




e-stories



On December 6, 2011, PraDa PresenteD its sPring/summer 2012 
men’s anD wOmen’s cOllectiOns in an inDustrial-like  lOcatiOn 
in the shin shuna neighbOurhOOD, in the Outskirts Of the city. 
the fashiOn shOw’s lOcatiOn setuP was DesigneD by Oma /amO, 

rem kOOlhaas’s think – tank, whilst michael rOck, the creative 
DirectOr Of 2X4, createD the event’s setuP. siX blOggers have OffereD 

their PersOnal anD uncOnventiOnal POint Of view On the event.

新砂の倉庫街でプラダ2012春夏メンズ＆レディスコレクションが
２０１１年１２月６日に発表された。ファッション･ショーの

会場のデザインは, レム・コールハース率いる
OMA /AMOによるもので2X4のクリエィティブ・ディレクター、

マイケル・ロックがイベント会場の設計を担当した。
６人のブロガーの自由な視点によるレポートが繰り広げられた。



東京ベイエリアにつくられたプラダ2012春夏コレクションの会場に着いた

その瞬間から素晴らしいイベントになると予感した。アメリカのドライブスルーを

思わせるロードサインが道を照らし、巨大な倉庫にはプラダの文字が光っていた。

 室内にはヴィンテージカーと春夏広告キャンペーンのビデオが壁面に流れ、

オリジナルのフレームをプリントした修理工のつなぎに身を包んだ男達がいた。

ショーの後には、日本人女性バンド“5,6,7,8”のライブパフォーマンスがあり、

私たちはヴィンテージカーの周りを踊りながら写真を撮った。

そして、東京の素晴らしいシェフによるシーフードで私たちのお腹は満たされた。

 プラダの春夏コレクションのイベントに参加できたことはもちろん、

３月１１日に日本での痛ましい出来事があったにも関わらず、

このような盛大なイベントを東京で開催してくれたプラダに感謝しました。

Dan & JOe @
 tOkyODanDy.cOm

e-dan&joe
The moment we arrived at the location in Tokyo Bay, we knew PRADA’s Spring/
Summer 2012 show would be an epic occasion. American drive through style signs 
lit the way to the front of the huge building which had PRADA beamed onto it’s 
façade. Inside, vintage cars and the S/S campaign decorated the room which was 
attended by boys in white PRADA boiler suits. Post show music was provided by 
Japanese girl band The 5,6,7,8’s and some of the best seafood chefs in Tokyo kept 
us all fed as we danced around the cars and took photos on the purpose built set.
It was great to be part of PRADA’s S/S collection celebration and we feel happy 
that PRADA chose to choose to hold such a huge event here in Tokyo, showing 
confidence in the post 3/11 Japanese market.  

http://www.tokyodandy.com/
http://www.tokyodandy.com


今回の２４時間にわたる私のプラダ東京2012春夏コレクションの経験を

４５秒のカーチェースにまとめあげるという作業は、まるで有名選手に囲まれ

プレイをするルーキーのように簡単なことではなかった。

ファッションショーはライブストリームや携帯で発信される私たちがすむデジタル社会。

どうやって我々ブロガーは違った視点で経験を伝えることができるのだろうか？

刺繍が施されたフローラル模様のコートや素晴らしいメンズのパステルカラーシューズ。

答えは簡単です。毎シーズン、プラダのファッションショーを見るだけで、

私達（そしてブログを読んでくださっている皆さん）の気持ちは

刺激的で新しい世界へと導かれるのです。

bryan @
 bryanbOy.cOm

Abbreviating twenty four hours’ worth of my Prada x Tokyo Spring-Summer 2012 
experience in a speedy, car-chasing, forty-five second clip as was no easy feat – 
like a golf virgin playing against major championship stars.  How can a blogger 
provide a different perspective in this digital age that we live in where fashion 
shows are live-streamed and mobile phones beam images instantly online?  One 
does not have to look far and wide beyond heart-stopping embroidered floral 
coats or extraordinary pastel men’s shoes.  The answer is quite simple. In true 
Prada tradition, season after season, all it takes is to let your heart, mind and soul 
(perhaps your blog readers, too) wander to a place that’s new and exciting.

