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地域別ファッションの特徴
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原宿は、世界的にも独特なスタイルで有名。ファッションバランスや感覚に優れた
若者が多く、モード、カジュアル、トラッドなどを融合した、よい意味でセオリーを無視
したスタイルを生み出している。

また、原宿は東京で一番古着屋が集まっている街。ほとんどの人が古着を取り入れ
たスタイルをして個性的なファッションが見られる。これからどんな新しいスタイルが
生まれるのか、とても楽しみな街だ。

流行の移り変わりが最も激しい街。流行のブランドに集中した結果、似たような
ファッションスタイルをよく見る事が多い。それは109系ブランドにファストファッション
ブランドを組み合わせて着る人がほとんどだからだ。

“流行はあるが個性がない”のが渋谷。しかし常に新しい物を求め、敏感に探し、
纏っているのが渋谷だ。この街を見れば、日本の女性の“今”が分かるのかもしれない。

ハイブランドの路面店が並ぶ表参道では、集う人々のスタイルは特に洗練されて
いる。基本はモノトーンを基調にしたスマートでモードなファッションで、小物使いが
うまいのも特徴。アクセサリー、時計や鞄など、コーディネートのプラスαになる物を、
スタイルのテイストや自分のキャラクターに合うように上手く取り入れている。無駄な
物は付けず、コーディネートの足し引きの感覚が優れていると感じる。

高級な物もそうでない物も、等身大で飾らずにスタイリングできるセンスを持った
エリアだ。

銀座は、他の地点とは大きく異なり、全体的には年齢層が若干高めで、上品で落ち
着いた雰囲気を持った人が多い。ラグジュアリーブランドのバッグや時計を身につけ
ている人も多いが、それでも全身を高級品で固めている人は少ない。ファストファッ
ションのブランドをMIXして決して嫌らしくならず、ラフさと高級さを同居したスタイルに
仕上げている。

しかし、ファストファッションがここ数年に台頭してきた事で、銀座の特徴の一つでも
ある｢セレブ感｣ある人達が目立たなくなってきている。

TOKYO 
STREET 
STYLE

東京のストリートファッションを観察し、発信しているwebサイト｢style arena.jp｣。原宿、渋谷、表参道、代官山、銀座という、
テイストが異なった5つのエリアのストリートスタイルを掲載し、リアルなファッションの動き、流れを伝えている。

現在は以前とは違い、地域別ファッションの特異性というものは薄まりつつある。それはどの地域に足を運んでも同じような
ブランド物を購入できるようになったり、ファストファッションがここ数年で台頭してきて皆それに依存している点などが挙げられ
る。 しかし、それでもまだ地域毎に根付いているファッションスタイルがあって“違い”を感じる事ができるのも事実。それをこの
レポートで伝えていきたいと思う。

代官山は、5地点の中でもファッションが地域に密着しているという特徴があるように
感じる。雑貨屋や古着屋で買った、ノーブランドなどの「匿名性」の高い服や小物を
身につけている人が多い。スタイルアンケートでも「親からもらった」などと答える人も
多く、ファッションが親から子へと受け継がれていることが伺える。これが、クラシックで
落ち着いた雰囲気を作り上げているのだろう。

また、人と同じファッションを嫌う人が多く、流行に流されにくい。特定のショップや
ブランドにも強い拘りを持たず様々なショップをまわって同じブランドが重ならない。
原宿とは違う個性がある魅力ある街だ。
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2014 SPRING
Trend Rankings The Best 5 

1位1位

2014春にも多くのトレンドアイテムが誕生した。こちらではストリートファッションの中で｢スタイルアリー
ナ｣独自のリサーチで印象に残ったトレンドをランキングにして作成。
最後には番外編で注目のトピックして１つのブランドに注目してみたので是非ご覧頂きたい。

重厚なイメージの強かったトレンチコートだが近年、様変わ
りしている。例えば着丈は以前、ひざ丈か、それよりも長
かったが、現在はお尻をすっぽりと覆う程度の着丈が目立
つようになった。また、微妙に変形したデザインも登場し、か
つてのトレンチとは一味違う物になっている。

トレンチコート

軽快でさらっと羽織りやすい

基本的にはノッチドカラー(刻みの入った襟)で、胸に箱ポ

ケットと両脇にフラップ付きポケットを付け、ウエストを
絞ったシルエットが特徴のコート。昨年にも男性中心にプ
チブームになったが、今年は更に動きが加速してブーム
になり、男女供に人気を博したアイテムになった。
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Trend Rankings 2014 SPRING 

