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私たちは 誌を作るとき、私たちは最初

からレイアウトを 始し、この社説ペー

ジの左側のブルーノートにタグ、「レイ

アウトTEST」を 加します。これは、自

然に、徐々に私たち自 の 誌に変換さ

れます。我々は独自のオリジナルの芽か

らの画像と（すべて@berlinibで文書化さ

れている）以前のテスト画像の一つ一つ

を交換してください。この方法の背後に

ある考え方は、我々の 誌のための唯一

の最 のインスピレーションをしたいの

で、我々は我々として私たちを 舞イメ

ージを持つ私 のページを点灯するため

に、ヴォーグ、ヌメロ、ハーパース・バ

ザーやエルマガジンなど私たちのお気に

入りのソースから画像を 択することで

す私たち自 の完全オリジナルの出版物

を作成するために働きます。

それぞれの問 は、このように 発され

、出版の時 （公表時 の私 のウェブ

サイトを参照してください）で、すべて

のコンテンツは、私たち自 です。だけ

にして、「PUBLISHED」スタンプは、

このページの左側に表示されます。

すべての記事や他のテキストは

、最初からオリジナル作品です

。

著作権：すべてのBERLiNiBコンテンツは

誌が、「fashionbloggerフレンドリー

」な方法で著作権です。 

当社のウェブサイトのディレクトリセク

ションで、あなたは、私たちがポストに

見たいの承認の種 をするための一般的

なガイドラインと一緒にrebloggingごと

に写真の準備ができて見つけます。

私たちと一緒に作業したい有能な人

々とファッショニスタは：でお問い合わ

せくださいberlinib@aol.com またはDM

Instagramの上。私たちは、メイクアップ

、モデル、作家、フォトグラファー、ス

タイリストからのお便りを常に いてい

ます

アーティストは、デザイナー、ファッシ

ョンデザイナー、広告主、貢献したい他

の熱狂的なクリエイティブを設定します

。

新しい 誌のように、我々は排他的に

「デジタル」に行くことにしました。ラ

イン機器の上 と偉大な味と私たちの貢

献者の創 的なスキルで、我々は作成し

ます

この枠内で優れた結果。

アリストタコマ{ BERLiNiBの編 者。そアリストタコマ{ BERLiNiBの編 者。そ

のため、多くの場合、カメラマンやスタ

イリストも同様} BERLiNiBはberlinib.co

mで 品質なPDFファイルとして無料で

提供されています。

広告： 

これは、2019 / Cは、BERLiNiBの唯一の

第三の問 です。我々は最初の二つの問

のいくつかの広告を持っていますが、

私たちの最初の目的は、質の いコンテ

ンツを構築し、読者が私たちのInstagra

mのアカウントを じて 誌にアクセス

できるようにしました。この問 では、

2019 / C、我々は広告に一時停止を与え

、代わりにいくつかのより多くの社説を

持っています。これは、私たちの2020 /

出版から始まる、ファッション 誌を補

完徐々により、厳 された、 品質の広

告を含めるための を きます。当社の

期的な目標は、約55ページ、またはま

で捧げることです。半分 誌、私たちの

誌に広告を掲 したい企業にそれらに

アクセスできるように設定されている固

定価格、の広告に。ブランドは、社説を

後援するために私 に 絡することがで

きます（とEDで言及されます。）。

各公 BERLiNiBマガジンの内容は、著作

権スタインヘニングB.ロイシュエイリア

スアリストタコマです。コンテンツ作成

に わる全てのものが（彼らが望むよう

なモデルに名前が付いている）と命名さ

れています。符号なし材料は、エディタ

です。

テクノロジーが含まれています： 

ニコンDFは、ニッコールVR、KDEネオ

ン、Gimpの、LibreOfficeの、FontLibrar

y.org / W [我々はすぐに十分な収入がそれ

を許可するよう商業的にライセンスされ

たフォントを使用する]、およびAndroid

のG15 PMN＆アンドロイド - のx86 / wの

強化ワット/ FedoraのTermux＆ Perlの。

 



