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Rodeo Drive Co., ltd.

3-53-11 1F Sendagaya Shibuya Tokyo151-0051 tel:03-5775-7343 fax:03-5775-7384

ABOUT:
Initium はミュージシャン、アーティスト、デザイナーなどモダンカルチャーを先導するクリエーター達に向けた、カリフォルニアのオレ
ンジカウンティーを拠点としたプレミアム・アイウエアーブランドです。２００２年の設立以来、デザイン（ファッション性）とクオリティー
（テクノロジー）の両面を追及したものづくりを行っています。生産はイタリアを代表するアイウエアーメーカー、「サフィロ社」。
現在はアメリカ、日本を始め、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、台湾、韓国など多くの国々で販売されています。

Designer:
Darin Dennee(ダリン・デニー)・・・・アクションスポーツ（ＡＳＲ）の前雑誌発行人兼マーケティングディレクターを経て、Initium を
設立。Initium（イニシウム）はラテン語で「始まり」や「起源」を意味します。ミュージシャン、音楽のあるライフスタイルに向けた世界
初のアイウエアーコレクションブランドとして成長していくことが自身のビジョンの一つです。また、Initium はデザイナーのダリンが敬
愛する MISFITS のグレン・ダンジグが解散後スタートさせたバンド、「SAMHAIN」のファーストアルバムのタイトルでもあります。
MISSION:
Initium はミュージシャンを始めとする世界のクリエーター達から愛されるラグジュアリーなアイウエアーブランドになることを目標とし、
活動しています。また単なるアイウエアーブランドとしてではなく、文化を創造していくクリエーター達の良きパートナーでありたいと願
っています。

MUSIC:
Initium はバンドやレコード会社と協力し、彼らからのフィードバック（意見や要望）を取り入れながら製品の製作を行っています。
これまでに、Cold War Kids, Death Cab for Cutie, Deftones, Weezer, Chris Cornell, Mando Diao, ZZ Top, Bruce
Springsteen, Oasis, Metallica, Rich Boy, Kanye West, The Beastie Boys, No Doubt, Louis XIV, The Stills, Green
Day, Alkaline Trio, Black Eyed Peas, Velvet Revolver, Sahara Hot Nights, The Streets, The (International) Noise
Conspiracy, Linkin Park, The Soundsなど数多くのアーティストがInitiumと関わってきました。ダリン自身も彼らの音楽を聴き、
アーティスト達もInitiumのファンとしてブランドの普及活動の一端を担っています。また、Initiumはプロモーションの一つとして定期
的にコンピレーションCDアルバムをリリースしています。

MEDIA:
GQ, Surface, Elle Girl, Time Out New York, Vice, Accessories, 20/20, Eyecare Businessを始めとするアメリカの国内誌
やMTV, The American Music Awards, the Grammy AwardsなどのTVやイベント、また日本でもThe COVER magazine,
MEN’S JOKER, Safari, arなどの雑誌やＴＶ、映画などで取り扱われています。

私たちはお客様が Initium のスピリットに共感し、Initium のアイウエアーがライフスタイルの一部になることを願っています。

www.initiumeyewear.com

設立以来、INITIUM はアイウエアーにおける「ファッション性」と「テクノロジー」との融合を追及し、その両方を兼ね備えたアイウエア
ーブランドとしてその地位を確立してきました。POLAR EQ®レンズは最先端のテクノロジーを駆使し、快適性を求めた高品質の偏
光レンズです。

イコライザー（通称 EQ）はレコーディングスタジオなどで使われる演奏中の余分なノイズ（ペダル音など）取り除き、理想的なサウン
ドに仕上げるための装置です。Initium POLAR EQ®ポラライズドレンズはこのイコライザーのような働きをします。ギラギラした太陽
光の反射などを一定方向に整理し、快適でクリアーな視界を実現します。

太陽による反射光は生活の至るところで発生します。ビル、窓、水面や運転中の道路からも反射光は発生します。こうした反射光
は目にストレスを与え、目の疲労へ繋がります。また、正確な視界情報も得ることが出来ません。偏光レンズのすぐれた点は、四方
八方に振動しながら進む光を偏光レンズのフィルター（偏光板）によって一方向に整理する事で、まぶしさやギラツキやにじみを抑
える事ができる点です。
POLAR EQ® (偏光レンズ)は特殊なフィルターをレンズの素材で挟み込んだレンズです。挟み込む素材によりガラスレンズとプラス
ティックレンズに分けられます。

POLAR EQ®レンズは INITIUM ライフスタイルコレクションとメタ
ルコレクションの一部のアイテムに使用されています。
真夏の強い日差しは、まぶしいハレーションを引き起こし、疲
れ目の原因になります。レイヤーになった偏光フィルムが乱反
射によるギラつきや有害な紫外線などからあなたの目を守り、
クリアーな視界を実現します。
耐擦傷コーティング、100% UVA, UVB プロテクション。すべて
ハンドコートによる仕上がりになっています。

