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例えばツートーンカラーの
天然グレインレザーによる

ステッチ無し加工のステアリングなど、
ほんの些細なディテールでさえも
時には大きなインパクトを与える。

ジャスミン・グリーンとブラックの
ツートーンによる天然グレイン

レザーのステアリング/
Rolls-Royce Motor Cars

黒ボディスーツ/Alon Livne
クリームラテックススカート/

House of Harlot
黒ラテックスドライブグローブ/

House of Harlot
黒ブーツ/Lele Pyp

ザ・ファッション・ライン
力強く、大胆でいながら永久に
流行に沿ったWraith Inspired 
by Fashionはクラシックなモノ
クロームをフレッシュでモダンに
作りかえる。
パターンの遊び心、ビスポークの
ディテール、そして徹底的なデザ
インはすべて、このスタイルの
物語において際立っている。
ビスポークデザイン/
Rolls-Royce Motor Cars
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ホワイト・オン・ホワイトの
ツートーンに印象的な
カラーがWraithの
確固としたラインを
美しく引き立てる。

アンダルシアンホワイトと
アークティックホワイトの

ツートーンのエクステリアに
ハンドペイントによるジャスミン
グリーンのフィーチャーライン/

Rolls-Royce Motor Cars
左：白ドレス/Amanda Wakeley

白上着/Joseph White
白パンツ/Joseph White
ブーツ/Guiseppi Zanotti

右：白ドレス/Stephane Rolland Haute Couture
タンレザーグローブ/Causse Gantier

黒靴/Crisian London
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控えめなエレガンスを持つ
オールホワイト衣装の
スクリームスタイルと洗練

非常に静かなツインターボ
6.6リットルV12エンジン/
Rolls-Royce Motor Cars

左：白ドレス/Amanda Wakeley
黒サンダル/Kurt Geiger
レザーネックピース/YVY

右：白ドレス./Yuvna Kim
クロームブレスレット/Uribe
黒靴/Crisian London
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シンプルさとラグジュアリーを合わせ持つ上品で
ミニマリストな特徴は多くを物語る。対照的に
インテリアのディテールはスタイリッシュなシルクと
パターン、そして装飾的テクスチャーを合わせることで
独特のクラシッククチュールにとなる。

ゲット・ザ・ルック：流行を手に入れる

ツートーンの天然グレインレザーの
ステアリングはステッチの無い縫合で
手触りのよい独特の仕上がり。

間もなく販売されるRolls-Royce Motor 
Cars専用のラゲージは車のサイズに
合ったもので、よりスタイリッシュに見せる。

鮮やかなレザーシート
パイピング、コントラスト
ステッチ、そしてRolls-

Royceヘッドレストモノ
グラムはクリーンな

アークティックホワイトの
天然グレインレザーに

対して際立ちテクスチャー
と視覚的な面白さを
足している。もしくは

クールなアークティック
ホワイトを力強い
ブラックに変えれば

とことんモノクロームな
こだわりとなる。

繊細なシルクの縁取りは
差し色となり、フロントと

リアの車内空間を
一繋ぎにしている。

明るいアクセントカラーに合うビスポークの
幾何学模様のシルクポケットライニングは
魅力的なスーツ、靴、そしてアクセサリーのような
エレガントな驚きがある。

パネリングのデザインラインを模した抽象的なスピリット・オブ・
エクスタシーのデザインはWraith Inspired by Fashion限定の
もので、55度の確度で車にめぐらされ、それぞれのスピリット・
オブ・エクスタシーが車の正面を向くようになっている。

３つのアクセントカラーでWraith Inspired 
by Fashionを自分のスタイルにする。ジャス
ミングリーンはホワイト・オン・ホワイトの
カラーをやさしく包む。ムジェロレッドはクラ
シックなRolls-Royceらしいカラーで今まで
多くのオーナーに愛されてきた。
テイラードパープルはオリジナルのWraith
ローンチカラーでモデルの原点とのつなが
りを感じさせる。

ツートーンのアークティックとアンダルシアン
ホワイトのエクステリアは粋なミニマリズムを
大胆で新たな両極端へと誘う。

ハンドペイントによるフィーチャーラインは
ホワイト・オン・ホワイトに明るいカラーを
足すことでWraithのクリーンでエレガントな
ラインを強調する。

磨き加工のテクスチャーとシェードの巧みな
バランスを持つ真のモダンクラシックな
ビスポークのInspired by Fashioクロック。

繊細なパール光沢仕上げが磨かれたホワイト
フェイシアのクリーンさとミニマリズムさを
美しく強調し、全体に宝石のような存在感を与える。



最高に贅沢な生地は、
精密に裁断された天然
グレインレザーに対する
ビスポークスピリット・
オブ・エクスタシーの

プリントシルクオフセット
によってクラシックな
仕立てにオリジナリ
ティを表現する。

ジャスミングリーンの
シルク縁取りとビスポーク

スピリット・オブ・エクスタシー
プリントのシルクポケット

ライニングが付いた
ビスポークドアパネル

/Rolls-Royce Motor Cars

黒と白のドレス/
Halston Heritage
黒レザーグローブ/

Causse Gantier
モノクロームラテックス

ニーソックス/
House of Harlot

黒ブーツ/Crisian London
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真っ白なトーン・
オン・トーンの
塗装面は知的な
シンプルさを醸し
出し、Wraithの
完璧なピアノ光沢
仕上げを最大限に

活かす。

ファストバックデザインの
ハンドポリッシュ

ツートーンエクステリア/
Rolls-Royce Motor Cars

左：黒と白のドレス/
Alon Livne
黒サンダル/

Gianmarco Lorenzi
右：黒と白のドレス/

Alon Livne
黒と白のサンダル/

Gianmarco Lorenzi
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クロームスチールの
Wraithグリル/
Rolls-Royce Motor Cars
白ドレス/Annie Swain
メタリックベルト/
Saint Laurent Vintage
黒ラテックスグローブ/
House of Harlot
白ブーツ/Gina
グレードレス/Alon Livne
メタリックラテックスグローブ/Causse Gantier
白サンダル/Gina

Wraith Inspired by Fashion
写真撮影の裏側
撮影：Sean de Sparengo
場所：Rolls-Royceのグッドウッド
生産ライン
この場所で車とファッションの
インスピレーションを合わせる、
このような撮影は史上初の試み。

表紙

Rolls-Royce Motor Cars Yokohama
Nicole Motor Cars Co., Ltd.

2-2-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-0012 Japan
Telephone 045 680 4500  Fax 045 680 4501

www.rolls-roycemotorcars-nicole.com



All illustrations and specifications are based upon information available as at May 2015. The colours shown may vary from
the actual paint colour or trim materials. Rolls-Royce Motor Cars Limited reserves the right to make changes at any time, 
without notice, to colours, materials, equipment, specifications and models. Additional information may be obtained from
your Rolls-Royce Motor Cars authorised dealership. © Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited (2015). Not to be 
reproduced or transmitted wholly or in part, whether by copying or storing by electronic means or otherwise, without 
written permission of Rolls-Royce Motor Cars Limited. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks and 
are owned by Rolls-Royce Motor Cars Limited or used under licence in some jurisdictions. May 2015.


