
 
#ビア自由

VIAJIYU



あなたは
先駆者です。



その誰の後を追わず、
誰も行かなかった道を選び、
自分の道を作っていく。

-ことわざ



自分だけの特別な靴を履いて前へ進んで下さい…



"私たちは靴会社がありません。
既成のことを拒否する女性たちの運動です。"

-ビア自由創始者



ビア自由に会ってみでください
VIA(ビア:vee-uh)は"道"という意味のイタリア語です。
JIYUは自由の日本語です。
VIA+JIYU(ビア自由:vee-uh-zhoo)は
"自由の道"という意味です。
既存の偏見を破る現代の女性を意味します。自分の信念で新たな
分野を開拓していくことをいいます。例え、結婚や子供がいない人
生を選ぶことかもしれtません。しかし、きっと冒険的で創造的な選
択になります。

このような"道"を進むためには
素敵なフラットシューズ1足が必要です。

VIAJIYU
MADE IN ITALY



トュスカニでは、
ミレルラ(MIRELLA)

ビア自由の根本的信念は偏見を拒否する
現代的女性を支持することです。私たちの
工房も女性によって共同創立されました。
ミレルラは結婚後も彼女の姓を変えませ
んでした。(*西洋では既婚女性は夫の姓を名
乗ります。)そして彼女の名前として、夫と工
房を開きました。今は彼女の二人の子供
たちが(左： ローラ)の家業を受け継ぎ、工
房を運営しています。現在70歳を超えた
ミレルラは今も工房の2階で夫と一緒に
暮らしながら働いています。彼女の夫が外
で狩りをしたり家で料理をする間に今も
彼女は15人くらいの女性職人たちを監督
します。



#オ-ダ-メイド

 #MADE  IN
ITALY 



"この時代最高のイタリアブランド品は真の職人たちの技術によって作られる。"
-ヴォーグ(Vogue、2013年7月号)



"最近はいつどこでも何でも手に入れることができます。
しかし、そこで特別な何かを発見した時の喜びは、感じることができますか?" 

-ビア自由創始者



ビア自由が、特別な理由
自分だけの特別さ、最高の名品、イタリア職人精神

私たちは新しい概念の高級ブランドです。新しい女性のためのブ

ランドです。職人精神を尊重し、自分の個性も表現しようとする大

胆な女性たちを意味します。現代はいつどこでも望むものを手に

入るようになりました。つまり、ビア自由女性は自分だけの特別な、

自分だ けのために、追 求できるようになりました。ビア自由 の 職

人たちと工 房は世 界 最 高ブランドをためにも制 作をしています。

ビア自由で、自分だ けの 完 璧 な 靴をデザインしてみてください。



#FEMINIST
#FEMINIST 
#FEMINIST 
#FEMINIST

#フェミニスト



"私はフェミニストとして、ハイヒールを脱ぎました。” 
-Emma Thompson、アカデミー賞受賞女優



女性であることを楽しんでください。
フェミニストであることを公言してください。
この時代のその何より重要な権利です。



"靴を愛する世界の女性らと共感して話すためにビア自由を創立しました。
女性たちと女性たちに対する話をしたくなりました。
この時代の真のフェミニズムとは何か、についてです。"

