今季は 70's のイギリス
で生まれ大流行した「2TONE（ツートーン）」と呼ばれる、スカ
（ジャマイカ）とパンクロック（イギリス）が融合した音楽にイ
ンスピレーションを受けたことで、アフリカや英国の伝統的な
柄と織りを、オリジナルのテキスタイルに落とし込み、コレク
ション全体をカラフルでシックなテイストに仕上げました。中
でもスタイリングの決め手となったバッグは、チェコのバッグ
ブランド「BRAASI INDUSTRY」の代表作であるバッグパック
「MIKA」とトートバッグ「GEORGINA」に、BASE MARKのオ
リジナルファブリックを使ったコラボアイテムとなっています。

⇦左の Tシャツが鳥獣戯画や富嶽三十六景をコラージュした
「PUMA×AMOK CONFIDENT T シャツ」のWHITE ベース。右が相撲番付
からインスピレーションした「BRAVE PUMA X AMOK BRAVE T シャツ」
本件に関するお問い合わせ： info@amok-inc.com
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エドストローム淑子
国内外、約 20ブランドを抱えるエドストロームオフィスの代表兼ディレクター、エドストローム淑子さんが今回
のゲストです。留学先のパリでマルタン・マルジェラと出会い、ブランドのチームに加わったことから始まる物語
には、多くの学びと気づきがあり、「すべては繋がっている」と淑子さんは語ります。5月に引っ越したばかりとい
う恵比寿のオフィスにて、お話を伺いました。

YOSHIKO EDSTRÖM
EDSTRÖM OFFICE

エドストローム淑子さん

ーとても普通ですけれど、パリに行こうと思ったきっかけか
らスタートしてもよろしいですか？

すごくシンプルで、エスモードジャポン（以下、エスモード）
出身なのですが、途中からパリにも行けるよっていう話が
あったんです。

ーではパリの前に、エスモードに行こうと思った理由は何
だったのですか？　

小さい頃から、服やデザインに興味がありました。私がエス
モードに入った頃は、日本校ができてそんなに時間が経って
いなかったと思います。それで日本校開校を積極的に PRさ
れていました。それを見て、なんだか楽しそうだなと思いま
した。日本は、校則とかルールがいっぱいあると感じていて、
エスモードに行けば、その先に違う何かがある予感がしたの
かもしれないですね、今から思えば。何かに囚われたくない
気持ちがあったというか。だから、ちょっと積極的に自分か
ら動いていかないとだめだなと思った先に、エスモードとい
う選択肢があったのかもしれないです。

ー日本のエスモードには何年いらしたんですか？

数ヶ月間です。フランス人、韓国人、日本人の先生に習いま
した。

ーご出身は京都ですよね？

京都です。高校を卒業して、京都から東京に引っ越して来るっ
ていうのが、私の中では大きな出来事でした。それで、エス
モードに入学したら「パリに行けますよ」という話が学校か
らあって。もうすでに東京に引っ越しちゃってるし、それと
同じ感覚で、パリに行ってみてもいいのかな？というくらい
の軽い気持ちでした。語学は英語もフランス語も全く出来な
くて。なのになぜか、案外いけるんじゃないかと思ってまし
た。

ー本当ですか !? 用意周到に行かれたんだと思っていました。
すごい度胸ですね。

私がおかしかったんだと思います。あまりおすすめしないで
す（笑）。やっぱりある程度、語学は出来た方がいいんじゃ
ないかなと思います。

ーパリに着いて、どんな感じでしたか？

もう本当に、無我夢中ってこういうことなんだろうなってい
う感じでしたね。朝から晩まで一日中、学校にいたので。東
京のカリキュラムとほぼ似たような内容だったので、言葉が
分からなくても、やらなきゃならないことは何となしに分
かって。ついていけたのは不幸中の幸い（笑）。デザインと
パターンメイキングの授業を受けていました。

ー学校は何年くらいいかれたんですか？

そこで 3年近く学んで、卒業しました。

ー日本からの留学生は結構多かったのですか？

その当時は多かったですね。

ー淑子さんがパリに居続けられた理由って、何でしょうか？

今もそうですけど、いろんなことに興味津々。もっと知りた
いというか。それがどんどん積み重なっていって、そのまま
今に至るみたいな感じです。

ー学校以外での生活はどんな感じでしたか？

出歩く時間がほとんど無かったというか。毎日毎日、課題に
すごく追われていたので。それをこなすのに必死でしたね。
ただその頃すごく楽しめていたと思うのは、映画を見に行く
ということ。

ー卒業された後の就職先が、メゾン・マルタン・マルジェラ
（Maison Martin Margiera）だったのですか？

マルタンは共通の友人を介して知り合いました。最初は友達
という感じで過ごしていたんです。ある時、ファッション
ウィークが始まるし、忙しいからと、2週間くらいアトリエ
のお手伝いに行くことになった、それがスタートです。その
後結局、20 年くらいいました（笑）。