POLAR EQ+は INITIUM プラチナコレクションに使用されてい
る高品質の偏光レンズです。最高の耐衝撃性を誇るポリカー
ボネイト(PC)製レンズを採用。温度変化にも強く、スポーツ用
サングラスとして多く用いられます。また、超軽量であるのにガ
ラスレンズのような透明感のある鮮明なビジョンを確保します。
耐擦傷コーティング、100% UVA, UVB プロテクション、反射防
止コートを施し、更なるクオリティーの向上を実現しました。

ファッション性を向上させる為に使用されるグラディエント（グラ
デーション）レンズと偏光レンズを組み合わせた POLAR EQ
DUO-GRADIENT レンズ。INITIUM プラチナコレクションに採
用されています。通常、グラディエントレンズと偏光ポラライズド
レンズは分けられて販売されていることが多いのですが、偏光
レンズの性能を損なうことなく更に、ファッション性を高めた究
極のレンズです。POLAR EQ+レンズ同様の耐擦傷コーティン
グ、100% UVA, UVB プロテクション、反射防止コートを施した
高品質のレンズです。

INITIUM PLATIUM COLLECTION はリッチなイタリアンアセテートを使用した高品質のプレミアムコレクションです。レッドカー

ペットを歩き、パパラッチのカメラフラッシュの中を掻い潜るスター達のピクチャーが思い浮かぶような洗練されたデザインで
す。すべてのレンズに POLAR EQ DUO-GRADIENT®(ポラライズド・デュオ・グラディエント)、または POLAR EQ+®レンズを
採用。ポラライズド（偏光レンズ-光学用レンズで日光の反射によるぎらつきや歪みを抑え、クリアで快適な視界を実現しま
す）とグラディエントレンズ（ファッション性を高めるために、染色に連続的な濃度勾配を与えたハーフ染色によるハーフカラ
ーレンズ又はぼかしレンズ）のコンビネーションによる高品質のレンズです。レザーハードケースとマイクロファイバーのソフトケ
ースが付き、あなたの大切なサングラスを守ります。

（P）=偏光レンズ

Siamese Dream（サイアミーズドリーム）はライフスタイルコレクションの La Guardia の姉妹的なスタイルで、女性人気 No1 のモデルです。フィットの良いテンプルは
紫外線からの保護にも優れ、多目的にご使用いただけます。レンズには POLAR EQ DUO GRADIENT レンズを使用しています。
「Siamese Dream」はスマッシング・パンプキンズの 2 作目のアルバムタイトルです。

SD-001

¥35,000

SD-002

¥35,000

SD-003

¥35,000

SD-004

¥35,000

フレーム：black horn

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：tokyo demi

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

Escape はプラチナコレクションに新たに加わった熱狂的なサングラスファン向けのスタイルです。リッチなアセテートを使用したボディーとニッケルシルバーのワイヤ
ーをコンバインしたユニークなスタイルです。「Escape」はハードロックバンド、Journey が 81 年にリリースしたアルバムタイトルです。

ES-001

¥36,000

ES-002

¥36,000

ES-003

¥36,000

ES-004

¥36,000

フレーム：black horn

フレーム：black/blue-brown

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

Rodeo Drive Co., ltd. 3-53-11 1F Sendagaya Shibuya Tokyo 151-0051 tel: 03-5775-7343 fax: 03-5775-7384

パンクとファンクの要素を兼ね揃えたフレームデザイン。亡きジョー・ストラマーもきっと気に入ってくれたことでしょう。London Calling は入り組んだアセテートを使
用し、マスクのようなユニークなフロントデザインに仕上げています。「London Calling」はセックスピストルズと並ぶ伝説のパンクバンド、クラッシュの代表作です。

LC-001

¥33,000

LC-002

¥33,000

LC-003

¥33,000

LC-004

¥33,000

フレーム：black horn

フレーム：red havana

フレーム：olive havana

フレーム：yellow horn

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：green(P)

レンズ：brown gradient(P)

LC-006

LC-007

LC-008

LC-009

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

フレーム：brown horn

フレーム：blue brown

フレーム：black/blue-brown

フレーム：tortoise brown

レンズ：brown(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：green(P)

90 年代のロックシーンを代表するミュージシャン、オアシスのギャラガー兄弟（ノエル・ギャラガー、リアム・ギャラガー）にインスパアされた Morning Glory。ティア
ードロップ型のフロント部分には金属版を張り付けたブリッジを使用。ニッケルシルバーを軽量化したオリジナルテンプルはフィットにも優れています。
「Morning Glory」はオアシス 90 年代の代表作です。

MG-001

¥35,000

MG-002

¥35,000

MG-004

¥35,000

MG-005

¥35,000

フレーム：black horn

フレーム：olive havana

フレーム：blue brown

フレーム：tokyo demi

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：green gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

MG-006

MG-007

¥35,000

¥35,000

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：tortoise brown

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

Superunknown は 70 年代後半のビンテージルックスを Initium のフィルターを通して再現。角張ったシルエットが特徴的で Initium のプラチナコレクションの中で
も人気モデルの一つとなっています。また、ＲＸレンズにも対応したフレームになっています。
「Superunknown」はロックバンド、Soundgarden の名盤です。