でBERLiNiB 

に発表されたberlinibドット

コム、 

ユニバーサルデジタル "デジタル 

用紙フォーマットのPDF、 」フォーマットPDF、 

年に3回は来ます。いくつかの

例外を いて、論説は、それ

らが行われる 序で 誌に

置されています。

ページ番号は、そのA3ページを参照し

てください。 
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かれた記事、より





の12件のトレ

ンド 

FW2019 / 

2020 

ファッション

新しい服、 、スタイ

ルといくつかの大手フ

ァッションのラベルや

デザイナーのも値への

コメント 

ナタリーソフィア、@fashionjud

gment、BERLiNiB流行に

特派員、nathaliesophiajournaliste @ gm

ail.com

。1.惑星保護＆私た

ちの第二の皮膚

より多くの人々が地球の樹木の保護、空気と

水、そして私たちの日常の活動におけるプラ

スチックの森林伐採や 剰使用のマイナスの

影 を考慮するとして、倫理的消費は、ファ

ッションの世界全体の 要性が急増していま

す。ほぼすべての私たちがここにピンポイン

トのトレンドの一つは、この観点からも議論

することができますが、それは全体の話では

なく、環境保護の意味合いは常にカットクリ

アまたは明確なものではありません。たとえ

ば、毛皮と の服に対する動物保護団体の

動以下、多くのデザイナーはフェイクレザー

を使用し始めたが、いくつかは 固に最もの

どの は基本的にplasticbasedされる前提で

本物の の使用を擁護してきたし、最後のも

のは、私たちがしたいです地球を汚染するた

めに余分なプラスチックです。いずれかの方

法で、 のいくつかの種 の形態の第2の皮

膚は、コアのファッションの特徴です

FW2019 / 2020、および は、スタイルや季

節の範囲に合わせて成形することができます

。ルックスがフェミニン からつま先 シャ

ネルやアレキサンダーマックイーンスルーか

らSIESマルジャンとボッテガ・ヴェネタの

、より男性的なバイカーバイブからよりユニ

セックススタイルに及びます。

。2.私は灰色 

ディオールのメンズウェアプリ秋2019のた

めのキムジョーンズコレクションは灰色が当

然のように今シーズンの新ブラック、である

ことが示唆されました。例えば、アクネとド

リスバンノッテンは灰色のさまざまな色合い

が斬新な方法で秋のワードローブに 合させ

ることができる方法を示しています。グレー

のキャプチャでの品質のウールのコート、こ

の要素、そして確実にゴーへのワードローブ

目季節ごとです。

。3.背の いプラット

フォームのかかと

私たちは、プラットフォームのかかと、ステ

ラマッカートニー、ヴェルサーチ、サンロー

ランや他のが好きかどうかは、 

デザイナーラベルは、 択した今シーズンの

のように背の いプラットフォームのかか

とを提示しています。シャネルのFW19のコ

レクションのサポートを 加し、論争を決着

さ：プラットフォームのかかとは、トレンド

です。

。4.シャインブライト

グリッター、メタリック、 きと き。多く

のデザイナーは、このような明るさで暗い冬

の日の点灯を主張します。スタジオ54に触

発されたマイケルコースは、キラキラパーテ

ィードレスを提供しています。バルマンは、

スパンコールやvinylshineと80年代をほうふ

つさせるアプローチを提供しています。サン

ローランは、「グロー暗 の中で」コンセプ

トはファッショナブルになります。確かに、

ほとんどの人は、 切な作業服装であること

をグリッターやスパンコールを考えていませ

ん。しかし、 きの少しは、おそらく、ほと

んどどんなスタイルや機会に組み まれるべ

きであることができます。

。5.インスピレーショ

ンを受けてコート

今シーズンは、我々は、マトリックスにイン

スピレーションを得た のコート、ムートン

ライニング（バレンシアガFW19コレクショ

ン）といくつかを持っています。色のポップ

でいくつか。天気が暗く、濁っている場合は

、それに挑戦！彼のコレクションでは、キャ

ロライナヘレラのウェス・ゴードンは、ホッ

トピンクのコートのためのケースを作ります

。いくつかは、プリントできました。 やか

な色の毛皮を持ついくつか。快 でスタイリ

ッシュな、居心地の良いウールやスタイリッ

シュな毛皮で、品質のコートは、スタイルの

外に出ることはありません。



[続き]

