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ヨーロッパのみならず、日本にもファン多数の、
シメオン ファラー（Simeon Farrar）とコラボレーション発表！

フェアトレード専門ブランド「ピープル・ツリー」はシメオン ファラー（Simeon Farrar）とのコラボレー
ションしたコレクションを８月下旬より販売開始いたします。彼自身、自分のブランドをエコブラン
ドにしようと試みた事もあるというシメオンですが、今回のコラボレーションは２回目。
前回作品の中に読むだけで心が温まるようなスローガン T シャツなどがありましたが、今回はさらに
グレードアップした内容になっています。

ハート T シャツ文字プリント T シャツ　アニマル T シャツ

プリント T シャツは全部で３種類 　全て、オーガニックコットン１００％　　各５５００円（税込５９４０円）

パンツを身につけた動物が描かれた T シャ
ツ。シメオンならではのウィットに富ん
だイラストが印象的。このデザインは動
物達が人間によってひどく扱われている
という声を届けるための作品。彼らはみ
んなひどく怒っています。動物達からみ
た、動物や環境についての問題を浮き彫
りにしている作品。

インパクト大のプリント T シャツ。「the 
revolution will not accessorised（ 革 命 は
アクセサリーのように着飾るためのもの
ではない）」詩人でミュージシャンのギル・
スコット・ヘロンの有名な抗議の歌「the 
revolution will not be televised 」（革命は
テレビで放送されない）をもじった言葉
です。ファッション産業が自分達をよく
見せたいがために、環境と動物たちの王
国をどれだけ破壊しているかについて訴
えています。

レッド地にハートのイラストをプリント、
ボーイズライクなシルエットの T シャツ
です。「実は英語のスラングで良く使われ
る１文 "go fuck yourself（くたばれ）" の
言葉遊びです。"go ♥ yourself" とするこ
とで憎しみではなく愛に溢れた T シャツ
を作りたかった」とシメオンがコメント
しています。自分を愛しなさいとはなか
なか、日々の生活でもうまくできない課
題ですよね。



■　ピープル・ツリーについて　　www.peopletree.co.jp 
ピープル・ツリーは、フェアトレードとサステナブルファッションのパイオニアです。ピープル・ツリーは、世界で初めて世界フェアトレー
ド機関（WFTO）によるフェアトレード認証ラベルを得ており、また世界で初めて「ソイルアソシエーション」（英国の代表的なオーガニック
認証機関）から、途上国で生産されたオーガニック製品の認証を得ています。私たちは、手織り、手編み、手刺繍といった手仕事を活かすこ
とで、途上国の人びとに収入の機会をつくっています。フェアトレードとエコロジーの最高の水準を満たしながら、洗練されたデザインと手
頃な価格でファッションを楽しむこと、人と地球を守ることの両立を目指しています。

本ニュースリリースや取材の申し込みに関するお問い合わせは：　
ピープル・ツリー　（担当： 鈴木）　  電話： 03-5731-6671  ファックス： 03-5731-6677  メール： pr@peopletree.co.jp

SIMEON FARRAR シメオン ファラー
ロンドンを拠点に活動するブランド「SIMEON FARRAR」。2004 年 2 月にメンズ、レディースのコレクションを
スタート。ブランドを始める以前に 10 年間画家として活躍していたディレクター、シメオン ファラーは生粋の
アーティスト。全てのコレクションには哲学的テーマがあり、テーマに沿ってプリントやデザインの形を変え表
現している。独特の風合いがあるコレクションは、「アートを身に纏う」をコンセプトにつくられている。

７４００円（税込７９９２円） 
シルバーグレイメランジ

全てオーガニックコットン　100%

９２００円（税込９９３６円）　　
カーキメランジ / ネイビー

１２０００円（税込１２９６０円）　　　
カーキメランジ / ネイビー

彼のデザインの持ち味の手書き感あふれるラインや文字は特徴的で、日本でもファンも多いシメオンですが、そのこだわりを「バンド
がレコードジャケットやチケットを自身で作っていた、DIY 精神あふれる８０～９０年代のパンクシーンのようなイメージ。プリント
にはテーマもありませんし、季節感もありません。常に、普通のファッションブランドの窮屈さから抜け出そうとしているのです。ポッ
プカルチャーに対して批判したり、世の中の音楽や映画、ファッションへ言及したりしています。」とシメオンは自身のデザインの根
源についてコメントしています。彼の作品はとても哲学的でメッセージのこもった作
品が多いです。
常に自分に忠実である事をモットーに作品を作り出すシメオンの姿は描かれる作品に
も映し出されているようです。シメオンの作品達は彼の素直なメッセージと一緒に表
現されるのですが、彼の得意な分野で「言葉遊び」があります。実際に今回のコラボレー
ションコレクションの中にはそんな彼の遊び心がふんだんに取り入れられた、作品に
なっています。

--------------------- その他にもこんな可愛らしい商品も登場！遊び心満載のシメオンワールドをお楽しみください！ -----------------------------

オーバーサイズチュニック ドットキモノスリーブトップ ドット　キモノスリーブドレス

ゆったりとしたシルエットの T シャツ。
森の中からかわいらしい熊がこちらを
むいています。

リラックスした雰囲気のキモノスリー
ブトップ、ドット柄に小さな動物達が
隠れています。

すっきりとしたシルエットのドレ
ス、V ネックでよりシャープな印象
に、ハイネックやレギンスなどで、
レイヤードスタイルを楽しめます。

 Dot Animals Kimono Dress >
Short v-neck kimono dress with illustrated spots print and inside brushed 
finish. Certified 100% organic cotton. Sizes 8-16 Size 12 length 91cm 
Navy:  J819UM £85, Soft Khaki Melange:  J820UM £85

 Dot Animals Kimono Top >
 V-neck kimono top with illustrated spot print and inside brushed 
finish. Certified 100% organic cotton. Sizes 8-16 Size 12 length 63cm 
Navy:  J817UM £65, Soft Khaki Melange:  J818UM £65

  Silver Birch Trees Tunic ^
Oversized tee with hand printed tree design. Certified 
100% organic cotton. Sizes S M Size M length 71cm 
Grey Melange:  J816UM £48

Hand printed birch tree design on 100% organic cotton

Illustrated bear spot print on 
certified 100% organic cotton jersey
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