SU-001

¥35,000

SU-003

¥35,000

SU-007

¥35,000

SU-008

¥35,000

フレーム：black horn

フレーム：olive havana

フレーム：black/blue-brown

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：green gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

SU-009

¥35,000

フレーム：blue-brown
レンズ：brown(P)

大胆でセクシーなフォルム。Sticky Fingers はダブルブリッジの 蝶ネクタイ のようなシルエットです。男性にも女性にもお使いいただけます。ブリティッシュロックバン
ド‘BUSH‘のフロントマンを務めるギャヴィン・ロスデールと妻のグウェン・ステファニーも愛用しています。
「Sticky Fingers」はザ・ローリングストーンズの 71 年の名盤です。

SF-001

¥33,000

SF-002

¥33,000

SF-003

¥33,000

SF-004

¥33,000

フレーム：olive havana

フレーム：yellow horn

フレーム：blue havana

フレーム：red horn

レンズ：green gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

SF-005

SF-007

SF-008

SF-009

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

フレーム：green horn

フレーム：black/ivory

フレーム：black/blue-brown

フレーム：black horn

レンズ：green(P)

レンズ：gray(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

SF-010

¥33,000

フレーム：tortoise brown
レンズ：green gradient(P)

Folsom はジョニー・キャッシュ（2003 年に死去したアメリカ音楽史における重要人物でカントリー、ロック歌手・作曲家。黒服の着用と振舞いから"Man In Black"と
いうニックネームで知られています）へのトリビュートとしてデザインされました。刑務所での演奏のため、‘68 の黒のキャデラックリムジンの後部座席にサングラスをか
けて座るジョニーの姿を想像してデザインしました。
「Folsom」はアメリカ音楽史伝説のミュージシャン、ジョニー・キャッシュがライブを行った、Folsom Prison（フォルサム刑務所）から由来しています。

FO-001 ¥36,000

FO-002 ¥36,000

FO-003 ¥36,000

FO-004 ¥36,000

FO-005 ¥36,000

フレーム：black horn

フレーム：black/blue-brown

フレーム：blue brown

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：green(P)

プラチナコレクションの中で稀少な８カーブの人気モデルです。
「October」は U2 の 81 年リリースのアルバムタイトルです。

OT-001 ¥33,000

OT-002 ¥33,000

OT-006 ¥33,000

フレーム：black horn

フレーム：red havana

フレーム：blue brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown(P)

プラチナコレクションからの数少ない８カーブモデル。厚みを抑えたレンズに小ぎれいなフレームデザインはビースティーボーイズのアダム・ホロビッツにインスパイアさ
れています。フェルト地のハットやニット帽などに合わせられるようにデザインされています。
「Check Your Head」はビースティーボーイズの代表作です。

CH-001

¥36,000

CH-002

¥36,000

CH-003

¥36,000

CH-004

¥36,000

CH-005

¥36,000

フレーム：black horn

フレーム：red havana

フレーム：olive havana

フレーム：black/blue-brown

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：green(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown(P)

太くはっきりしたシルエットが特徴的「Revolver」。ビンテージなルックスに最新のテクノロジーを搭載したスタイリッシュなモデルです。
「Revolver」はビートルズ、伝説の一枚です。

RV-001

¥35,000

RV-002

¥35,000

RV-004

¥35,000

フレーム：black horn

フレーム：red havana

フレーム：red horn

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：gray gradient(P)

RV-007

RV-008

RV-018

¥35,000

¥35,000

¥35,000

フレーム：black/blue-brown

フレーム：tortoise brown

フレーム：brown horn

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

Rio はグラマラスなシルエットで女性にお勧めしたいサングラスです。POLAR EQ DUO GRADIENT レンズを搭載したビッグフレームは強い日差しから大切な目を
守ります。また、パーティーやクラブ帰りなど目の周りを隠したい時などにも活躍します。
「Rio」はデュランデュラン 82 年リリースのセカンドアルバムのタイトルです。

RI-001

¥33,000

RI-003

¥33,000

RI-004

¥33,000

フレーム：black horn

フレーム：blue havana

フレーム：amber/ivory

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown gradient (P)

レンズ：brown gradient(P)

RI-006

RI-007

¥33,000

¥33,000

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：tortoise brown

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：green(P)

1984 はプラチナコレクションの中でも細めのシルエットで、ダブルブリッジとテンプルに施されたディテールがアクセントになったモデルです。
「1984」はヴァン・ヘイレンが 84 年に発表した彼ら 6 作目のアルバムタイトルです。

83-001

¥34,000

83-003

¥34,000

83-004

¥34,000

83-005

¥34,000

フレーム：black horn

フレーム：amber horn

フレーム：tokyo demi

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：green gradient(P)