。6.共 の価値と

女性形

ファッションの世界ではまだ一 は「athle

isure」と見える「功利主義」の で挟まれ

て、私たちは懐かし誘発性のスタイルに移行

しています。ここでは、1970年代と1980年

代からの影 を参照してください。繊細かつ

強力なスタイルは、明るい色とシャープなエ

ッジの海での外観をしています。

Pierpaoloピコリのようないくつかの

設計者は、彼らが最初の「共 の価値

」と呼ぶものを入れています。

ロマンチックなスタイルと影 力の

あるバレンチノデザイナーのマスター 

ピコリは最 、私はバレンティーノのための

コミュニティを作成したい」と べました。

私は、オブジェクトのためについては「ライ

フスタイル」は異なる何かを意味します。そ

れは価値観を共有する人たちのことです。

」

バレンティーノは2019既製服ショー秋

異的なショーを じたファッションアイコン

ナオミ・キャンベル、を含むモデルの多様な

キャストを特色にしました。ピコリのバレン

ティーノスタイルはソフトなシルエット、女

性のフォーム、チュールと羽がすべてです

- よりフォーマルな場 に したルックス。

これは、（カンヌ映画祭で今年初めにH＆M

との彼のコレクションを発表しました）ジャ

ンバティスタヴァリのデザインで共振します

。

。7. Giantwear

体にぴったり合ったトレンドから 脱する、

我々は今、文字 り、大きなものに向かって

移動しています。バレンシアガの特大シルエ

ット：無数の例があります。完全フレアやス

カートを ね。袖バルーン。強力な、パッド

入り肩。ラベルは、マークジェイコブス、サ

ンローラン、そのデビューファッションショ

ー含まトモ小泉（ベラ・ハディド、カレン・

エルソンと、グウェンドリン七王国の玉座か

らWesterosの 士が含まれます

クリスティ）。勇敢の場合：フレア、膨大な

ドレス。特大コート：同じ 脈ではなく、よ

りおとなしそうなため。

。帽子にフード8

.

キャスケット、バケツ、ボンネット、Fedo

raの：あらゆる機会のための帽子。フード付

きジャケットは秋にunhoodedコートに置き

換えられますが、ファッショナブルな帽子の

広い範囲でされています。私たちは、このよ

うなザラやマンゴーなどの主要なファッショ

ン・アウトレットとともに、こうしたクリス

チャン・ディオール、バルマン、ヴァレンテ

ィノやシャネルなどのファッションブランド

の中でこれを参照してください。範囲はつば

fedoras、シックなベレー帽とランバンのSo

u'westerが含まれます。

。10 でびっしょり

いなくなって久しい はgawdyとみなされ、

のみを許容した日です。今では、それは価

値があるすべてのための だし、それは確か

に価値がたくさんある：不確実性の危機に瀕

して永 に世界の安定の象徴、そしてその自

然の中

環境が脆弱なようです。 はまた、「現実

」の膨大な楽しい形です。モスキーノのジ

ェレミー・スコットはオールド・ファッショ

ンド現実 によってそれにスピンを与えて

います。ラルフローレンはAltuzarraとセリー

ヌにより出向シックでウェアラブルなアプロ

ーチを示しています。Brockのコレクション

のフェミニンな作品は、現代の女性のワード

ローブの中に古典時代の 力を翻訳します。

。11.スーツ

スーツは、いくつかのバリエーション季節ご

とに、今の季節のカップルのためのファッシ

ョナブルに残っています。この傾向は、スー

ツを強く作業服に 付けられているが、2

020年も続くと予想され、異なるシルエット

や生地は「スーツ」の機会の範囲にスタイリ

ングすることができます。今のスーツを着用

するエキサイティングでファッショナブルな

方法はSpezzatoスタイルです：異なるスー

ツからの成分を混合し、マッチングのための

派手な きのイタリア語。例えば、1は固体

のズボンとヘリンボーンスーツのジャケット

を着用することがあります。

。12.堂々味

赤は秋の中央色で、明るい赤はあなたの り

に色はない場合から 択する多くの色合いが

あります。誰もが、彼らが好きな赤を見つけ

て、中によく見ることができます。自分の肌

のトーンと機能を補完する1。オレンジ色の

ヒントと赤、 のヒント赤赤リーガル、ワイ

ン赤、クランベリー、赤、... 択肢は無 大

です。merlotcolouredスーツ、またはベルベ

ットのドレス：暗い赤はフォーマルな機会の

ための最も理にかなって。
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この社説のファッションモデル：マヤ
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写真家：アリストタコマ

MUA、ヘアスタイリング：ミルト

Departez、@myrto_departez

場所：

TRANZISTOR 

カフェ・Bistrotheque、プシリ、

アテネ

STUDIOのP56、アテネ、@ stud

io.p56

ファッションレーベル：H＆M、

@hm。
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私はカント 「BE "

自分のためにあま

りにもエレガントなこと
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テップを形作りま

す」
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偽物のように、
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シルフ[ 名詞]シルフ[ 名詞]