ーマルジェラはすでにブランドを立ち上げていたんですね。
となると、まだアトリエも少人数で楽しそうですね。

フランスでは、スタージュというインターンシップを国の仕
組みとして全員、絶対に経験しないと社員になれない。仕事
のポジションすらも得られません。これは職種に関係なく。
マルジェラのアトリエにも、常にインターン生が沢山いまし
た。でもスタジオの中で社員として働いている人たちは、マ
ルタン本人を含めて、多分 7、8人だったと思います。

ーマルジェラ自身の声と言葉で語られた映画が、9月中旬に
日本公開になりますよね。先日試写を拝見しましたが、社員
の集合写真がファミリーのようでした。仕事の分担などは
あったのですか？

今から思えば、誰が何をするといった分担はあったような、
なかったような。どのようなことにもマルタンも加わって、
全員で何でもするという。全員が何でも出来ちゃうから、本
当に間に合いそうにない仕事があったら、全員で一緒に作業
して、何が何でも間に合わせるとか。私は最初に仕事をした
ところがマルジェラだったので、逆に何の違和感もなく、そ
の状況を受け入れ楽しんでいました。メディアへの対応とか、
カタログの編集作業といった細かいことまで、必ずマルタン
本人も一緒に作る。「全てが作品である」とマルタンは思っ
ていたのだと思います。その中全員で仕事に取り組める環境
は特別でした。セールスのためのショールームを開く時も、
マルタン本人が先頭に立って指揮して、バイヤーの方々の接
客、オーダーを取るのも。もう本当に隅から隅まで、全てを
クリエイトするっていう素晴らしさみたいなことを、日々、
目の当たりにしていました。

ー素晴らしい経験ですね。

毎日フル回転で、すごい量をこなしていました。でも仕事自
体が嫌になることは全くなかったです。

ー古着を解体して再構築するというアーティザナルのライン
を担当されていましたよね？

レディ・トゥ・ウェアは全部イタリアでの生産でしたから、
パリのアトリエ（アトリエ・アーティザナル）は、半分オー
トクチュール的に作られる「アーティザナルライン」（1990
～）やアクセサリーなどを作っていました。「レプリカ」っ
ていうレーベル（1994-95 秋冬～）も手作りで作ってました。
タグも、みんなで一つ一つハンコで押したりして。蛇腹のルッ
クブックも全部手作りでした。結構色んなものが手作りでし
た。

ー映画では、素材探しのために、スタッフみんなで蚤の市に
も行ったと言ってました。軍の靴下やレザーのベルトを素材
としたアイテムがありましたよね？

そうですね、蚤の市に行ったりもしました。大袈裟な言い方
すると、マルタンはほつれて出てくる糸一本も全部大切に箱
にしまっておくのです。そのくらい、一切何も捨てない。そ
してある時、それらの箱からばーっと素材が出され、これと
これを組み合わせ、ここは引いて、といった話が起こります。

インタビュー全文は note へ▽
「常にマルタンのビジョンはすごく明確だったと思います。
目標があり、その目標に対して、じゃあこれはどうだろう、
こうしてみよう、と自分の頭の中で見えている組み立てが
あったのだと思います」
https://note.com/sangakunews/n/n5868dbf6dee1
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京都生まれ。20歳のときに渡仏。日本とパリのエスモードを経て、
マルタン・マルジェラのクリエーションチームに合流。ブランド
の黎明期から約 20 年の時間を共に歩んだ。帰国後、2009 年にエ
ドストローム オフィスを立ち上げ、様々なブランドのPRからセー
ルス、イベントまで、幅広く手掛ける。

エドストローム淑子 Yoshiko Edstrom



ー長見さんは一見すると物静かで、言葉少なめな印象ですが、
お話しをするととても熱いと感じていて。いつかしっかりと
お話しを伺いたいと思っていました。今日はブランドのこと
だけでなく、個人的なこともお聞かせくださると嬉しいです
が、今まで、そういった内容でインタビューを受けたことは
ありますか？

ちょうど現在発売中の『vanitas(ヴァニタス)』でインタビュー
をしていただきました。「ファッションとジェンダー」って
いう特集で、編集委員の水野大二郎さん、蘆田裕史さんと。
ハトラがもともとジェンダーフルイド（性別Gender と流動
的な Fluid をかけ合わせた言葉・直訳すると「流動的な性」
の意味）や、ジェンダーニュートラルな表現をしていたので、
それに絡めて。あと、そういったジェンダーを取り巻く環境
が、今後、ヴァーチャルな次元でどう変わるのかっていう、
まだ未知数なところで質問攻めにあい、大変でした（笑）。
それ以外だと、インタビューは久しぶりですね。

