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＊今月の新番組を紹介します。2022 年 12 月 12 日送信開始。
ご覧になりたい番組名をクリックしてください。

Collection

new

開放感あふれるポジティブルックが台頭

2023 春夏 パリコレクション
2023 春夏 パリコレクションが 2022 年 9 月 26 日〜 10 月 4 日の 9
日間にわたってに開催された。参加ブランドは 105 を数え、コロ
ナ禍以前の活気を取り戻している。日本からは「ANREALAGE( ア
ンリアレイジ )」「ISSEY MIYAKE( イッセイ・ミヤケ )」「MAME
KUROGOUCHI( マメ・クロゴウチ )」「RYNSHU( リンシュウ )」など、
12 ブランドが参加。パリでの発表を本格再開している。
前シーズンはロシアのウクライナ侵攻を受けて、身体を防護する
ようなプロテクティブなスタイルが目立ったが、2023 春夏は自由
で開放的なポジティブルックが多く提案されている。Y2K に端を
発した”肌見せ”は透け感や光沢感をともなって一層センシャルに。
レースをふんだんにあしらったランジェリーディテールも豊富に
登場した。スパンコールやビーズといったキラキラの装飾が日常
着として提案されているのも特徴の一つ。また、肌の露出や装飾
を極力抑え、ニットやジャージー、ストレッチレザーで身体のラ
インを強調させたミニマルドレスが多数提案されている点も押さ
えておきたい。
ファッションを通じて社会問題にアプローチする流れはますます
顕著になっている。サスティナビリティや LGBTQ といった問題は
引き続き重要なテーマとなっており、新たにエネルギーや戦争、
地球など、ヘビーな内容をに取り組むブランドも出てきた。例え
ば、Gabriela Hearst ( ガブリエラ・ハースト ) が手がける「CHLOÉ
( クロエ )」は、エネルギー問題を解決するための選択肢として、
核融合エネルギーを探求。丸みと硬さを併せ持つシルエットは、
トカマクの構造からインスパイアされたデザイン。フューシャピ
ンクのスーツは、プラズマ核融合を表現している。デニムは 87%
のリサイクルコットンと 13% の麻で構成され、水の使用を抑える
レーザーウォッシュを採用したという。
「STELLA McCARTNEY( ステラ・マッカートニー )」はコレクションの 87％をサスティナビリティ素材で製作。日本を代表する
現代アーティスト奈良美智が掲げる”CHANGE THE HISTORY”からインスピレーションを得て、反抗的な表情の少女をドレスやト
ップスに採用した。スーツスタイルはフェミニンとマスキュリンを融合させたクリエイション。オーバーサイズのシルエット
はそのままに、マニッシュなダブルブレストジャケットの下からキラキラのボディジュエリーをのぞかせて新しさを表現。レ
モンイエロー、ライムグリーン、スカイブルーといった優しいカラーパレットが明るい未来を演出する。
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＊今月の新番組を紹介します。2022 年 12 月 12 日送信開始。
ご覧になりたい番組名をクリックしてください。

Fashion Seminar
クラシックな素材がアップデートされて蘇る

2023-2024 秋冬 テキスタイルトレンド速報
次シーズンのテキスタイルトレンドをプロの目線で紹介するスペシャル・セ
ミナー。ヨーロッパ最大の素材見本市「PREMIERE VISION( プルミエール・ヴ
ィジョン )」から提案されるトレンドをベースに、素材はもちろん、カラー、
プリント、加工にいたるまで、キーポイントを詳しく解説する。講師はテキ
スタイル・デザイナー / KAJIHARA DESIGN STUDIO の梶原加奈子。
2023-2024 秋冬は昔からあるクラシックな素材や柄をアップデートさせ、現
代風にアレンジする傾向にある。例えば、ツイードや千鳥格子は再定義され、
チェックやストライプなどの柄はポップで意外性のある色彩に進化。インデ
ィゴ素材は表面感のあるもがトレンドになるという。
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＊今月の新番組を紹介します。2022 年 12 月 12 日送信開始。
ご覧になりたい番組名をクリックしてください。

