
　私たちは日本に根付く既成概念を打ち破る作業からスタートしました。
その一例として、無宗教の日本人にはクロスやマリアといった宗教的なモチーフのものは
タブー視され,誰一人として身につけていませんでした。が、
2000年12月に発表した"隠れキリシタンとプライド"をテーマとした<CROSSシリーズ>は
そのタブーを打ち破り、5年経った今でも売れ続けるヒット作となっています。
多くの芸能人やロックスターがドラマやステージ、プライベートで私たちの作品を付けた事もあり、
現在では多くの一般ユーザーがファッションとしてクロスのネックレスをするようになっています。
　また、2000年以前の日本では一部のお店を除き、アクセサリーはアクセサリーショップでしか
見る事が出来ませんでした。私たちは洋服を主体とする専門店や、最先端でモダンな家具屋などで
販売する事でファッションとアクセサリーの関係を密接なものにしました。
今ではどんなに小さなショップにもアクセサリーは欠かせないものになっています。

　既成概念を打ち破ったもうひとつの例として
以前の日本はアクセサリーと言えばクロームハーツに代表されるような
大振りなシルバーアクセサリーやインディアンジュエリーなどアメリカンなものが主流でした。
私たちは、日本人の得意とする細かい手作業による繊細さや、アンテック加工、ユニセックス性、
それにポールスミスや東京の第一線で活躍するデザイナーの仲間と仕事をした経験により、
それらとは全く違うモノとして受け入れられ、今では新しい市場としてビジネス面でも注目を集め
私達の作品にヒントを得た多くのアクセサリーブランドが生まれては消えて行っています。

　私たちはこの15年間、”製造する事”に特に集中し、プレス活動も展示会も行わず、
雑誌媒体などに出る事無くクチコミだけで営業成績を伸ばしてきました。
日本のポールスミスやR.NEWBOLDのアクセサリーを始め、N.HOOLYWOODといった、
ヒップな友人達が作る東京ブランドのアクセサリーを企画、製造させて頂いている経験などからも
オリジナリティーある加工方法や製造方法を確立し、熟練した職人が揃ったメーカーに成長したと
自負しております。
　現在、原宿に奇跡的に残った天皇陛下にもゆかりのある森の中の古い一軒家をリフォーム
し広尾からアトリエを移し、さらに持続的価値のあるオリジナル作品を制作し、提供すべく
日々制作に打ち込んでおります。

 

　弊社代表の堀井は90年代初頭、ポールスミスの元でデザイナーとして働いていた時に
イギリスでシルバーアクセサリーに出会い感銘を受け、デザイナーの仕事をする傍ら、
我流でアクセサリーやベルトの制作を始め、ポールスミスコレクションで限定販売する。
　97年ポールスミスのデザイナーを辞めると同時に、神戸の山奥に移り住み2年間制作に没頭。
友人の勧めもあり99年東京に戻り"JAM HOME MADE"を立ち上げる。が、ビジネス的には成功し
たものの経営方針に疑問を抱き、改めて2000年2月に株式会社アンプ・ジャパンを設立。
　友人の多大な支援のもと販売店を絞り、アクセサリーというアンユージュアルなものを通し
本当に必要なもの、本当に大切な事を表現した持続的価値のあるものを制作する事を基本
コンセプトとし"amp japan"を立ち上げ活動を開始致しました。
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We as “amp japan” first started our operation to change existing ideas. 
One idea being that it was taboo for agnostic Japanese to wear religious motifs such as 
crosses and the Virgin Mary. The Secretive Christian pride “CROSS Series,” presented in 
2000 broke the taboo andstill remains popular today.
Many rock artists, public entertainers, and TV stars currently wear these products. 
As a result, the “CROSS Series” gained popularity with the average consumer.
Until 2000, most accessories were only found at select accessory shops. We as “amp japan”
 made accessories closely connected to daily fashion by selling these products at 
regular clothing stores and leading modern furniture distributors.
Accessories have now become indispensable items at many small shops.

We continued to change accepted ideas in Japan.
Mainstream Japanese accessories used to be large silver American jewelries such as 
Native American accessories and chrome hearts.
We have distinguished our products from others by targeting unisex, implementing 
traditional Japanese handcrafting techniques and antique processes, and experienced gained 
from years of work with Paul and the leading fashion designers in Tokyo. 
“amp japan” has gained notoriety and successfully developed a new market in the business
scene. Many other accessory brands have been inspired from our innovations.

For the last 15years, “amp japan” has gained success by word-of-mouth advertising 
without press activities,exhibits, or publications. 
We are proud and confident that “amp japan” has become a well-established company, 
employing many skilled craftsmen and using original processing methods.  Today,
we are involved in marketing and manufacturing with popular accessory brands in Tokyo 
such as Paul Smith Japan, R.NEWBOLD, and other brands founded by my hip friends.

Currently, we are renovating a solitary house which we found in the small woods in Harajuku,
Tokyo. This house has ties to the Emperor and has miraculously remained in the middle of 
the city.
We plan to move our atelier(studio) to Harajuku in October and strive to become one of the 
leading accessory companies in Japan with our new developments.
Please watch for our upcoming “amp japan” activities.
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