Ten は元々Initium が東京のビジネスパートーナーの為に作りました。プラチナコレクションの中でもクラシックなモデルで現在も多くのファンに愛され続けています。
「Ten」はパールジャム、91 年の名盤です。

TN-001

¥34,000

TN-002

¥34,000

TN-003

¥34,000

TN-004

¥34,000

フレーム：yellow horn

フレーム：blue havana

フレーム：red horn

フレーム：green horn

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：green gradient(P)

TN-005

TN-006

TN-007

¥34,000

¥34,000

¥34,000

フレーム：striated pearl

フレーム：black/ivory

フレーム：black/blue-brown

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray(P：ガラスレンズ)

レンズ：brown gradient(P)

2008 年、Initium のプラチナコレクションに新しく加わった British Steel は、リッチなアセテートにメタルのブローバーを合体させた斬新なフォルム。ニッケルシルバー
のテンプルにはアセテートの飾りを加えモッズテイストなフロントデザインに花を添えます。
「British Steel」はジューダス・プリーストの歴史的名盤です。

BS-001

¥36,000

BS-002

¥36,000

BS-003

¥36,000

BS-004

¥36,000

フレーム：black horn

フレーム：blue-brown

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：tortoise brown

レンズ：gray gradient(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：brown gradient(P)

レンズ：gray gradient(P)

ID-001

¥38,000

ID-006

¥38,000

ID-020

¥38,000

フレーム：black horn

フレーム：brown ale

フレーム：crystal clear

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：gray(P)

INITIUM METAL COLLECTION は INITIUM のメタルフレームシリーズで、ビンテージルックにモダンツイストを加えたクール

なデザインが特徴的です。INITIUM オリジナルの「クロスヒンジ」や「スプリングローデッド・フレックスヒンジ（スプリング内臓型の
ヒンジ）」を搭載した個性豊かなラインナップ。アルミニウムのハードケース、マイクロファイバーのクロス付きです。

（P）=偏光レンズ

「Big Blind」はポーカー用語でカードを見る前にポストしなければならない 強制ベット を意味します。メタルシリーズの中でも８カーブで比較的大きいレンズが特徴
的です。Initium のロゴが刻印されたブローバー、シリコンノーズパッド、レザーテンプルパッド、そして POLAR EQ レンズを使用しています。

BB-001

¥30,000

BB-002

¥33,000

BB-003

¥30,000

BB-004

¥30,000

BB-005

¥33,000

フレーム：yellow gold

フレーム：polished silver

フレーム：polished silver

フレーム：polished silver

フレーム：gunmetal

レンズ：brown gradient

レンズ：brown(P)

レンズ：chrome/mirror

レンズ：gray gradient

レンズ：brown(P)

「Supernaut」は Black Sabbath が 72 年にリリースしたアルバム、「Vol. 4」に収録されているタイトルです。メタルコレクションの中でも急進的なデザインが特徴の
「Supernaut」はアセテートのブローバー、クロスヒンジ、モノ・ノーズパッド（シングルノーズパッド）、べイヨネット・テンプル（ストレートテンプル）をフィーチャーしたフィッ
トに優れたモデルになっています。スヌープドッグやスーパーモデルのハイジ・クラムなどジャンルを問わず愛されています。

SN-001

¥27,000

SN-002

¥27,000

SN-003

¥27,000

SN-004

¥27,000

SN-005

¥27,000

フレーム：yellow gold

フレーム：yellow gold

フレーム：polished silver

フレーム：polished black

フレーム：gunmetal

レンズ：brown gradient

レンズ：green

レンズ：gray gradient

レンズ：gray

レンズ：copper

Rodeo Drive Co., ltd. 3-53-11 1F Sendagaya Shibuya Tokyo 151-0051 tel: 03-5775-7343 fax: 03-5775-7384

ポーカー用語の all-in：オールイン （持っているチップを全て賭けること）から由来しています。メタルコレクションの中で最もパワフルでユニセックスなモデルとなっ
ています。アイザック・ヘイズが７１年にリリースした“Black Moses”からインスパイアされ、ビンテージテイストをアレンジし、未来的な新しいフォルムを誕生させまし
た。スプリングヒンジ、シリコンノーズパッド、POLAR EQ レンズを使用しています。

AI-001 ¥22,000

AI-002 ¥25,000

AI-003 ¥25,000

LC-004

¥25,000

フレーム：yellow gold

フレーム：yellow gold

フレーム：brushed metal

フレーム：brushed metal

レンズ：brown gradient

レンズ：brown(P)

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

AI-005 ¥25,000

AI-006 ¥22,000

フレーム：gunmetal

フレーム：polished silver

レンズ：gray(P)

レンズ：gray gradient

1942 年オープンのロンドンにある老舗のクラブ「100 Club」へのトリビュートとして作られました。セックスピストルズ、クラッシュ、ダムドなどパンクムーブメントの中心
的なバンドやローリングストーンズ、メタリカやクーラシェーカーなどの有名ロックバンド達が 100 Club でプレーしてきました。Initium のクロスロゴを使用したオリジナル
のヒンジ、シリコンノーズパッド、POLAR EQ レンズを使用。また、RX レンズにも対応しております。