Street Fashion

new

ラウンドカラーのキルティングコートが急増

2022 年 12 月 東京定点観測
W 杯で沸き立つ 12 月初旬の東京ストリート。顕著な増加が見られたのはカーキ色のキルティングコートやジャケット。ラウンドカラーの丸みを
帯びたデザインで、薄手のためすっきり着こなせるのが特徴だ。先月、トレンドアイテムに浮上したベストは引き続き大人気のアイテム。ニット
やダウン、毛足の長いファーなど、温かみのある素材で仕立てられたベストは、長袖のトップスに重ねることでレイヤードを演出する。定番のチ
ェスターコートはフルレングスのものが目立ち、オーバーサイズより細身のシルエットが好まれる。反面、トレンチコートは減少傾向、ダウンは
例年に比べると、少なめだ。
ボトムでは、裾広がりの 70 年代風のフレアパンツが人気。ワイドパンツに比べると大分引き締まったフォルムで、裾にスリットが入ったデザイ
ンもある。寒さが影響しているのか、ショートパンツ着用者はごく少数。一方、スカート類ではミニタイトスカートが増加傾向。レザーブーツと
コーディネートして、ミニマルな Y2K スタイルを演出する。
アクセサリーでは、厚底の膝丈レザーブーツが 10 〜 20 代の若い年齢層を中心にに高く支持されている。そのほとんどがブラックレザーだが、ま
れにブラウンやホワイトなどの変わり種も見られる。秋ごろにたくさん見られたショートブーツは減少に転じた。
カラーではオールブラック、オールホワイト、オールベージュといったワントーンコーデに注目したい。クリスマスが近いせいか、特にホワイト
一色のコーディネートが目につく。差し色はグリーンから赤みの強いオレンジへとトレンドがシフト。アイテムの一つに明るいオレンジをプラス
し、メリハリのあるコーディネートを完成させる。柄は全体的に少なめ。例年、冬になるとチェックやアニマルモチーフが増加するが、今冬はほ
とんど動きが見られない。
[ 2022 年 12 月 東京定点観測 ] 観測日：2022 年 12 月 2 日、天気：くもり 表参道 (11.8 度 / 46%)、原宿 (12.9 度 / 44%)
トップス：ダウンコート、ダウンジャケット、ダウンベスト、マキシ丈トレンチコート、キルティングジャケット、ノーカラーコート、チェスタ
ーコート、ツイードジャケット、ムートンジャケット、ダブルブレストジャケット、オーバーサイズブルゾン、ミリタリージャケット、ライダー
スジャケット、ポンチョコート、スタジアムジャンパー、ファージャケット、パーカ、スウェットトップ、ハイネックニット、タートルネックニ
ット、デニムシャツ、チェックシャツ、クルーネックカットソー、オーバーサイズニットカーディガン、ニットベスト、カーディガン、シャーリ
ングワンピース、ニットワンピース、リボンブラウス。
ボトムス：ワイドパンツ、フレアパンツ、ストレートパンツ、ロールアップジーンズ、ショートパンツ、トラックパンツ、ミニタイトスカート、
マキシ丈フレアスカート、マキシ丈スリットタイトスカート、プリーツミニスカート、マキシ丈マーメイドスカート。
アクセサリー：ニットマフラー、ストール、ニット帽、バケットハット、ブラックタイツ、ハイソックス、ニーハイソックス、スニーカー、膝丈
ブーツ、ショートブーツ、ローファー、厚底レースアップシューズ、リュック、ファーバッグ、ミニショルダーバッグ、トート、ビッグキャンバ
スバッグ、ミニボストンバッグ。
カラー＆プリント：カラー / ブラック、ベージュ、ホワイト、オフホワイト、エメラルドグリーン、オレンジ、チャイニーズレッド、キャメル、
ブラウン、チャコールグレー、ライトグレー、カーキ、スモーキーパープル、パウダーピンク、ダルピンク、ショッキングピンク、パウダーブルー、
ネイビー、ボルドー、イエロー、グリーン、ターコイズブルー、プリント / スカル、フラワー、エスニック、ボーダー。
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content
Collection
・2023 春夏 メンズコレクション（2022.09）
・2023 春夏 ニューヨークコレクション（2022.10）
・2023 春夏 ミラノコレクション（2022.11）