1.スレンダー、優 な若

い女性

2.要素空気の神話ビ

ーイング

我々の世界

でシルフ

ファッションモデル：ナ

タリーRizou、@natalier

izou



ナタリーRizouナタリーソフィア、@fashionjudg

mentでスタイリストのアドバイスで、スタイルや

アリストタコマで撮影

MUA、ヘアスタイリング：ミル

トDepartez、@myrto_departez

場所：STUDIOのP56、アテネ、

@ studio.p56

ブリーダーGALLERY、アテネ、@the_breeder_

gallery、thebreedersystem.com

ファッションラベル：TATU BY SUELITA、@ta

tu_by_suelitaによってスカート、MANGO、@ma

ngoによってベルト、FOREVER21によって 、

FOREVER21 @、ジャケットなどのH＆M、HM＆



















中に垣 見 

このページのモデルの背景：ステリオスK

aramanolisで「ボイドを再充 」、 

2019インストールビューの礼儀ブリーダー

、アテネ





あります 

紳士服

女性のための新し

いエキサイティングなトレンド？

ナタリーソフィア、@fashionjudgmentこと

で、BERLiNiBファッション特派、nathalies

ophiajournaliste @ gmail.com

ファッションは、何世紀にもわた

って、女性によって支 されてい

ます。 歴史の に、男性はファッションます。 歴史の に、男性はファッション

へのより実用的なアプローチを必要とジョブ

とタスクを引き受けました。武具の儀式服に

、ファッショナブルなメンズウェアは手の

んだ日常の断片を買う余裕が人のために予約

されました。紫、パフビロードの装 袖バー

ガンディと 上着。ファッショナブルである

ことを余裕があった男性は一般的に貴族や王

族に属していました。服はファッションフォ

ワードされるものではなく、社会的地位の象

徴であったいませんでした。

人々が今日そうであるように、現代の歴史の

中で、男性のほんの一握りは本当にファッシ

ョンの冒 心を受け入れました。そのような

個々ました ルイ14世。 バレ個々ました ルイ14世。 バレ個々ました ルイ14世。 バレ

エダンサーとしての彼の背景は彼に多くの芸

術との接触や、ファッションなどの機能芸術

りアンタッチャブルアート作品に された

ことができ美しさに対する感度を、許可しま

した。1700年代には、

ハイヒールは、彼らの社会

的地位を付与することが、

社会のエリートメンバーが

着用しました。 ルイ14世は、彼は着用しました。 ルイ14世は、彼は

フランスの裁判所に赤いハイヒールと赤い

底とハイヒールを導入ファッションにとても

興味がありました。彼は貴族の彼のサークル

に、このような の着用を制 しました。こ

のような行為は、後にヨーロッパの王族の

で 常にファッショナブルになりました。

それは時にファッションの歴史の中で

要な変更をマークしていること 

伊  最初XVIII / XIX cで人気となりました。伊  最初XVIII / XIX cで人気となりました。

とき男性は自分の服に大きな 心を持ち始め

ました。再導入すると、はるかに大きな規模

ジョージ・ブライアンにそうどこアイデアは

ロンドンで生まれた「ボー」Brummellは人

気度に男が特徴のスタイルをカプセル化

彼らのスーツで盛装。 衣服は彼らのスーツで盛装。 衣服は

、多くの場合、これは、他のアクセサリーの

中で、帽子、スカーフ/ネクタイや杖などの

詳細によって強化されました 

自分のスタイルを上

昇 全く新しいレベルへ。昇 全く新しいレベルへ。

ダンディズムは、ピッティ

・ウォモ、フィレンツェで

の住んでいます どこの男性が周りの住んでいます どこの男性が周り

に自分格別なスタイルのために撮影され、認

められ得ることを望ん座ります。いくつかは

、それがコミカルに見えるが、それは確かに

素晴らしい写真を作ると言うでしょう。

い 、全国のファッション と滑 の

ショーは、主に、設計者のほとんどが実 の

男性であったようにwomenswear-皮肉に焦

点を当てました。



[続き]

我々はすでに女性のため

のファッションショーを

持っていました 

1903年、そしておそ

らくそれ以前 私たちは、パらくそれ以前 私たちは、パ

リのオートクチュールのショーを含む場合。

紳士服の等価は2012年これまで待たなければ

なりませんでした

2000年代まで、紳士服の無視を強調してい

ます。

紳士服は、独自のファッション と参加し

て素晴らしいと優秀なデザイナーの不 で、

もはや単なる付け しではないようです。最

も 性の いブランドは、婦人服を同行す

るメンズウェアのコレクションを持っている

か、真剣に検討しています

1を 動します。 年では二つの主要なブラ

ンドはその決定をしました。

プラバル・グルン、

セリーヌと最  

ガブリエラ・ハースト、 最 のガブリエラ・ハースト、 最 の

壮大なバッグで知られます。 

セリーヌのためのエディ・スリマン

おそらくスリマンの最大の設計強度で紳士服

、なし右ではありません。最 、男性のため

のラインを立ち上げた別のブランドが行です

。

紳士服業界は、男性はなく、ために女性の

心の まりの、よくドレッシングにますます

興味を持ち始めているだけでなくので、咲い

ています。婦人服の多くは、サイズ制 によ

る男性のためのオプションはありませんが、

たくさんの 女性は自分のワーたくさんの 女性は自分のワー

ドローブにメンズウェ

アを 応問 はありま

せん。

実 には、女性はしばしば男性から服を借り

ます。 

（我々は彼らを さない時 の多く

、のは正直言ってみましょう）「借

り」されている最も人気のある衣服

Tシャツ、セーターやジャケットがあります

。

年まで、女性は、これらの 目を借りに満

して見えたが、今、彼らは一般的な方法と

して、店舗や購入メンズウェアにアクセスし

てください。そして、なぜありませんか？誰

がレザーパンツとペアで最も美しい方法で、

より多くの女性の作品の に目立つように快

で、特大のシャツを愛していないのですか

？

最大のファッションブランドのいくつかはレ

ディースよりも彼らの紳士服からより多くの

注目と賞賛を得ているようです。

で簡単に見 ルイ・ヴィトンで簡単に見 ルイ・ヴィトン

去 "