CL-001

¥21,000

CL-002

¥24,000

CL-003

¥24,000

CL-004

¥21,000

フレーム：yellow gold

フレーム：brushed metal

フレーム：polished silver

フレーム：tokyo demi

レンズ：brown gradient

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：gray gradient

CL-005

¥21,000

フレーム：ivory white
レンズ：gray

オリジナルロゴとスターマークが入ったカスタムテンプルヒンジを採用し、レンズ部分がシールド状になった個性的なモデルです。「Fillmore」はサンフランシスコにあ
る歴史的なライブハウスです。60 年代はサイケデリックやカウンターカルチャーの中心的となった場所で、ピンクフロイド、レッドツェッペリン、ドアーズ、ザ・ドゥービーブ
ラザーズ、ジャニス・ジョップリンなどがここでプレーしました。

FI-001

¥24,000

FI-002

¥24,000

FI-003

¥24,000

FI-004

¥24,000

フレーム：polished silver

フレーム：polished silver

フレーム：polished black

フレーム：gunmetal

レンズ：brown

レンズ：gray

レンズ：gray gradient

レンズ：green

Initium のメタルコレクションの中心的なスタイルです。ペリー・ファレル、スラッシュ、ブルース・スプリングスティーン、キッドロック、アヴェンジド・セヴェンフォールド、
ジョージ・クリントンなど多くのアーティストが着用しています。スプリングヒンジ、シリコンインジェクションのノーズパッド、POLAR EQ レンズを搭載したスタイリッシュでフ
ィット感に優れた商品です。

CK-001

¥22,000

CK-002

¥25,000

CK-004

¥22,000

CK-005

¥25,000

CK-006

¥25,000

フレーム：yellow gold

フレーム：yellow gold

フレーム：polished silver

フレーム：brushed metal

フレーム：brushed metal

レンズ：brown gradient

レンズ：brown(P)

レンズ：chrome/mirror

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

CK-007

CK-011

¥25,000

フレーム：gunmetal
レンズ：green(P)

¥22,000

フレーム：polished silver
レンズ：green/brown

「Nighttown」は U2 と同バンドについて書かれた著書 “At the End of the World”からインスパイアされ、ボーノとバンド U2 へのトリビュートとして作られました。
スプリングヒンジ、シリコンノーズパッド、POLAR EQ レンズを使用しています。

NT-001

¥22,000

NT-003

¥25,000

NT-006

¥22,000

NT-007

¥25,000

フレーム：silver (matte)

フレーム：copper(metal)

フレーム：gunmetal gray

フレーム：gunmetal gray

レンズ：gray

レンズ：green(P)

レンズ：dark blue gradient

レンズ：green(P)

NT-008

¥22,000

NT-009

¥25,000

フレーム：silver (matte)

フレーム：polished silver

レンズ：gray gradient

レンズ：chrome/mirror

Supertzar はメタルコレクションの中で最も機能的なモデルです。ブリッジのスプリングメカニズムによりレンズを３箇所のロックポジションへリフトアップを可能にしまし
た。インドアでもアウトドアでもご使用いただけるモデルです。「Supertzar」 はブラックサバスのアルバム“Sabotage”に収録されている楽曲タイトルです。

SU-001

¥32,000

SU-002

¥34,000

SU-003

¥32,000

SU-004

¥34,000

フレーム：gunmetal

フレーム：antique silver

フレーム：ivory

フレーム：polished silver

レンズ：brown gradient

レンズ：green(P)

レンズ：gray gradient

レンズ：gray(P)

COMING SOON FOR SUMMER ’09…

INITIUM LIFESTYLE COLLECTION では非常に軽量で弾力性のあるプラスチック素材「クリラミド」を使用し、アクティブなライ

フスタイルに対応したコレクションです。ミュージックからインスパイアされたシルエットをベースに、5 バレル・ストップ・ヒンジ、
軽く、強度に優れたポリカーボネイド製偏光レンズ（オプション）を採用。耐衝撃性に優れ、長時間使用後も目が疲れにくく、
目に優しいレンズです。アルミニウムのハードケース、マイクロファイバーのクロス付きです。

(P)=偏光レンズ

シカゴの空港の名前から付けられた「O’Hare」は Initium のコレクションの中で最もアバンギャルドなデザインの一つです。角張ったフロントデザイン、テンプルは
Initium のクロスパターンになっています。

OH-001

¥23,500

OH-002

¥23,500

OH-003

¥23,500

OH-004

¥23,500

OH-005

¥23,500

フレーム：polished black

フレーム：striated tortoise

フレーム：black/ivory

フレーム：ivory/tortoise

フレーム：crystal blue

レンズ：gray

レンズ：brown gradient

レンズ：gray gradient

レンズ：brown gradient

レンズ：brown gradient

ロンドンの空港から名付けられた「Heathrow」はヴェルヴェット・アンダーグラウンドと彼らが影響を与えたポストパンクやニューウェーブなどの当時の新しい音楽ジャ
ンルからインスパイアされて作られました。細いフロント上部のラインと厚みを抑えたレンズが特徴です。