・2023 春夏 パリコレクション（2022.12）new
・2022-2023 秋冬 メンズコレクション（2022.04）
・2022-2023 秋冬 ニューヨークコレクション（2022.05）
・2022-2023 秋冬 ミラノコレクション（2022.06）
・2022-2023 秋冬 パリコレクション（2022.07）
・2022-2023 秋冬 東京コレクション（2022.08）
・2022-2023 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2022.10）
・2022 春夏 メンズコレクション（2022.01）
・2022 春夏 ニューヨークコレクション（2021.12）
・2022 春夏 ミラノコレクション（2022.01）
・2022 春夏 パリコレクション（2022.02）
・2022 春夏 東京コレクション（2022.03）
・2022 春夏 パリオートクチュールコレクション（2022.04）
・2021-2022 秋冬 メンズコレクション（2021.07）
・2021-2022 秋冬 ミラノコレクション（2021.05）
・2021-2022 秋冬 パリコレクション（2021.08）
・2021-2022 秋冬 ニューヨークコレクション（2021.05）
・2021-2022 秋冬 ロンドンコレクション（2021.09）
・2021-2022 秋冬 東京コレクション（2021.10）
・2021-2022 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2021.11）
・2021 春夏 ニューヨークコレクション（2021.01）
・2021 春夏 ミラノコレクション（2021.01）
・2021 春夏 パリコレクション（2021.02）
・2021 春夏 東京コレクション（2021.03）
・2021 春夏 パリオートクチュールコレクション（2021.04）

・2020-2021 秋冬 パリメンズコレクション（2020.03）
・2020-2021 秋冬 ミラノメンズコレクション（2020.03)
・2020-2021 秋冬 ニューヨークコレクション（2020.04）
・2020-2021 秋冬 ミラノコレクション（2020.05）
・2020-2021 秋冬 パリコレクション（2020.06）
・2020-2021 秋冬 ロンドンコレクション（2020.07）
・2020-2021 秋冬 東京コレクション（2020.08）
・2020-2021 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2020.11）
・2020 春夏 ミラノメンズコレクション（2019.08）
・2020 春夏 パリメンズコレクション（2019.09）
・2020 春夏 ニューヨークコレクション（2019.11）
・2020 春夏 ミラノコレクション（2019.12）
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content
Collection
・2020 春夏 パリコレクション（2020.01）
・2020 春夏 東京コレクション（2020.02）
・2020 春夏 オートクチュールコレクション（2020.04）