そして現在のデザイナー

は、その傾向のTELL-物

語です。 ディオールのためにキム・語です。 ディオールのためにキム・

ジョーンズとルイ・ヴィトンのためのヴァー

ジルAblohは比喩ほこりで、そのcolleaugue

s、婦人服デザイナーマリア・グラツィアC

hiuriとニコラスGhesquireを残して、ファッ

ション業界で波を作っています。確かに両ブ

ランドは、両方の での売上 は 常によ

くやっているが、ないアクセサリーの販売に

よって、それは主に男性よりも女性のために

それ以上に、 動されているという事実を無

視してはありません。

おそらくアプローチを変更する時 である、

または多分これは単にファッションの新しい

規範です。紳士服の多様性の 去の欠如は、

我々は、おそらくドラマ新規および変更の動

向、各シーズンの期待に慣れてきた婦人服の

分 に比べてはるかにエキサイティングな製

品になります。今日では、傾向は主に再ima

ginating 去に、マーケティングや繊維製品

の 新に焦点を当てています。

真のスタイルのノベルティは、一度完全に反

対の性別に婦人服の側 を 用するというア

イデアを循環その多くは、紳士服です。 

紳士服の上昇は

否めないが、女

性はまだ、これ

らの服に良く見

えることも否定

できない

彼らは彼らのためのものか否か。



この社説のファッションモデル： 

magicmstyle-マリレーナ、@magicms

tyle

ファッション写真家＆MUA：ミルトDep

artez、@myrto_departezと@myrto_de

partez _photography

社説テキスト：ミルトDepartez

のパターンのためのインスピレーシ

ョン：@olga_foxによって古典的なポ

スト 

ゴールデンメイクアップこのシーズン：

方法



は時代を してい

ます。、あなたのゴー

へのLBDと同様に

それは上のトレンドとエレガントされるように依

拠することができ、合わせてスタイリングするこ

とができます

殆ど あらゆる機会殆ど あらゆる機会

。

ゴールドとブラックが特にあり

ます 

現時点でファッショナブ

ルな、

メタリックと一緒にと 

ナイロンの き。あなたはすでにそれを行っ

ていない場合は、お化粧バッグにいくつかの

を 加することによって、あなたの美しさ

の視 を広げます。それはあらゆる角度が異

なるため、 は「動きの色」として説明する

ことができます。あなたが試すことができる

ように の化粧を使用して最良の結果を得る

ために、それに時 を与えます。それは理に

かなっている場合は、 気前よく をかなっている場合は、 気前よく を

用します。

スタートとして、1： [1]スタートとして： ]スタートとして： 

健康、清潔、新 な

表情。 



完璧なメイクは肌を準備するため

に 品質の水和を 始します。w

ellblended基盤でフォローし、最良

の結果を得るために右のブラシを

使用します。定義して、このよう

な の のような の特徴を彫刻

、地域に暗いアースカラーを使用

するには、 と、その後、ハイ

ライトを 加するソフト メダル

とふわふわブラシを使用したいと

思います。

[2]あなたのまぶた

に色を 加するこ

とにより、スモー

キーアイを作成し

ます。

（しかし、予めアイシャドウプライマーを

使用します）。

アイシャドウを対照的な右を 択することに

よって、あなたの自然な目の色を強化します

。ファッショナブルな色この季節はあなたが

バイオレットで染色冒 、暗赤色を感じてい

る場合は、暗赤色が含まれますか。



3ブレンド[1]スタートとして： ]スタートとして： 

液体の の 法

を作るために水

と粉の 料。

 

想像します 海の波の日光ダンス想像します 海の波の日光ダンス

明確な夏の日に。これは、この外観の色、形

状およびエネルギーの感覚を与えます。まぶ

たやアップにこれを 用します。



[ 4]あなたのまつげに[ 4]あなたのまつげに

、ほんの少しの を

用します そして、あなたの眉用します そして、あなたの眉

毛の中心インチ あなたが点滅するたびに、

光があなたを照らすとき、あなたは意志

く！



ゴールド（お

よび他のエキ

ゾチックな

属）：ファッ

ション/政治

/経済 

世界 "