HR-001

¥22,000

HR-002

¥19,000

HR-003

¥22,000

フレーム：polished black

フレーム：polished black

フレーム：tortoise

レンズ：gray(P)

レンズ：brown gradient

レンズ：brown(P)
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「Snowblind」は Black Sabbath のアルバム、「Vol. 4」に収録されているタイトル名です。優雅でスタイリッシュなフレームはオーバーサイズのレンズを使用し、紫
外線からのプロテクションは勿論の事、着用者自身の魅力を最大限に引き出してくれるでしょう。

SB-001

¥25,000

SB-002

¥25,000

SB-003

¥25,000

フレーム：crystal gray

フレーム：crystal green

フレーム：crystal brown

レンズ：gray

レンズ：green

レンズ：brown

世界中を飛び回るアーティスト達にカクテルやインターネットサービスなど、ひと時の休息を与えてくれるアメリカ航空専用ラウンジ「Admirals Club」へのトリビュート
としてデザインされました。様々な顔の形やサイズにフィットするティアードロップタイプ。５バレルヒンジ、POLAR EQ レンズ（オプション）を搭載しています。

AC-001

¥22,000

AC-003

¥19,000

AC-004

¥19,000

AC-005

¥19,000

AC-006

¥19,000

フレーム：polished black

フレーム：green/brown fade

フレーム：brown fade

フレーム：tortoise

フレーム：ivory

レンズ：gray(P)

レンズ：green gradient

レンズ：brown gradient

レンズ：brown gradient

レンズ：brown gradient

AC-007

¥19,000

AC-010

¥22,000

フレーム：polished black

フレーム：rubberized blk

レンズ：orange

レンズ：gold flash mirror

ニューヨークにある老舗のライブハウス「Roseland Ballroom：ローズランド バールーム」。マドンナ、デュランデュラン、ラモーンズなど数多くのミュージシャンがこ
こでプレーしてきました。クラシックなシルエットにニッケルシルバーの S-break テンプルヒンジ、５バレルヒンジ、そして Initium オリジナルのクロスロゴ入りです。

RS-001

¥21,000

RS-002

¥21,000

RS-003

¥24,000

RS-004

¥21,000

RS-005

¥24,000

フレーム：polished black

フレーム：polished black

フレーム：polished black

フレーム：ivory white

フレーム：tortoise

レンズ：drive rose

レンズ：gray gradient

レンズ：green(P)

レンズ：gray gradient

レンズ：brown(P)

Initium のすべてはここから始まりました。デビュー作の Hard Eights は現在も尚、安定した人気を誇っています。
カジノゲームの Graps(グラップス)でダイスの出目が４４のペアになることを「Hard Eights」と言います。

HE-001

¥24,000

HE-003

¥24,000

HE-006

¥21,000

フレーム：polished black

フレーム：tortoise

フレーム：tortoise

レンズ：gray(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：brown gradient

ニューヨークにある空港の名前から名付けられた「La Guardia」は初期のコレクションのヒット作でサイドのシールド付きのクラシックなフィッシング用のフレームをモ
チーフにして作られました。どんな顔の形にもフィットし、多目的にご使用いただける商品となっております。

LG-003

¥23,000

LG-004

¥20,000

LG-007

¥20,000

LG-009

¥20,000

LG-010

¥20,000

フレーム：polished black

フレーム：crystal amber fade

フレーム：green rubber

フレーム：tortoise

フレーム：crystal gray

レンズ：brown(P)

レンズ：amber gradient

レンズ：chrome

レンズ：gray gradient

レンズ：gray gradient

BX-004

BX-005

ＩＮＩＴＩＵＭのクラシックなアイテム。ボールドなラインとシャープなシルエットが特徴的です。
カジノゲームの Graps(グラップス)で 6 が 2 つ出ることを「Boxcars」ボックスカーズと言います。

BX-001

¥17,500

BX-002

¥20,500

BX-003

¥20,500

¥20,500

¥20,500

フレーム：polished black

フレーム：polished black

フレーム：tortoise

フレーム：slate matte

フレーム：scotch brown

レンズ：gray gradient

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

レンズ：green(P)

レンズ：brown(P)

メタルバンドのパイオニア、Black Sabbath へのトリビュートとして作られました。N.I.B.は Black Sabbath のアルバム、「黒い安息日」に収録されているタイトル名
です。トリックレンズ（ゆがみを極限まで抑えた加工レンズ）,Initium オリジナルの S-break ヒンジ、Initium シグネチャーロゴを使用しています。

NB-001

¥24,000

NB-002

¥24,000

NB-003

¥24,000

NB-004

¥24,000

NB-005

¥24,000

フレーム：polished black

フレーム：tortoise

フレーム：crystal green fade

フレーム：red havana

フレーム：crystal ash

レンズ：gray

レンズ：gray

レンズ：green

レンズ：brown

レンズ：brown

NB-007

¥24,000

NB-009

¥24,000

フレーム：tortoise

フレーム：crystal gray

レンズ：green(yellow gold logo)