ー今インタビューしたいリストに入ってるということは、時
代の波に乗っている証拠だと感じますが。

乗ってる？波に？波には乗れてはいないです。作り手で、イ
ンタビューを受けたいって人、あまりいないんじゃないで
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しょうか。言葉にならない部分まで根掘り葉掘り聞かれると、
それが踏み絵になってしまって、自分ができることが制限さ
れるような気分になります。

ー未来のことを語るとそうなる可能性も高いですね。じゃあ、
過去のことから行きましょう！起きたことは変えられないで
すよね？

僕、過去のことあまり聞かれないから。面白い話が出れば。

ーファッションに進もうと思ったきっかけは？ 長見さんが
進学された恵比寿のエスモードジャポン（以下、エスモード）
には、パリ校に留学するコースがあるんですよね？

フランス人の先生が担任をされていて、彼のもとで 1年学ん
だあと、パリに留学するっていうコースがありました。クラ
ス全員が留学するわけでないんですけれど。2年次からパリ
校で学べるというシステムでした（現在は 3年次から留学）。

ーエスモードに行く前は？

広島の一般高校生でした。

ーファッションの道に進もうと思ったのはいつぐらいからで
すか？

そうですね、服飾専門学校に行こうと思ったのは、今思い返
してもおしゃれな友人の影響から。彼と一緒に服を見たりす
ることが趣味になり始めたのが高校生の頃でした。服を着る
ことも好きだったんですけど、コレクション誌の存在も、彼
の影響で知って。

ーどんな種類のコレクション雑誌を見ていたのですか？

『ギャッププレス』(Gap PRESS) とか『ファッションニュー
ス』(FASHION NEWS) とかを見ていましたね。そして、そ
れを描くようになったんです。

ー模写ですか？ それは凄い！

美術部に所属していたので、ひたすらヴィクター＆ロルフ
（VIKTOR & ROLF）とか、クリスチャン・ディオール
（Christian Dior）とかを模写して描くっていうのをやってい
て。それは役に立っていますね。当時は服作りというよりは、
スタイルそのもの、むしろスタイリングの方に興味があって。

最終的には、スタイリングというか、ファッションをトータ
ルに表現できるような仕事がしたいと思っていました。

ー 90年代後期から 2000 年代に入った頃ですね。スタイリ
ストという職業が人気でした。

それはありますね。『メンズノンノ』(MEN'S NON-NO) だっ
たり『ホットドックプレス』(Hot-Dog PRESS) が全盛の時
で人気がありました。

ーそういった日本のファッション誌、とくにメンズ誌をたく
さん読んでいましたか？

読んでたのは『メンズクラブ』(MEN'S CLUB)。全然流行っ
てはなかったんですけど。

ー確かに高校生にしては結構渋い選択ですね。

メンズウェア語録というか、語彙辞典みたいなのが載ってい
て、それを読むのが好きでした。

ーエスモードにしたのは、パリ留学が決め手ですか？

そうですね。

ー高校生の時にもう留学することを決めていたんですね。フ
ランス語を勉強したりとか？

広島の日仏学院に通ってました。

ー晴れて上京して、恵比寿のエスモードジャポンでの 1年は
どうでしたか？

楽しかったですよ。行けて本当に良かったなと思っています。
担任の先生が、デザイン担当とパターン担当といるんですけ
ど、どちらの方も、今でもすごく尊敬しています。先生には
恵まれた学校生活だったなと思います。

ーその時まで布に触ったことは？

高校生の時は、文化服装学院の『男性服』っていう、赤と白
の表紙の教科書を見ていたんです。ブックオフで買って。（ア
トリエにあった本を手に）これですよ、僕が初めて型紙を引
いて、服を作った本は。当時、端から端まで、食い入るよう
に見てました。

ー素晴らしい。独学だったんですね！

やってましたね。好きだなと思って。でもそれでなんでスタ
イリストになろうと思ってたのか、今思うと謎ですが。

ー高校生ですからね。流行ってる仕事が好きになっちゃう気
持ちも分かります。
でも入学して半年も経たないうちに、自分は全然向いてない
なって思って。スタイリストってコミュニケーションの仕事

だから、全く向いてない。ものづくりの方が向いてるってす
ぐに分かりました。

ーパリには何年いたのですか？

2006 年から 2010 年までの約 4年間です。2年生と 3年生の
コースなんですけど、日本の入学時期と半年ずつのずれがあ
るので、プラス 1年。そしてその年に新設された 4年目、マ
スターコースに進むことになりました。