のための は、新たな みに

している：6つの理由を 

テキスト：アリストタコマ

ファッションは、理想的に先行し、常に移動

して、常に新しいことになったが、フォロー

する人のために十分に 接しています。最先

端の文化の一種として、それはとりわけ、あ

ります、 若者が次に行くしようとります、 若者が次に行くしようと

どこに視覚的なコメント、 すなどこに視覚的なコメント、 すな

わち、今日のニュースの意味合いが吸収され

たとき。 

あなたが何か見たときに、次のシーズンの

ファッショントレンドを見ている知ってい

る「奇妙に、それが動作します」。 

い傾向より続く形で、より深い 流があり

ます。さんは「湾ストリーム」と呼んでみま

しょう。これらはあまりにも変化するが、よ

り永続的です。ファッションだけでなく、世

界がどのように、しかし、どのような世界が

にしがみついて反映しています。それはなお

さら2019年貴 属 期である時に比べて

対しがみついていることの一つ。

あなたは いなくありません、多くの 属

は、この-デスクトップコンピュータ、ラッ

プトップまたはハンドヘルド読むために今使

用してデバイスを-、あなたは光沢のある

属の形でどこにでもあると言う方程式の片側

を取得していることに 加します。彼らは、

、あるいは実 の 属である必要はありま

せん。彼らはブラックメタル、深いオレンジ

色のシルク、多くのキラリと光る 属または

ほぼメタリック色の混合物であってもよいが

、テーマが明確です。

ここでは6つの偉大な理由があります とここでは6つの偉大な理由があります と

他の 属は、世界のファッションシーンに

とても 力的である理由

たった今：

[1]お札は競争を持っています。

文化に浸 し、世界的な 貨のようなものを

新しいものを作成し、ユニバーサル 貨：前

に、ドルは「お札」でした。今ではそれが協

力していないか、あまりにも強い成 してい

るという大国に君臨するために使用貿易の武

器であり、2020年に再 を支援するために

米国政府が使用する武器です。原則的に、ド

ルを印刷した者は、ホワイトハウス担当のも

のとは異なるものの、区別が 出された 源

からのツイートや誤解を招くような宣言の

多によって浸 されています。

政治的に言えば、 はドルよりも中立的です

。多数の

ゴールドスタンダードは、1970年代に残っ

ていたため、国は、初めて で獲得したすべ

てのペニーを費やしています。マレーシア、

ロシアと中国は を買いだめしています。ス

ペクトルのもう一方の端には、ドイツなど他

の国では、 の時流にジャンプするには

心がほとんどを持っているようです。

/ 2 / 気自動 やスマートフォンは

、エキゾチックな 属の範囲を必要

とします

世界の大国の で不均一に分布されている機

能への化学物質。これは、自由世界貿易、貿

易戦争から自由と米国からの自由の時代だっ

たら

「 税男性自 を呼び出す大統 、 要だっ

なかったでしょう。さて、地質学は、突然、

allimportantのすべてです。いくつかの国は

、中国のように、これらのものの世界の生産

を絞ることができます - これらの製品が作ら

れていますどのように、さらなる技術 新が

あり、少なくともまで。いわゆる「レアアー

ス」のいくつかは、主に中国で発見され、世

界の 池のリチウムのみが少数の国で発見さ

れています。

ここでのキーワードは、 のためとして、

「 属」です。

初めて3[1]スタートとして： ]スタートとして： 

1960年代と70年代以来、 地球上の1960年代と70年代以来、 地球上の

核兵器を含む政治threattalkとフェーズがあ

ります。これは、少なくとも潜在意識のレベ

ルで、につながることは けられない恐怖は

、人生をより恒久的かつ永 思われてしまう

ものに増加した添付ファイルにその発現を持

っています。これは、ヴィンテージの要素の

ために、 など不朽の、このような時代を

したシンボルの両方feverent 心につなが

ります。



[続き]