レンズ：copper

1957 年オープンのハリウッドにある老舗クラブ Troubadour（トルバドール）。Guns N’ Roses のホームグラウンドでもあり、最近ではレディオヘッド、コールドプレイ、
JET などの人気バンドがここでプレーしています。ニッケルシルバーの S-break ヒンジ、そしてテンプル先端部にもニッケルシルバーを使用しておいります。

TR-001

¥24,000

TR-002

¥21,000

TR-003

¥24,000

TR-004

¥21,000

フレーム：tortoise

フレーム：polished black

フレーム：polished black

フレーム：crystal ash

レンズ：brown(P)

レンズ：yellow/green gradient

レンズ：gray(P)

レンズ：brown gradient

メタルバンドのパイオニア、Black Sabbath へのトリビュートとして作られました。Laguna Sunrise は Black Sabbath のアルバム、「Vol. 4」に収録されているタイ
トル名です。Sabbath シリーズの中で最もフェミニンなシルエットで女性にも人気のタイプです。S-break テンプルヒンジ、５バレルヒンジ、テンプルはレスポールのギ
ターヘッドをインスパイアしたデザインになっています。

LS-001

¥23,500

LS-002

¥23,500

LS-003

¥23,500

LS-004

¥23,500

LS-005

¥23,500

フレーム：polished black

フレーム：tortoise

フレーム：crystal green fade

フレーム：red havana

フレーム：crystal ivory

レンズ：gray/orange gradient

レンズ：brown gradient

レンズ：gray gradient

レンズ：gray

レンズ：brown gradient

ドアーズ、ジミーヘンドリックス、ニルバーナなど数多くのミュージシャンが演奏を行ったハリウッドにある老舗のライブハウス「Whisky A Go-Go」から名付けられた
Initium の新作「WHISKEY」。カスタムメタルヒンジとフロントには２トーンのシルクプリント、レンズは POLAR EQ レンズを使用しています。

WH-001

¥34,000

WH-002

¥32,000

WH-003

¥32,000

WH-004

¥34,000

フレーム：polished black

フレーム：ivory

フレーム：crystal brown

フレーム：tortoise

レンズ：gray(P)

レンズ：gray gradient

レンズ：brown gradient

レンズ：brown(P)

2008 年 FALL から新たにライフスタイルコレクションに加わった「Vunderground」。レトロなフォルムに最先端の偏光レンズや５バレルヒンジを搭載。
1960 年代後半のアメリカのロックバンド、「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」へのトリビュートモデルです。

VU-301 ¥25,000

VU-321 ¥25,000

VU-309 ¥23,000

VU-320 ¥23,000

フレーム：polished black

フレーム：pinstripe

フレーム：rubberized black

フレーム：polished white

レンズ：gray(P)

レンズ：gray(P)

レンズ：gold flash mirror

レンズ：chrome mirror

WT-301 ¥24,000

WT-302 ¥19,000

WT-322 ¥24,000

WT-309 ¥19,000

フレーム：polished black

フレーム：black/white

フレーム：tortoise/black

フレーム: rubberized black

レンズ：gray(P)

レンズ：dark brown gradient

レンズ：brown(P)

レンズ：gray double gradient

MK-301

MK-326

MK-333

WT-324 ¥20,000

¥24,000

¥20,000

¥20,000

フレーム：polished black

フレーム：burgundy/tortoise

フレーム：honey ale

フレーム：black/white

レンズ：gray(P)

レンズ：dark brown gradient

レンズ：green dbl gradient

レンズ：dark brown gradient

MB-301

¥20,000

MB-325

¥20,000

MB-322

¥24,000

MB-333

¥20,000

フレーム：polished black

フレーム：sunset

フレーム：tortoise/black

フレーム：honey ale

レンズ：gray gradient

レンズ：dark brown gradient

レンズ：brown(P)

レンズ：dark brown gradient

PL-301 ¥24,000

PL-302 ¥24,000

フレーム：polished black

フレーム：tortoise

レンズ：gray(P)

レンズ：brown(P)

INITIUM Rx シリーズは「ミュージック」、「モダン」、「ビンデージ」のデザインスピリットから生まれた度付きのレンズ対応用フレ

ームです。フレームは高品質のアセテート、レンズにはＡＲ（反射防止）コーティングが施されたクリアーデモレンズを使用して
います。度付きレンズが必要でない方もそのままご使用いただけます。
アルミニウムのハードケース、マイクロファイバーのクロス付きです。

２００８年、RX シリーズに新たに加わった「７th SON」。テンプル部分に段差をつけた個性的なデザインが特徴的です。
イギリス出身の代表的なヘヴィメタルバンド アイアン・メイデン (IRON MAIDEN) の８８年のアルバム「Seventh Son Of A Seventh Son」からインスパイアされて
います。