・2019-2020 秋冬 パリメンズコレクション（2019.03）
・2019-2020 秋冬 ミラノメンズコレクション（2019.03)
・2019-2020 秋冬 ニューヨークコレクション（2018.04）
・2019-2020 秋冬 ミラノコレクション（2018.05）
・2019-2020 秋冬 パリコレクション（2018.06）
・2019-2020 秋冬 ロンドンコレクション（2018.05）
・2019-2020 秋冬 東京コレクション（2019.07）
・2019-2020 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2019.10）
・2019 春夏 ミラノメンズコレクション（2018.09）
・2019 春夏 パリメンズコレクション（2018.08）
・2019 春夏 パリコレクション（2019.01）
・2019 春夏 ミラノコレクション（2018.12）
・2019 春夏 ニューヨークコレクション（2018.11）
・2019 春夏 ロンドンコレクション（2018.11）
・2019 春夏 東京コレクション（2019.02）
・2019 春夏 パリオートクチュールコレクション（2019.04）
・2018-2019 秋冬 ミラノメンズコレクション（2018.03）
・2018-2019 秋冬 パリメンズコレクション（2018.03）
・2018-2019 秋冬 ニューヨークコレクション（2018.04）
・2018-2019 秋冬 ミラノコレクション（2018.05）
・2018-2019 秋冬 パリコレクション（2018.06）
・2018-2019 秋冬 東京コレクション（2018.07）
・2018-2019 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2018.10）
・2018 春夏 ミラノメンズコレクション（2017.08）
・2018 春夏 パリメンズコレクション（2017.09）
・2018 春夏 ニューヨークコレクション（2017.11）
・2018 春夏 ミラノコレクション（2017.12）
・2018 春夏 パリコレクション（2018.01）
・2018 春夏 東京コレクション（2018.02）
・2018 春夏 パリオートクチュールコレクション（2018.04）
・2017-2018 秋冬 ミラノメンズコレクション（2017.03）
・2017-2018 秋冬 パリメンズコレクション（2017.03）
・2017-2018 秋冬 ミラノコレクション（2017.05）
・2017-2018 秋冬 パリコレクション（2017.07）
・2017-2018 秋冬 ニューヨークコレクション（2017.04）
・2017-2018 秋冬 東京コレクション（2017.06）
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content
Collection
・2017-2018 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2017.10）
・2017 春夏 ミラノメンズコレクション（2016.09）
・2017 春夏 パリメンズコレクション（2016.08）
・2017 春夏 パリコレクション（2017.01）
・2017 春夏 ミラノコレクション（2016.12）
・2017 春夏 ニューヨークコレクション（2016.11）
・2017 春夏 東京コレクション（2017.02）
・2017 春夏 パリオートクチュールコレクション（2017.04）
・2016-2017 秋冬 ミラノメンズコレクション（2016.03）
・2016-2017 秋冬 パリメンズコレクション（2016.03）
・2016-2017 秋冬 ミラノコレクション（2016.05）
・2016-2017 秋冬 パリコレクション（2016.06）
・2016-2017 秋冬 ニューヨークコレクション（2016.04）
・2016-2017 秋冬 東京コレクション（2016.07）
・2016-2017 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2016.10）
・2016 春夏 ミラノメンズコレクション（2015.09）
・2016 春夏 パリメンズコレクション（2015.08）
・2016 春夏 ミラノコレクション（2015.12）
・2016 春夏 パリコレクション（2016.01）
・2016 春夏 ニューヨークコレクション（2015.11）
・2016 春夏 東京コレクション（2016.02）
・2016 春夏 パリオートクチュールコレクション（2016.04）
・2015-2016 秋冬 ミラノメンズコレクション（2015.03）
・2015-2016 秋冬 パリメンズコレクション（2015.03）
・2015-2016 秋冬 ミラノコレクション（2015.05）
・2015-2016 秋冬 パリコレクション（2015.06）
・2015-2016 秋冬 ニューヨークコレクション（2015.04）
・2015-2016 秋冬 東京コレクション（2015.04）
・2015-2016 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2015.10）
・2015 春夏 ミラノメンズコレクション（2014.09）
・2015 春夏 パリメンズコレクション（2014.08）
・2015 春夏 ニューヨークコレクション（2014.11）
・2015 春夏 ミラノコレクション（2015.01）
・2015 春夏 パリコレクション（2015.02）
・2015 春夏 ロンドンコレクション（2014.11）
・2015 春夏 東京コレクション（2014.12）
・2015 春夏 パリオートクチュールコレクション（2015.04）
・2014-2015 秋冬 ミラノメンズコレクション（2014.03）
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content
Collection
・2014-2015 秋冬 パリメンズコレクション（2014.03）
・2014-2015 秋冬 ミラノコレクション（2014.05）
・2014-2015 秋冬 パリコレクション（2014.06）
・2014-2015 秋冬 ニューヨークコレクション（2014.04）
・2014-2015 秋冬 東京コレクション（2014.07）
・2014-2015 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2014.10）
・2014 春夏 ミラノメンズコレクション（2013.08）
・2014 春夏 パリメンズコレクション（2013.09）
・2014 春夏 ミラノコレクション（2013.12）
・2014 春夏 パリコレクション（2014.01）
・2014 春夏 ニューヨークコレクション（2013.11）
・2014 春夏 ロンドンコレクション（2013.11）
・2014 春夏 東京コレクション（2014.02）
・2014 春夏 パリオートクチュールコレクション（2014.04）
・2013-2014 秋冬 ミラノメンズコレクション（2013.03）
・2013-2014 秋冬 パリメンズコレクション（2013.03）
・2013-2014 秋冬 ミラノコレクション（2013.05）
・2013-2014 秋冬 パリコレクション（2013.06）
・2013-2014 秋冬 東京コレクション（2013.07）
・2013-2014 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2013.10）
・2013 春夏 ミラノメンズコレクション（2012.08）
・2013 春夏 パリメンズコレクション（2012.09）
・2013 春夏 ミラノコレクション（2013.12）
・2013 春夏 パリコレクション（2013.01）
・2013 春夏 ニューヨークコレクション（2012.11）
・2013 春夏 東京コレクション（2013.02）
・2013 春夏 オートクチュールコレクション（2013.04）
・2012-2013 秋冬 パリオートクチュールコレクション（2012.10）

Trend Analysis
・ Back to the 90s - Dandyism -（2020.11）
・ Back to the 90s - Masculine / Hippy -（2020.10）
・ Back to the 90s - British / Ethnic -（2020.09）