ー優秀じゃないと行けないのかな？ 何が一番評価されたと
思いますか？

分からない ...。それは分からないですよ。僕はパターン専攻
だったんです。デザインは学ぶものではないだろうなと思っ
て。街や生活から学ぶことはたくさんあったので、学業はデ
ザインにおける「設計」に集中したい、それに時間を使いた
いなと思って。ずっと、本当に何百時間も立体裁断だけをす
る授業があって。「ココ・シャネルと一緒に働いてました」
みたいな先生がパターンの授業を担当してくださってトワル
チェックを受け続けるんです。生徒はトワルを何反も買って、
ひたすらトワルを組み続ける。

ー完璧な立体裁断の世界ですね。

立体でしたね。紙は使わない。ストイックな時間を過ごしま
した。その経験は確実に、現在の3D CADを始める動機になっ
ています。

インタビュー全文は note へ▽
「CLOというか 3Dモデリングツールに関しては、あくまで
創造性を豊かにするという点に、僕は意味を感じています。」
https://note.com/sangakunews/n/n4f1431e3a0ea

Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門に 2019 年度入賞、CREATORS TOKYOブランドの一員として
活躍中のハトラ（HATRA）。デザイナーの長見佳祐さんはファッション 3D CAD「CLO（クロ）」にいち早く取り組み、
ヴァーチャルな表現や考えを、自身の活動に生かしています。意外に知られていない長見さんの今までと、ブラン
ドのこれからを伺いました。

長見 佳祐
KEISUKE NAGAMI
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たり『ホットドックプレス』(Hot-Dog PRESS) が全盛の時
で人気がありました。

ーそういった日本のファッション誌、とくにメンズ誌をたく
さん読んでいましたか？

読んでたのは『メンズクラブ』(MEN'S CLUB)。全然流行っ
てはなかったんですけど。

ー確かに高校生にしては結構渋い選択ですね。

メンズウェア語録というか、語彙辞典みたいなのが載ってい
て、それを読むのが好きでした。
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ランス語を勉強したりとか？

広島の日仏学院に通ってました。

ー晴れて上京して、恵比寿のエスモードジャポンでの 1年は
どうでしたか？

楽しかったですよ。行けて本当に良かったなと思っています。
担任の先生が、デザイン担当とパターン担当といるんですけ
ど、どちらの方も、今でもすごく尊敬しています。先生には
恵まれた学校生活だったなと思います。
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の表紙の教科書を見ていたんです。ブックオフで買って。（ア
トリエにあった本を手に）これですよ、僕が初めて型紙を引
いて、服を作った本は。当時、端から端まで、食い入るよう
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ー素晴らしい。独学だったんですね！

やってましたね。好きだなと思って。でもそれでなんでスタ
イリストになろうと思ってたのか、今思うと謎ですが。

ー高校生ですからね。流行ってる仕事が好きになっちゃう気
持ちも分かります。
でも入学して半年も経たないうちに、自分は全然向いてない
なって思って。スタイリストってコミュニケーションの仕事

だから、全く向いてない。ものづくりの方が向いてるってす
ぐに分かりました。

ーパリには何年いたのですか？

2006 年から 2010 年までの約 4年間です。2年生と 3年生の
コースなんですけど、日本の入学時期と半年ずつのずれがあ
るので、プラス 1年。そしてその年に新設された 4年目、マ
スターコースに進むことになりました。

ー優秀じゃないと行けないのかな？ 何が一番評価されたと
思いますか？

分からない ...。それは分からないですよ。僕はパターン専攻
だったんです。デザインは学ぶものではないだろうなと思っ
て。街や生活から学ぶことはたくさんあったので、学業はデ
ザインにおける「設計」に集中したい、それに時間を使いた
いなと思って。ずっと、本当に何百時間も立体裁断だけをす
る授業があって。「ココ・シャネルと一緒に働いてました」
みたいな先生がパターンの授業を担当してくださってトワル
チェックを受け続けるんです。生徒はトワルを何反も買って、
ひたすらトワルを組み続ける。

ー完璧な立体裁断の世界ですね。

立体でしたね。紙は使わない。ストイックな時間を過ごしま
した。その経験は確実に、現在の3D CADを始める動機になっ
ています。

インタビュー全文は note へ▽
「CLOというか 3Dモデリングツールに関しては、あくまで
創造性を豊かにするという点に、僕は意味を感じています。」
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1987 年広島生まれ。2006 年に渡仏、クチュール技術・立体裁断
を学ぶ。2010 年に HATRA を設立。「部屋」のような居心地を外
に持ち出せる、ポータブルな空間としての衣服を提案する。2016
年 ( 株 ) 波取を設立。現在、ファッション 3D CAD「CLO」の応
用を通し、新しい身体表現の在り方を模索している。2018 年度 
JFLF AWARD受賞、2019年度 Tokyo新人ファッションデザイナー
大賞プロ部門入賞。
HATRA  https://hatroid.com/

長見佳祐 Keisuke Nagami
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