/ 4 / Earthaware。 1/ 4 / Earthaware。 1

960年代以来初めて、このような汚染など人

の影 が修復不可能惑星を台無しにし、私

たちの個人的な生活は、私たちの周りの世界

のためのより大きな責任を反映するべきであ

るということであるという成 の感がありま

す。例えば、菜 は惑星の資源の少ない消費

を伴うため、惑星の支援で投票する赤肉を

べていないの各曜日を考える多くの人々があ

ります。

しかし、主に大規模な工業コマースから戦争

に、環境問 を無視する活動の増加する勢い

で、多くの人々は、原子兵器と世界の戦争に

ついての既存の不安に 加して、地球の将来

について不安感を感じます。これは、 や

属などの安定性と耐久性のシンボル、人の添

付ファイルに貢献しています。

/ 5 /それは宝石になると、 はダイ

ヤモンドの上に勝つチャンスがある

かもしれ 「良い生活」を象徴するというかもしれ 「良い生活」を象徴するという

観点インチ 紳士は を好む古典的な1953

のフィルムでは、マリリン・モンローは、有

名な「女の子の親友」としてダイヤモンドを

説明しました。第二次世界大戦、ちょうどガ

ラスの破片のように見える富 与ノーカット

ダイヤモンドを、 するstealthiestのいず

れかの方法の に。彼らは検出されない装

品やクロスボーダー安価であるかのように彼

らは、 製のタバコの箱や缶に接着すること

ができます。彼らの価値は、時には数百万ド

ルを上回り、任意の大きなダイヤモンドのベ

ンダーには明らかで、特に場合でしょう

所有者は、よく知られた誰かでした。例えば

、20世紀のノルウェーの服のデザイナーや

アーティストフェルディナンド・フィンがか

つて会ったと言われて

ココシャネル 戦時中の で。彼女との会ココシャネル 戦時中の で。彼女との会

話の に、彼は彼女が「若い男が、ノーカッ

トダイヤモンドは富を するための最良の

方法です、覚えておいてください」と答えた

ために装 としてガラスを砕いているように

見えたかの彼女の 択、で混乱を表明しまし

た。

しかし、ハイグレード工業用「ダイヤモンド

は」でも専 家が簡単に本物と区別できない

ほどうまく製 されています。ゴールドは、

このような脅威を えて残っているので、そ

れは、いくつかの方法で、富のより永続的な

象徴と考えられることができました。人々は

火星と木星の の小惑星のベルトから 満た

された小惑星を収 するための技術を 発す

るまで、 はおそらく、現在の値札で、 常

にソート後に残ります

100グラムあたり数千ドル。

もちろん、一種の（ダイヤモンドはまだ 価

であり、業界では、真正性の証明書を使用し

て天然ダイヤモンドの信 性を維持しようと

二つの異なるクラスに工業用ダイヤモンド業

界からの天然ダイヤモンド業界を分 するこ

とにより、さ

んでビジネスや経済）。市場はさえ専 家

がそれらを れて言うことができない、この

ような 品質の人工ダイヤモンドの質 によ

って浸水する前に、しかし、それだけで時

の問 かもしれません。恒久的に既存のダイ

ヤモンド 命の価格を下げる可能性があるこ

のようなイベント。

我々はまた、 の価格はsimarly宇宙探査に

よって挑戦されてどのくらい前に、求めるこ

とができますか？これは、その後、そこに浮

動 の価値がドルのquintillionsがスペースに

アクセスできるようになるので、いわば、人

が採掘小惑星を実現可能にする技術を 発

している場合に発生する唯一の可能性があり

ます。

私たちは だと思うものは何でも、スペース

経済は、今後数十年で、より多くのファッシ

ョンを支 する可能性があります。モルガン

・スタンレーは最 、2040年、宇宙の経済

は兆ドルの事件になると予測しました。

プラスチック

との必要な破

壊のシンボル

として/ 6 /

。 ゴールドは、プラスチック製の問。 ゴールドは、プラスチック製の問

の解決策ではなく、使い捨てのプラスチック

製品の不注意な大規模な工業生産以外の何か

を象徴しています。そこで、 属は、少なく

ともこれらのhardwaring材料が異なる点を象

徴する、プラスチック材料の汚染の問 を解

決しないかもしれないが。より多くの正方向

にも漠然としかアイコンなどの場合。

それにもかかわらず、ファッションのた

めに、そのパラドックスを持っています パめに、そのパラドックスを持っています パ

ラドックスは芸術を 舞します。 だラドックスは芸術を 舞します。 だ

から、プラスチックのような変態ダンスウェ

アやファッションシーンでプラスチックの使

用などのプラスチック製の服が人気が急増し

ている、環境のためにますます負の課 とな

っています。



この社説のファッションモデル：エラミカエ

ラ、@ela_michaela_official

アリストタコマで撮影

MUA、ヘアスタイリング：ミスIsabella

Lia、@ my.beauty.garden

場所は次のとおりです。Amritインド料理

、Oranienstrasse、@amrit_berlinを

美しさ

の 上で 

クロイツベルク

ラベルが含まれます：H＆M、ZARA @hm、

@zara GINAトリコット、@ginatricot

この＆以下の社説は、クロ

イツベルクで撮影されてい

ます。

ベルリンの壁が落ちた

とき、クロイツベルク

は偉大な多様性と自由

奔放な創 センターへ

の前哨基地から変更し

ました。





