e-bryan

http://www.bryanboy.com/





When Prada asked me to collaborate with them on their Tokyo S/S 2012 presentation 
I was delighted, so much so that I took a 25-hour travel just to get here. The dates 
for the Prada event and my ASVOFF Art Basel/Miami screening were practically the 
same. No direct flights from Miami to Tokyo so I flew here by way of Los Angeles 
and, like I said the entire trip took 25 hours. You know what, I have no regrets. It’s 
been amazing working with the Prada team, seamless in fact there is not one detail 
that was left unturned. I spent one lovely evening over a delicious Japanese dinner 
getting to know them a little better and to go over a few more details of what was 
expected of me. The four participating bloggers were each assigned a cameraman; 
I was very pleased with mine.  I gave Matteo a short brief about what I’d like him 
to focus on because, maybe you know, I have a very soft voice and it was not so 
easy to be heard when the music started to play. I did alert him a few times to 
film my friends, Rila, the model, Nicola Formichetti, Shinsuke Kawahara... Matteo 
and I placed ourselves in our Styrofoam car and the fun began. I was not so sure 
how I could gracefully step into a car without a door but Francesca and Alessio 
provided the perfect mini stepladder and I managed to step in without any major 
difficulty. The car was white with a red interior and positioned in the middle of the 
catwalk.  You’ve seen the clothes, we all know they are great, I loved the whole 
vintage car motif that appeared on many of the textiles and the embellishments 
and of course the shoes like fins from a shiny pink Cadillac and the shiny flat bags. 
What also amazed me was how the Prada team managed to find such a stellar 
group of vintage cars in Japan in only three weeks.  As for my favorite pieces from 
the collection, loved all the accordion pleats and the series of glamorous bathing 
suits with jackets. The colors were pale and refreshing.  From my vantage point 
everything was seamless. The night ended with an all girl band, 5, 6, 7 & 8, and 
then a driver took me back to the lovely Peninsula hotel and tomorrow back to 
Paris. Thank you Prada for a dream like experience.

