
Eleni’s
FOOD  

エレニーズ

Cookies, Sweets
クッキー、菓子

75 9th Avenue, New York, NY 10011
http://elenis.com/

Eleni’s is known for its humorous and playful 
approach to icing cookies according to, for 
example, the holiday (on Saint Patrick’s Day, 
cookies are decorated with clover), or event 
(during the Academy Awards season, with the 
face of Leonardo Di Caprio), and also for its 
“conversation cookies” for cheering someone 
up with a “Get Well Soon” message. Its New 
York series of cookies with its motifs of yellow 
cabs and I Love New York T-shirts make perfect 
souvenirs.

ユーモアと遊び心たっぷりのアイシングクッキー
が定評の「エレニーズ」。たとえばアイルランド
の祝日セント・パトリック・デーには緑のクロー
バーをモチーフにしたものや、アカデミー賞の時
期にはレオナルド・ディカプリオの顔をあしらっ
たものなど、季節によって限定商品が登場する。
また、快気を願う「ゲット・ウェル・ストーン」
などのメッセージを入れた「カンバセーショナル

（会話）クッキー」なども人気。イエローキャブ
や「アイ・ラブ NY」の T シャツをモチーフにし
た NY のシリーズは、おみやげにもぴったり。

ステッカー  Sticker

ギフトボックス  Gift Box

ギフトボックス  Gift Box
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Union Market
FOOD  

ユニオン　マーケット

Supermarket
スーパーマーケット

402-404 7th Avenue, Brooklyn, NY 11215
http://www.unionmarket.com/

LD: Valerie English from Pix Design

A supermarket in Brooklyn dealing mainly in 
natural and organic food products. Having 
opened three stores in Brooklyn, plans are 
currently afoot to expand into the Lower East 
Side. The Union Market’s own brand products 
that show its green star logo are of a high quality 
and reasonably priced, and include Italian olive 
oil and pasta, cheese, sausage and bread. The 
market is local-oriented and eco-oriented, with 
a full range of fresh food from the suburbs and 
recyclable plastic.

自然食品やオーガニック食材を中心に取り扱う
ブルックリンではお馴染みのスーパーマーケット。
ブルックリンに3店舗をオープンしたのち、現在
ローワーイーストサイドへの進出を計画中だ。グ
リーンの星が目印のロゴが入った自社ブランドで、
イタリア産のオリーブオイルやパスタ、チーズ、ソー
セージ、パンなど上質な素材を、リーズナブルな値
段で提供している。近郊から入る生鮮食品を充実
させたり、リサイクル可能なプラスチックを使用
するなど、地元志向、エコ志向も高い。
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FASHION  

ショップカード
Shop Card

カード  Card

Agent Provocateur
エージェント・プロヴァケター

Lingerie, Accessories, Miscellaneous
ランジェリー、アクセサリー

A lingerie shop that is at once kitsch and sexy, 
with a touch of cute, yet brimming with a sense 
of luxury. The store interior integrates to stunning 
effect the mischievous spirit implicit in the 
meaning of the brand name, Agent Provocateur, 
and a world of fantasy that captivates the female 
heart. The staff’s nurse-like uniforms, the store 
interior and shopping bags feature a consistent 
pastel pink. The brand’s lingerie and wide range 
of items including nightwear, fragrances, sexy 
accessories, and even sunglasses, draw a great 
many fans. 

キッチュでセクシー、そのなかにもキュートさが
ある、ラグジャリー感たっぷりのランジェリー
ショップ。店内のインテリアには、「おとり捜査
官」を意味するエージェント・プロヴァケターの
ブランド名にも漂う茶目っ気と、女性を夢中に
させるファンタジーの世界が見事に融合されてい
る。ショップのスタッフが身を包むナース風ユニ
フォーム、インテリア、ショッピングバッグを淡
いピンクで統一。ランジェリーに加え、ナイトウェ
ア、フレグランス、セクシーなアクセサリー、そ
してサングラスなど幅広い商品で多くのファンを
惹きつけている。

AD, CD: Agent Provocateur

675 Madison Avenue, New York, NY 10065
http://www.agentprovocateur.com/
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FASHION  

Selima Optique
セリマ　オプティク

Eyewear 
アイウェアー

59 Wooster Street, New York, NY 10012
http://selimaoptique.com/

LD: John Harne of Eye Plow

A native Tunisian, Selima Salaun received her 
training working for European eyewear makers 
and Alain Mikli to become one of New York’s top 
eyewear designers. Her personal style, described 
as a French outlook combined with a New York 
brand of creativity, is characterized by the lavish 
use of vintage colors and edgy silhouettes. The 
brand’s flagship store, opened in Soho in 1993, 
stocks its own range of merchandise, eyewear 
by other brands personally selected by her and 
a range of vintage frames. Portraits of various 
people sporting eyewear are part of the unique 
interior design of her store.

チュニジアに生まれ、ヨーロッパのアイウェアメー
カーや、アラン・ミクリで修行を積んだセリマ・
サウランはＮＹ随一のアイウェア・デザイナー。
フランスのエスプリとNYの創造性が融合した
彼女のスタイルは、ヴィンテージ風の自由な色
使いや、エッジの効いたフォルムに特徴がある。
1993 年にオープンしたフラッグシップストアで
は、自社ブランドに加え、彼女がセレクトするブ
ランドやビンテージのフレームも取り揃える。メ
ガネをかけた人物の肖像画をデコレーションにし
たインテリアもユニーク。

カタログ  Catalog

カタログ  Catalog

ショップカード
Shop Card ラッピングペーパー

Wrapping Paper

カード  Card　
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LIVING

Belle Fleur
ベル　フラー

Flower decoration
フラワーショップ

134 5th Avenue 4th floor, New York
NY 10011
http://bellefleurny.com/

LD: Naomi Usher  
AD: Meredith Waga Perez

The sweet and romantic Belle Fleur bouquets are 
made-to-order in the workroom with its pale blue 
walls and chic wooden cabinets. The bouquets 
are characterized by their dainty styling - lily-of-
the-valley, sweet pea and other white flowers 
are matched with a light blue candle box and 
the lilacs and purple clematis, with a pink candle 
box. Fragrances and fragranced candles and soap 
made from naturals oil extracted from selected 
flowers and the combination bouquet sets are 
popular gift items.

ベル・フラーのブーケは甘美でロマンチック。カ
スタム・オーダーのブーケが作られるのは、淡い
ブルーの壁にシックな木製のキャビネットが配置
されるスタジオ。すずらんやスイトピーなどの白
系の花を、水色のキャンドルボックスとあわせた
り、ライラックや紫のクレマチスはピンクのキャ
ンドルボックスとあわせたり、可憐なスタイルに
特徴がある。選りすぐった花から抽出したナチュ
ラル・オイルを使ったフレグランス、キャンドル、
ソープなどの香りの商品とブーケを組み合わせた
セットが人気のギフトだとか。

ショップカード  Shop Card

ギフトカード  Gift Card
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