ベージュ族が街
を席巻！

ストリートファッションで人気のカラーは定番
色の「ベージュ」。というより、今年の春は
“ベージュしか見かけない”と言っていい程、
溢れていた。
今年の春はカラートレンチが増加すると推測
していたのだが、まだまだ絶対数としては少
ない。
｢春らしい｣、｢合わせやすい｣、｢初心者でも扱
いやすい｣というキーワードとなると、やはり
ベージュに勝るカラーはないだろう。

No.1 Color is Beige
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白靴下
Trend Rankings 2014 SPRING 

2位2位 “見せるソックス”として無地の白靴下が
原宿を中心に流行。昔は中高生やリー
マンおじさんの愛用品で、「ダサい」と
レッテルを貼られたが、一転トレンドアイ
テムとして注目を浴びている。
人気の出始めは約１～2年前からで、当

時は男性が中心だった。しかし、今年は
男性人気もさることながら、女性にも着
用者が増えて地味なファッションアイテ
ムが一躍、主役に躍り出た。

近年はアイビースタイルが再燃
し、白靴下がもう一度、注目を浴
びた為、トレンドになった。また、
女性では膝下丈スカート、タイト
スカートなど1950年代風のレトロ

な装いが流行しており、そのスタ
イルを強調できるアイテムとして
無地の白靴下が注目を集めた。

Point of 
Coordinates

白は清潔感があり、フレッシュさ
やピュアな印象を与えられ、春夏
の季節にもぴったりで需要は高い。
忘れ去られていた白無地の靴下
が、現在の20代には新鮮に映り、

最後の味付けには欠かせないス
パイスとなっている。がはっきり
言って白靴下自体はオシャレなア
イテムではない。それを敢えて履
き「ダサさ」を演出するのが、逆に
「オシャレ」という感覚が今の若者
にはある。

敢えて“ダサさ”を演出
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3位3位

フレア・サーキュラー
スカート

スカートでは｢ペンシル・タイトスカート｣が引き続き、レンドになっているが、
対抗馬としてブームとなったのがふんわりとした｢フレアスカート｣。現在、レ
ディースのボトムスではこのツートップが人気を二分し、街を席巻している。
※サーキュラースカートとは、裾を広げるとほぼ円形になるスカートのこと。

Trend Rankings 2014 SPRING 

ふんわりフレアに合わせるトップ
スで大切にしなくてはならない
キーワードは｢コンパクト｣。

トップスをインするなら問題ない
が、シャツ、カットソーなどをアウ
トにしてスカートの上に出す場合
も丈が短い物をセレクトし、スッ
キリ見せて全体のバランスを良
くする事が重要。

Point of 
Coordinates

人気急上昇中のフレアスカートの長所
は、ズバリ“体型カバーできる”ところ。
気になる腰回りやヒップラインを目立
たなくさせる事ができ、体型が気にな
る人でも安心して挑戦できる。

一方、ペンシルスカートは履く人の体
型を選んでしまうところが、ネガティブ
な要素。ペンシルスカートでハイウエ
ストでという着こなしは体のラインが思
い切り出てしまい、隠す事ができない。
“履く人を選ばない”という点ではフレ
アスカートに一日の長がある。

体型カバーしつつフェニミン度UP
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ライトブルゾン

Trend Rankings 2014 SPRING 

4位4位

冬から春について移行する時期は、トレンチコートの需要は高い
が、賞味期限は短い。ただ、夕方以降は肌寒いし、羽織物がない
と過ごせないのが春の季節。そんな時に活躍してくれるのが、ライ
トアウターの「ブルゾン」。「ジャンパー」とも呼ぶが意味は同じ。
ジャンパーは英語だが、ブルゾンはフランス語。日本ではブルゾン
の方がファッション性が高い認識があって、ジャンパーと呼ぶとい
かさか、古臭くて“ダサイ”イメージがある。

今年のブルゾンは昨年のオーバーサイズ気味より、どちらかとい
うとショート丈でコンパクトな物が主流だった。ショートブルゾンの
出色なところは、様々なボトムに対応できる点だろう。履きこなす
のが難しいデザイン性のパンツや、ワンピース、フレアやタイトな
スカートでも違和感なく合わせられる。