Fashion Seminar
・FASHION SEMINAR「2023-2024 秋冬 カラートレンド詳報」（2022.12）new
・FASHION SEMINAR「2023 春夏 カラートレンド詳報」（2022.06）
・FASHION SEMINAR「2023 春夏 テキスタイルトレンド速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2022.05）
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content
Fashion Seminar
・FASHION SEMINAR「2022-2023 秋冬 カラートレンド詳報」（2022.01）
・FASHION SEMINAR「2022-2023 秋冬 テキスタイルトレンド速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2021.12）
・FASHION SEMINAR「2022 春夏 カラートレンド詳報」（2021.06）
・FASHION SEMINAR「2022 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2021.05）
・FASHION SEMINAR「2021-2022 秋冬 カラートレンド詳報」（2021.01）
・FASHION SEMINAR「2021-2022 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2020.12）

・FASHION SEMINAR「2021 春夏 カラートレンド詳報」（2020.06）
・FASHION SEMINAR「2021 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2020.05）
・FASHION SEMINAR「2020-2021 秋冬 カラートレンド詳報」（2019.12）
・FASHION SEMINAR「2020-2021 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2019.11）
・FASHION SEMINAR「2020 春夏 カラートレンド詳報」（2019.05)
・FASHION SEMINAR「2020 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2019.04）
・FASHION SEMINAR「2019-2020 秋冬 カラートレンド詳報」（2018.12)
・FASHION SEMINAR「2019-2020 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2018.11）
・FASHION SEMINAR「2019 春夏 カラートレンド詳報」（2018.05)
・FASHION SEMINAR「2019 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2018.04）
・FASHION SEMINAR「2018-2019 秋冬 カラートレンド詳報」（2017.12 )
・FASHION SEMINAR「2018-2019 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2017.11）
・FASHION SEMINAR「2018 春夏 カラートレンド詳報」（2017.05)
・FASHION SEMINAR「2018 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2017.04）
・FASHION SEMINAR「2017-2018 秋冬 カラートレンド詳報」（2016.12)
・FASHION SEMINAR「2017-2018 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2016.11）
・FASHION SEMINAR「2017 春夏 カラートレンド詳報」（2016.05）
・FASHION SEMINAR「2017 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2016.04）
・FASHION SEMINAR「2016-2017 秋冬 カラートレンド詳報」（2015.12）
・FASHION SEMINAR「2016-2017 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2015.11）
・FASHION SEMINAR「2016 春夏 カラートレンド詳報」（2015.05）
・FASHION SEMINAR「2016 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2015.04）
・FASHION SEMINAR「2015-2016 秋冬 カラートレンド詳報」（2014.12）
・FASHION SEMINAR「2015-2016 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2014.11）
・FASHION SEMINAR「2015 春夏 カラートレンド詳報」（2014.05）
・FASHION SEMINAR「2015 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2014.04）
・FASHION SEMINAR「2014-2015 秋冬 カラートレンド詳報」（2013.12）
・FASHION SEMINAR「2014-2015 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2013.11）
・FASHION SEMINAR「2014 春夏 カラートレンド詳報」（2013.05）
・FASHION SEMINAR「2014 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2013.04）
・FASHION SEMINAR「2013-2014 秋冬 カラートレンド詳報」（2012.12）
・FASHION SEMINAR「2013-2014 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2012.11）
・FASHION SEMINAR「2013 春夏 カラートレンド詳報」（2012.05）
・FASHION SEMINAR「2013 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2012.04）
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content
Fashion Report
・2022 BRIDAL COLLECTION SPECIAL（2022.06）
・2022 卒業コレクションスペシャル（2022.05）
・2021 BRIDAL COLLECTION SPECIAL（2021.07）
・TOKYO LEATHER PIGSKIN 2020 -PIGGY’S SPECIAL -（2020.02）
・2019-2020 CHIE IMAI CHARITY COLLECTION （2019.10）
・TOKYO LEATHER PIGSKIN 2019 -PIGGY’S SPECIAL -（2019.01）
・2017-2018 CHIE IMAI CHARITY COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE Blueberry fields forever-（2018.10）
・JFW-JC 2018 PIGGY’S SPECIAL PIGSKIN FASHION SHOW（2018.01）
・2017-2018 CHIE IMAI CHARITY COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE Flying -（2017.10）
・JFW-JC 2017 PIGGY’S SPECIAL PIGSKIN FASHION SHOW（2017.01）
・2016-2017 ROYAL CHIE COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE Sunshine -（2016.10）
・JFW-JC 2016 PIGGY’S SPECIAL PIGSKIN FASHION SHOW（2016.01）
・2015-2016 ROYAL CHIE COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE Rebirth -（2015.10）
・JFW-JC 2015 - PIGGY’S SPECIAL FASHION SHOW-（2015.01）
・2014-2015 ROYAL CHIE COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE Soaring -（2014.10）
・JFW JAPAN CREATION 2014 - PIGGY’S SPECIAL ピッグスキンファッションショー -（2014.01）
・2013-2014 ROYAL CHIE COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE 彩 -（2013.10）
・L’OREAL 50th ANNIVERSARY CELLEBRATION - さらなる美を求めて -（2013.09）
・2013 春夏 トレンド・キーワード （2013.02）
・JFW JAPAN CREATION 2013 - PIGGY’S SPECIAL ピッグスキンファッションショー -（2013.01）
・2012-2013 ROYAL CHIE COLLECTION - MOSAIQUE de CHIE Dragon - （2012.10）
・BIFF & BIL 2012 Fashion Show （2012.09）