-ビア自由創始者





ビア自由は
型にはまったことを拒否する女性たちの運動

ビア自由は女性のための、女性による会社を追求します。イタリアへの

興味と靴への愛情を持った女性たちが一つになれるように願っていま

す。女性として生きることは様々な責任を負うことでしょう。"フェミニス

ト"の色々な意味がありますが、ビア自由では女性たちの権利を取り戻

すことを目標としています。女性たちに素敵なフラットシューズを履く機

会を与えることです。自分だけのフラットシューズをデザインできるよう

な機会を与えることです。世界中に女性たちの話を公表することです。



中国では

世界で成功した女性の百万長者が中国に一番多いとい

う事実をご存知ですか?アメリカよりも社会的に成功した

女性が多いということはご存じですか?しかし、このような

中国でも現代的な女性は伝統的価値観と合致しないとい

う理由で非難を受けます。オールドミスという意味の"剩

女”と呼び、見下されます。この言葉は公益広告(PASs)で

20代後半の未婚の女性を見下すために使用されました。

皮肉にも中国の驚くべき経済成長は女性の経済活動が

活性化された結果であると認識にも関わらずです。中国

の多くの問題について直接的に論じることはできません

が、中国の女性たちに、自分の靴をデザインする機会でき

るよう目標としています。全世界の女性たちとコミュニケ

ーションをとることを目指しています。世界のフェミニスト

たちがお互いを支持し、応援する日が来るのを望みます。



消えて行く
  #伝統を

守る



"イタリアの伝統的な靴職人が消えています。必ず守らなければならないんです。" 
- ビア自由創始者



FATTO IN ITALIA FATTO SU MISURA
メイド·イン·イタリーオーダーメイド



手作りは真のラグジュアリーです
イタリア手作りは真の精神です

”メイド·イン·イタリー 、 オーダーメイドという意味の"Fatto in Italia. Fatto 

su misura."がビア自由のモットーです。ビア自由のすべてのフラットシュ

ーズは大量生産ではなくハンドメイドであり、 時代も流行も追わない価値

を追求します。ビア自由は世界で指折りのイタリア靴職人による靴を提供

致します。数百年の技術を持った職人たちと一緒に自分だけの完璧な靴

をデザインしてみてください。芸術性と職人たちの情熱、伝統が融合され

た作品を手に取ってみてください。



#文化遺産



バレエ・シューズは、 
フランスではなく、イタリアで最初に作られました。

ビア自由は世界最高のブランドに匹敵するフラット・シューズを製作して

おります。イタリアのトュスカニの職人たちは世界最高の鞄や生地、靴の

生産で有名です。カルツォライオ(Calzolaio:イタリア語で靴職人を意味)に

とって靴を作るのは、容易い職業ではなく、それ以上の情熱です。イタリア

の靴製作は多くの経験と何世代にわたる技術で成し遂げたマイスターの

精神の成果であることです。ビア自由のカルツォライオたちはそのような

イタリアの工房の中でも唯一ヒール無しで、フラット・シューズだけを専門

的に生産します。



 #フィレンツェ



フィレンツェの中心で
フェラガモの精神を継いで

2013年9月、ビア自由の最初のフローレンス・ブティックをフィレンツェの

中心で改装しました。サンタ・トリニタ広場のフェラガモと、セリジオ・ロシ

の間に位置し、住所は次のようです。

45R Borgo SS Apostoli, Santa Trinita

世界で最も有名な2つのブランドと同じ場所で始めることができて光栄で

す。私たちの出発点がさらに特別のはフェラガモ一族のフェラガモ本社内

に私たちの本店をオープンできたからです。フェラガモの創始者、サルバ

トーレ・フェラガモ(Salvatore Ferragamo)は、イタリアの偉大な靴職人で

した。 また彼の妻ワンダ(Wanda)は開拓的な女性でした。真の意味のビ

ア自由女性像でした。フェラガモに対する尊敬と愛情を持って、伝説のフ

ェラガモの傍で始めることができ、嬉しいです。



#扉がない店



扉がない店
ビア自由は大胆な女性像を追求します。ビア自由の多くのお客様は既に

ビジネスウーマンとして、または、国際的の大企業で自信を持って働いて

います。人が自然に家族をなす法を知ってるように、ビジネスウーマンた

ちは事業をなす法を知っています。すべての仕事がそうですが、ビア自由

の最初一年は予想していない問題や金銭的な問題に数えきれないほど

ぶつかりました。

それでも、目標を達成するためにビア自由では常に新しい方法を見つけ

ました。フィレンツェでビア自由を始め、多くの困難がありましたが、“雨が

降っても槍が降っても歩き続ける”ことを守り続けました。初めの88日間

は“扉がない店”でした。既存のものをなくし、新たな扉を作る過程で若い

イタリア施工者のミスで起こった事でした。しかし、ビア自由は逆境にもめ

げず“開いたドア”の信念を守りました。



#ハイヒール
のない店



“文字通り,ハイヒールを履くと歩きが遅くなります。”
-Kristen Stewart、女優



“私はハイヒールがとても好きでした。20代ではフラットシューズは一
足もなかったんです。今もハイヒールを本当に愛していますが、必ず鞄
にフラットシューズは一足ずつ持っています。その日何が起こるか、ど
こに行くか分からないから。”

-ビア自由創始者



幸せな足
ヘルスとビューティーエディターらは、元気な足が女性を元気にすることを
知っています。そのためにビア自由は何よりも履きやすい靴を追求します。
ベストセラーであるポルトフィーノ(Portofino)には2cmの踵が隠されてい
ます。これによって長時間硬い地面で歩く負担を減らしてくれます。結果的腰
の痛みがありません。イギリスの有名なジャーナリストであり、ベストセラー
作家のお客様は、 オープンしたての一週間内に売場を訪れてこう言いまし
た。

“新しい‘タマラ・メロン(Tamara Mellon)’にお会いできます。こんなに素敵
な靴があることを知り、Joさんは一目惚れしました。(靴を本当によく分かっ
ているJoさんがそうするくらいなので、信じてもいいです) 後にビア自由に
初めて会った時を思い出すと、‘ジミーチュウ(Jimmy Choo)’を初めて見た
時のことを思い出すことになるでしょう。ビア自由の魅力的なコンセプトの
一つは‘楽さ’です。ビア自由の創立者は文字通り‘楽さ’を徹底的に追求しまし
た。 このブランドの全てのフラットシューズは本当に楽です。”

出典: ビューティーバイブル BeautyBible.com



ビア自由
 #宣言文





“素敵な靴を履くと、素敵な場所に行くことになります。 
あなたのビア自由は何処に連れてってくれますか？”



ビア自由オフィス

イタリア、フィレンツェ本社 
VIAJIYU Srl 
No。 45R、Borgo SS Apostoli 
50123 Florence、Italy 
+39 345 015 0504 
florence@VIAJIYU.com 

中国 
VIAJIYU Trading（Shanghai）LTD CO 
No。 872 Panyu Lu、2nd Floor 
200052 Shanghai、China 
+86 131 2753 6960 
info@VIAJIYU.com 

米国 
VIAJIYU LLC 
11910 Streamside Drive 
Loveland、OH45140 
+1 888 428 6020 
info@VIAJIYU.com 

オーストラリア 
VIAJIYU Pty Ltd 
4/84 Campbell Parade 
Bondi Beach2026、NSW 
+61 2 8607 8420 
info@VIAJIYU.com

ビア自由ブティック 

イタリア、フィレンツェ本社ブティック 
No。 45R、Borgo SS Apostoli 
@ Via dei Tornabuoni＆Piazza Santa Trinita 
50123 Florence、Italy 
+39055290380 

ブティックホームページ 
www.VIAJIYU.com



“森の中で分かれ道に立った時、 
私は皆がたくさん通らない道を選択した。
その選択が私の人生を変えた。”

-ロバート・フロスト(Robert Frost)、米国の詩人