ＰＲＡＤＡから今回のTokyo S/S 2012発表会でのプロジェクトの依頼を頂いた時、あまりにも嬉しくて、

２５時間かけてここに来るのは苦にもなりませんでした。 マイアミで開催された私自身のASVOFF 

Art Basel/Miami のスクリーニングが今回のイベントと同時期だったため、私はマイアミにいました。

マイアミから東京への直行便がなく、ロス経由で来ましたので、合計２５時間もかかりました！

でも全く後悔はしていませんよ。ＰＲＡＤＡチームの気配りはあらゆるディテールにいたるまで

素晴らしかったです。ステキな日本食を頂きながらPRADAの皆さんとお知り合いになり、

今回のプロジェクトの内容について話し合いました。イベント中には今回参加した４名のブローガー

それぞれカメラマンが付いたのですが、私を撮影してくれた担当のカメラマンは非常によい方でした。

声が小さいので音楽で聞こえない場合の為にマッテオにはどこにフォーカスを置いてもらいたいかを

事前に話しました。また、私の友達でモデルのＲＩＬＡ，Nicola Formichettiや Shinsuke Kawahara

たちを映してもらいました。発泡スチロールの車にマッテオと座る位置を決めてからは実に楽しい

撮影時間がはじまりました。ドアがない車にどうやったら上品に乗れるのか少し迷いましたが 、

フランチェスカとアレッシオが小さい脚立を用意してくれたので大きな問題もなく乗車することが

出来ました。白い車は内装が赤くキャットウォークの真ん中におかれていました。

皆さんもすでに衣装はご覧になっているから素敵なのは知っていますよね。

沢山の布地に映し出されたビンテージ・カーのモチーフ、装飾物、そしてピカピカのピンクの

キャディラックのひれの様なシューズとピカピカのフラットなバッグが大好きでした。

一番おどろいたのは、わずか３週間でＰＲＡＤＡチームが日本でこれだけのビンテージカーを

見つけて来たことに一番驚きました。コレクションの中での私の一番のお気に入りはアコーディオン・

プリーツとグラマラスなジャケットと水着でした。色が薄く新鮮でした。

私のいた場所から見ている限り全て完璧でした。最後は女性バンドの“ 5, 6, 7 & 8”の演奏で終わり、

運転手さんが素晴らしいペニンシュラ・ホテルへと連れて帰ってくれました。明日はパリへ帰ります。

この夢のような時間をＰＲＡＤＡの皆さん、ありがとうございました。

Diane Pernet @
  asvOff.cOm

e-diane




http://www.asvoff.com


昨晩東京で開催された2012年春夏コレクション、あいにくの雨にも関わらず

プラダを愛する私たちは興奮していました。

素晴らしい会場の設営とともに幕をあけたプラダの2012年メンズ＆レディース

コレクション。そして、長く続く道にドライブにいきたくなるような気分にさせる

クラシックなヴィンテージカーが展示されたパーティスペース。

そして、わたしたちを東京というシティのとりこにさせるのは、ファッションだけでなく

すごくよい音楽があるから。ロカビリースタイルで女性のパワーがあふれる

The 5, 6, 7, 8sはその代表ともいえる。エントランスのネオンライトから

ディナースタイルのラウンジのディテールにいたるまでこだわりがみられました。

今の私に必要なのはこのすてきなヴィンテージカーの鍵だけです。

m
isha Janette @

 tOkyOfashiOnDiaries.cOm

The rain couldn’t keep us from getting our dose of PRADA love with the  SS 2012 
show in Tokyo last night. It started with an incredible production that saw the 
spring-summer collection remixed for men and women and then followed with an 
after party in a room decked out with classic cars that had me longing for an open 
road. The only thing that us Tokyoites love more than fashion is good music and 
that came courtesy of the 5,6,7,8s with their rockabilly tunes and female-powered 
riffs. No detail was left unturned here, from the neon lights at the entrance to the 
diner-styled lounge…now the only thing I needed were the keys to one of those 
pretty cars.  VROOM.

e-misha

http://www.tokyofashiondiaries.com


プラダ・チームの皆さんとお知り合いになれ、大好きなブロガーと一緒にお仕事

をさせて頂き、2011 秋冬コレクションからのすてきなコートを着用し、

ショーでは素晴らしく楽しい時間を過すことができました。

皆様に私が目にしたこの日の出来事を共有できることを感謝いたします。

rum
i neely @

 fashiOntOast.cOm

I had an amazing time at the show - everything from to getting to know the Prada 
team and working alongside some of my favorite bloggers to seeing what goes 
into a livestream and wearing a beautiful coat from the FW collection was so much 
fun. I hope everyone enjoys the glimpse of what went on throughout the day - 
thank you for letting me share my perspective with you!

e-rumi

http://www.fashiontoast.com





e-susie
I count myself lucky that I got to relive the Prada’s SS12 collection again, this 
time in Tokyo, amped up with high drama - the flickering light installation at the 
entrance, the drizzling rain, a cornucopia of vintage cars to reiterate the theme and 
the redux of the show with the Elvis’lite 50s vibe of the menswear complimenting 
the feminine drive of the womenswear as though they were characters in a film 
of their very own making. The heightened cinematic references that went hand in 
hand with the collection didn’t stop there.  Hollywood couples, highways and a lot 
of reckless ignorance of the rear-view mirror, were projected on the wall as another 
concrete summation of the collection.  We were then treated to a reenactment of 
that iconic Kill Bill scene in a Japanese izakaya as the band 5,6,7,8,s  performed 
at the end of the night, summing up this special event where Prada’s take on 

American rockabilly culture was imported into Japan, for one night only.

今回は東京でもう一度Prada’s SS12コレクションを見ることが出来たのは

ラッキーとしか言い様がありません。雨は降っていましたが、今度はエントランスの

点滅する電飾に迎えられ、ヴィンテージ・カーが並ぶ会場内で繰り広がられた

５０年のエルビスを思い出させるメンズ・コレクション、映画のキャラクターのように

登場したレディスのコレクション。そしてシネマのような演出。

コンクリートの壁に映し出されたバックミラーなんかを全く見ないハイウエイを

スピードを出しながら運転するハリウッドのカップルたちがまるでもう一つの

コレクションのようだった。最後の演出はアイコニックな映画、Kill Billの日本の居酒屋の

シーンを再現したような“5,6,7,8,”バンドによる演奏―プラダが日本に輸入したアメリカの

ロッカビリー文化の一夜限りの素晴らしい空間でした。

susie lau @
 stylebubble.cO.uk

http://www.stylebubble.co.uk