Street Fashion
・2022 年 12 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2022.12）new

・2022 年 11 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2022.11）

・2022 年 10 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2022.10）

・2022 年 9 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2022.09）

・2022 年 8 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2022.08）

・2022 年 7 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2022.07）

・2021 年 10 月～ 2022 年 6 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2021.10 ～ 2022.06）

・2000 秋 東京ストリート・ファッション 有楽町 / 表参道（2021.09）
・1988 ストリート・インタビュー 渋谷 / 銀座（2021.08）
・1988 Winter ファッション・インタビュー 渋谷 / 銀座（2021.07）
・1989 Summer Tokyo / N.Y. / Paris ワーキング・ウーマンの通勤スタイル（2021.06）
・Back to the 90s “1996 Summer TOKYO STREET FASHION“（2021.05）
・2021 年 3 月 東京定点観測

- 表参道／原宿 -（2021.04）

・Back to the 90s “1994 Summer TOKYO STREET FASHION“（2021.03）
・Back to the 90s “1997 Spring TOKYO STREET FASHION“（2021.02）
・2012 年 １月〜 2020 年 12 月 東京定点観測 - 表参道／原宿 -（2012.2 〜 2021.01)
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＊現在リリースされているコレクションは以下の通りです。収録時間は各 5 分。
その他のコレクションに関しては、ログイン後のリストをご参照ください。

maison list

2023 Spring/Summer Paris Collection

（28 ブランド）

1

ACNE STUDIOS

11 CHANEL

21 NEHERA

2

AGNÈS B.

12 CHLOÉ

22 PACO RABANNE

3

AKRIS

13 COURRÈGES

23 RYNSHU

14 DIOR

24 SAINT LAURENT

15 DRIES VAN NOTEN

25 STELLA McCARTNEY

アクネ・ストゥディオズ
アニエスベー

シャネル
クロエ

ANDREAS KRONTHALER FOR VIVIENNE WESTWOOD

6

ANN DEMEULEMEESTER
アン・ドゥムルメステール

ANREALAGE
アンリアレイジ

リンシュウ

ディオール

アンドレアス・クロンターラー・フォー・ヴィヴィアン・ウエストウッド

5

パコ・ラバンヌ

クレージュ

アクリス

4

ネヘラ

サンローラン

ドリス・ヴァン・ノッテン

ステラ・マッカートニー

16 ISABEL MARANT

26 UJOH

イザベル・マラン

ウジョー

7

BALMAIN

17 ISSEY MIYAKE

27 VALENTINO

8

BEAUTIFUL PEOPLE

18 KOCHÉ

28 Y/PROJECT

9

BOTTER

19 LOEWE

バルマン

ビューティフル・ピープル
ボッター

10 CFCL

シーエフシーエル

イッセイ・ミヤケ

ヴァレンティノ

コーシェ

ワイ / プロジェクト

ロエベ

20 MAME KUROGOUCHI
マメ・クロゴウチ

next release
* 次回は 2023 年 1 月 13 日リリース予定です。

Collection
・2023 春夏 ロンドンコレクション

* 新型コロナウイルス対策のため、番組が変更になる場合がございます。

Street Fashion
・2023 年 1 月 東京定点観測

Fashion Seminar
・2023-2024 秋冬 カラートレンド詳報

Fashion Report
・JFW JAPAN CREATION 2023 "PIGGY'S SPECIAL"
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