この社説のファッションモデル：伊賀

Kokocinska、@igakokocinska

アリストタコマで撮影

MUA、ヘアスタイリング：SUヘア＆メイ

クアップアーティスト、@ suna.kecis

場所 

メーカーRamboya、Wrangelstr

asse、クロイツベルク、ベルリ

ン、@ramboyastudio

優 な

パーティーのために

ラベルが含まれます：WEは、RECKLE

SS ARE @wearerecklessclothing

G STAR RAW、カルバンクライン@

gstarraw、@calvinklein

ZARA、@zara @adidas A

DIDAS、

















TNS

{TRUE

ナンセンスセクション}

フィクション税 。アリストタコマに

よる描画

以下のためのSchlon

goLingo 

Qyeens＆Pryncesses

よく知られている言語教育アプリケーション

DuoLingoは、いくつかの新 な競争を持っ

ています。ヨーロッパlanguagelearnersのグ

ループがDuoLingo言語を教えるために使用

するフレーズにインスピレーションを発見し

ました。例えば、そのinapp英語コースから

：私は来ています！あなたは来ています！H

E / SHE / ITが来ています！我々は、すべて

の来ています！この最後の文は-もののDuo

Lingoは確かに意味します

新しい、ファッショナブルなpolyamorous

団に属する因果 屋を るポスターと最もf

amilyfriendly方法-共振でそれ。

最終的に資 を調 するためにクラウドファ

ンディングを使用してインスピレーションを

得たヨーロッパのグループは現在、ソートの

カルト現象、「Schlongolingo」のアプリが

何であるかを作るためにプログラマを従事し

ました。査読は、「並行宇宙のDuoLingo

」としてそれを説明してきました。実 Du

olingoのフレーズにほぼ全 的に繁栄するが

、創 大人のコンテキストに合わせて再フレ

ーミングアプリは、あります

した、彼らが言うように、「新しい言語に

兼したい」人のために。

SchlongoLingoチームによると、研究は、人

の脳は、この事実を否定しようとするとの

セックスに専念80％と20％の献 的である

ことを示しています。彼らは、語学コースは

、心の動作方法を補完し、コールアウト、既

存の指導方法で、 する欠 を するこ

とを目指すべきであると主張しています。

現代ドイツ語単語「schlong'、特に呼び

出すことができるもので有用で 『景福宮

サイズ』 

具体的には、特大のコンドームを必要とする

1人の男性の解剖学の特定の 分を記 する

ために使用されるドイツ語の多くの単語の一

つのコンテキストは-です。SchlongoLingoの

良い人は、アプリが差別や好みずにサイズや

国籍のすべてのバリエーションをカバーして

確認しました。

単語「景福宮」については、私たちが正確で

あるとコンドームのためとして、景福宮のサ

イズは、幅の さと景福宮の大きさでありま

すし、私たちは「景福宮」と言うとき、それ

は/のいずれかを意味/または、または多分両

方できる、としましょうそして。この流行の

スペルミスは、最初のNYCの地下 での広

告に登場している可能性があり、以来、地下

のgenderequalisingのポスターにつながっ

ている（現実のスライバーにこのTNS列を接

続するには、このgenderequalising広告はま

だによって承認されていませんでしたこれを

書いている時点で、NYCの地下 の取締役

会）。提案された広告がで製 されています

メーカー米国の女性のためのおもちゃ "。私

たちは、それが概念フレームか想像すること

ができます：「女性のための大人のおもちゃ

：あなたはそこPryncessかQyeenしているか

どうかは、私たちと一緒に乗る！」、おそら

くのような言外の意味で：「！地下 よりも

優れVybrates」

私は話を戻そう。私たちはSchlongoLingoに

戻り、所有格代名詞にそのレッスン5Bでの

ぞき見てみましょう。

流暢Germanspeakerは、知っているように

「のIchビンシュトルツアウフを..」「私は誇

りに思っています」、および「ER / SIE / E

S」「彼/彼女/それ」に変換する変換します

。 

ICHビンシュトルツアウフmeinen Schlong：

だから、ドイツ語初心者のために、Schlong

oLingoは、これは「ホットドイツ」のコアに

理想的な経 であることを示唆しています！

DU BISTシュトルツアウフdeinen Schlong！

ER / SIE / ES ISTシュトルツアウフ 年/ ih

ren / Schlong 年！WIRシンドALLEシュト

ルツアウフunsere Schlonge！男女のニュア

ンスに敏感である任意のリーダーは、女性の

みに焦点を当てて3行目、気づくでしょう。

SIEイストのストルツアウフihren Schlong：

このフレーズから、我々は次のフレーズを抽

出することができます！

さえしようとせず、SchlongoLingoアプリは

性別に する混乱の年 を し、言語だけ

でなく、LGBTQIAコミュニティが年 の

信しようとしてきたものを少し教えていない

だけ。
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