7S-100 ¥26,000

7S-103 ¥26,000

7S-106 ¥26,000

フレーム：black

フレーム：brown striated

フレーム：brown ale

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

RX シリーズＮＥＷモデル「Piece of mind」。細身のシルエットが特徴。IRON MAIDEN の 83 年、4th アルバム「Piece Of Mind」からインスパイアされています。

PM-100

¥26,000

PM-102

¥26,000

PM-105

¥26,000

フレーム：polished black

フレーム：olive havana

フレーム：tortoise

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)
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RX シリーズＮＥＷモデル「Aces High」。ユニークでレトロなフォルムが特徴です。S-break テンプルヒンジを採用しています。
「Aces High」は IRON MAIDEN、８５年リリースのライブアルバム” Live After Death”に収録されいる楽曲タイトルです。

AH-101

¥26,000

AH-105

¥26,000

AH-106

¥26,000

フレーム：black horn

フレーム：tortoise

フレーム：brown ale

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

RX シリーズＮＥＷモデル「DEJA VU」。太くしっかりしたなテンプルが特徴です。S-break テンプルヒンジを採用しています。
「DEJA VU」は IRON MAIDEN、86 年リリースのアルバム” Somewhere In Time”に収録されている楽曲タイトルです。

DJ-100

¥26,000

DJ-103

¥26,000

DJ-106

¥26,000

フレーム：black

フレーム：brown striated

フレーム：brown ale

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

In Dreams は 50 年代にデビューし 60 年代の音楽を築いたアメリカのミュージシャン、ロイ・オービソンへのトリビュートとして作られました。落ち着いたクラシックなデ
ザインです。「In Dreams」はロイ・オービンス、62 年の作品です。

ID-101

¥26,000

ID-102

¥26,000

ID-103

¥26,000

ID-104

¥26,000

フレーム：black horn

フレーム：olive havana

フレーム：blue-brown striated

フレーム：blk front/blue-brown striated

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

ID-105

¥26,000

フレーム：tortoise
レンズ：clear(AR-coated)

INITIUM PLATINUM COLLECTION の中でプロフェッショナルなルックスで人気の「Pinkerton」。度付きレンズ対応の RX バージョンでも登場。
「Pinkerton」はロックバンド‘Weezer’のセカンドアルバムのタイトルです。

PK-106

¥26,000

PK-107

¥26,000

PK-108

¥26,000

PK-109

¥26,000

PK-110

¥26,000

フレーム：black horn

フレーム：tortoise

フレーム：olive havana

フレーム：blue brown striated

フレーム：blk front/blu-brn striated

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

太くはっきりしたシルエットが特徴的「Revolver」。ビンテージなルックスに最新のテクノロジーを搭載したスタイリッシュなモデルです。「Revolver」はビートルズの伝
説の一枚です。

RV-109

¥26,000

RV-110

¥26,000

RV-112

¥26,000

RV-113

¥26,000

フレーム：black horn

フレーム：red havana

フレーム：blk front/blu-brn striatedフレーム：brown

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

horn

レンズ：clear(AR-coated)

RV-114

¥26,000

フレーム：tortoise
レンズ：clear(AR-coated)

Superunknown は 70 年代後半のビンテージルックスを Initium のフィルターを通して再現。角張ったシルエットが特徴的です。
「Superunknown」はロックバンド、Soundgarden の名盤です。

SU-108

¥26,000

SU-110

¥26,000

SU-111

¥26,000

フレーム：black horn

フレーム：blk front/blue-brown striated

フレーム：tortoise

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

大きなフレームとボールドなテンプルが特徴です。「Undertow」は'90 L.A.で結成されたメタルバンド TOOL の１st アルバムのタイトルです。

UN-101

¥26,000

UN-102

¥26,000

UN-103

¥26,000

UN-104

¥26,000

UN-105

¥26,000

フレーム：black horn

フレーム：olive havana

フレーム：blue-brown striated

フレーム：blk front/blu-brn striatedフレーム：tortoise

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

レンズ：clear(AR-coated)

23 UNIT COUNTERTOP LIGHTBOX DISPLAY
￥140,000
-24”(w)×12”(d) ×32”(h)
-バックライト付き
-木製
-ステンレス製ロゴプレート

39 UNIT LIGHTBOX TOWER DISPLAY
￥280,000
-24”(w)×24”(d)×67”(h)
-バックライト付き
-内部収納スペース在り
-木製
-ステンレス製ロゴプレート

6 UNIT DISPLAY POS
￥35,000
-7”(w)×6”(d)×19”(h)
-ギターネック
-木製
-ステンレス製ロゴプレート

6"(w) x 4"(h) アクリル製

￥3,000

5 3/4"(w) x 2 1/4"(h) アクリル製

PICTUREDISK ￥1,500 7" vinyl record
STAND ￥6,000 2 3/4" x 3 1/2" 木/アクリル

￥1,500

8.5"(w) x 11"(h)

￥1,000

￥1,000

12 1/2"(w) x 3"(h)