ショート丈だから重心を上
に集められて、スタイル
アップが狙えるのもメリッ
ト。今年のブルゾンは“魔
法のブルゾン”と呼ばれて
い る 極 めて優 秀 なアウ
ターで、トレンチよりも長
い期間活躍してくれる必
須アイテムになった。

Point of 
Coordinates
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デニムジャケット
今年はジーンズやデニムシャツ、デニムスカートなど、
デニム系アイテムに脚光が浴びているストリート
ファッション。中でも「デニムジャケット」が引く手あま
たで、完全復活を果たした。

Trend Rankings 2014 SPRING 

5位5位

デニムジャケットと言っても様々なシル
エットの物があるが、昨年は割とオー
バーサイズ気味でメンズライクな物が
主流だった。今年は“脱ダボダボ”で、
コンパクトですっきりとした物が女子の
ハートを掴んで虜にした。

その理由の一つは、昨年から続くトレ
ンドの「ハイウエスト」や「クロップドトッ
プス」といった旬なアイテムとベスト
マッチングするから。このトレンドが継
続している限り、デニムジャケットも比
例して注目し続けるだろう。

“脱ダボダボ”コンパクトですっきり

デニムジャケットは“カジュア
ルスタイルの定番”と思われ
がちだが、実はガーリーなア
イテムとも抜群に息が合う。
「チュールスカート」や「ふんわ
りスカート」でも、このアイテム
を投入すれば適度なカジュア
ルさが加わり、甘さをセーブし
てくれる。こういったバランスを
絶妙に調節できる能力はデニ
ムジャケットならでは。

Point of 
Coordinates
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Trend Rankings 2014 SPRING 

スニーカー戦国時代突入、五天王
No.1は｢NIKE｣で決まり！？

Sneaker

スニーカーブームで各メーカーの群雄割拠の時代に突入している現
在。中でも「New Balance」人気は相変わらずで、街を見渡すと“多過
ぎて履きにくい”と思う人がいる程、続出している。2010年頃までだっ
たら「CONVERSE」が圧倒的な人気を誇っていただろうが、2年程前か
ら立場が逆転した。もし、アンケートを取ったら王者はNew Balanceが
君臨する可能性が高い。
しかし、そんなNew Balanceに世代交代を突きつけたのが「NIKE」だ。

数シーズン前から男女供にじわじわと人気に火が付き、今季は更に
NIKE熱が高まりブレイクした。NIKEの代名詞と言えばエアマックスシ
リーズで、数多くあるモデルの中でも、着用率が高い。NIKEのエア

マックスと言ったら、興味がない人でも“聞いたことがある”っていうく
らい、90年代には大ブームを巻き起こしたのだ。

番外編 注目トピック

VANSadidas

CONVERSENew Balance
NIKE

スニーカー
界の五天王
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番外編 注目トピック②

昨年⼤ブームの肩掛けが弱体化！
頭角を現したのは腰巻きスタイル

肩掛けVS腰巻き

肩掛け

昨年の春夏にシャツやカーディガンを肩に掛けて巻くスタイルが一大ブームと
なった「肩掛けスタイル」。このスタイルをした事がある人は沢山いると思うが、今
年は著しく勢いが落ちた。ストリートファッションを席巻した、凄まじいエネルギー
は影を潜め、話題も他のファッションアイテムやトレンドカラーに移った。そんなプ
ロデューサー巻きが弱体化している間に、めきめきと頭角を現したのが「腰巻き
スタイル」。

今年、肩掛けスタイルに飽きたファッショニスタ達がこぞって取り入れて、腰巻き
をメジャー化したのだが、これは海外スナップでもよく登場する人気のスタイル。
腰に巻くだけでシンプルな着こなしに動きが加わる上、体型カバーができる優秀
スタイリングだ。ウエスト周りをすっきりと見せる事ができ、ヒップラインも隠せる
から着やせ効果が得られる。

腰巻きスタイルで特に活用されるのはチェックシャツだが、柄物を投入すればウ
エストマーク効果でスタイルにメリハリを出せる。また、大流行しているデニム
シャツを巻いてアクセント使いするのもいいだろう。今年に限っては肩掛けではな
く、とても頼りがいがあって、旬な腰巻きスタイルがオススメだ。

腰巻き
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