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Collection
　Y2K がグラマラスに進化

　2023-2024 秋冬 ニューヨークコレクション

2023-2024 秋冬 ニューヨークコレクションが 2023 年 2 月 10 〜

15 日の 6 日間にわたって開催された。来場者はファッション

ジャーナリストやバイヤーに、セレブリティやインフルエンサー

といったファッションアイコンが加わり、パンデミック前のお祭

りムードを取り戻した。ニューヨーク各地でおこなわれたランウ

ェイショーはメンズとウィメンズを同時に発表するスタイルが定

着し、ジェンダー・ニュートラルを盛り込むブランドの増加も見

られた。さらに、ミドルエイジのモデルを起用するブランドがこ

れまで以上に増え、エイジ・ダイバーシティへの配慮をうかがわ

せている。

”Y2K”に端を発したセンシャルなムードは、秋冬ならではの重厚感

をともなって、グラマラスに進化を遂げている。デコラティブに

装飾されたブラトップやコルセット、スリットが深く切り込んだ

スカート、シアーなボディスーツ、極限までカットアウトされた

ボディコンシャスドレスなど、センシャルなアイテムが多数登場。

グラマラスな素材使いで、官能美の新しいカタチを提案している。

注目アイテムは、メンズ・テーラードにゴシックやロマンティッ

クな要素を加えた、ソフトなテーラードスーツ。卓越したテーラ

リングはそのままに、テーラードジャケットのウエストを絞ったり、パンツをローライズに仕立てるなど、女性のボディライ

ンを際立たせたシルエットが特徴だ。ビッグショルダーのジャケットやコートは、メンズと同等のジェンダー・ニュートラル

なデザインに仕上がっている。

これまでパリメンズに参加していた「HERON PRESTON( ヘレン・プレストン )」がニューヨークコレクションに初参加。“Anything 

Goes( 何でもあり )”をテーマに、モータースポーツやスキー、スノーボードから着想を得たスポーティルックを提案した。デ

ザイナーの Heron Preston( ヘレン・プレストン ) はサンフランシスコ出身。アーティスト、ファッション デザイナー、DJ など、

様々な顔を持つ。ウィメンズでは肌が透けて見えるボディスーツを筆頭に、女性のボディラインを強調させた肌見せルックが

目立つ。一方、メンズでは。アシッドグリーンのデニムジャケット、セキュリティパッチ付きのベスト、レーシングパンツなど、

スポーツアイテムをストリートウェアに落とし込んでいる。

Donatella Versace( ドナテッラ・ヴェルサーチェ ) が手がける「VEESACE( ヴェルサーチェ )」は、コレクション発表の場をロサ

ンゼルスに移し、ウィメンズとメンズの合同ショーを披露。1990 年代の「ATELIER VERSACE ( アトリエ・ヴェルサーチェ )」の

アーカイブを紐解き、グラマラスで力強いコレクションを展開した。ファーストルックはジジ・ハディッドがまとったストレ

ートショルダーのジャケットとペンシルスカートのコーディネート。アワーグラスシェイプのジャケット、胸元にひだを持た

せたミニドレスなど、1990 年代のパワフルなスタイルが並んだ。マドンナ主演による 1995 年の「ATELIER VERSACE 」キャン

ペーンで発表したメドゥーサ '95 ハードウェアが随所に施されている。
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＊今月の新番組を紹介します。2023 年 5 月 10 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。new



Collection
　環境リスクを軽減した素材にフォーカス

　2024 春夏 テキスタイルトレンド速報

欧州最大の素材見本市「PREMIERE VISION ( プルミエール・ヴィジ

ョン )」で発表されたテキスタイル・トレンドをいち早く紹介する。

テキスタイル・デザイナー / KAJIHARA DESIGN STUDIO の梶原加

奈子氏を講師に迎え、カラー、素材、質感、構造、柄など多方面

から分析、わかりやすく解説する。2024 春夏シーズンは、より環

境に配慮した糸や製造方法作られた素朴なテキスタイルが台頭す

るという。

[ 2024 S/S PREMIERE VISION TREND ]

総合テーマ：Dream Your Reality

・リアル世界とデジタル世界を融合したフィジタルなクリエーションが体験として広がっていく。

・環境や社会を思いやる表現に向けて、環境リスクを相殺できる糸や製造方法で作られた現実的で質素な表現から美しさを

　導き出す。

・プロセス、製品、ライフサイクル、生産について時間をかけて考え、生産性を保ちながら循環させて、資源を節約する。

2024 S/S PREMIERE VISION 4 つのテーマ

①曖昧な夢 : 混紡や複合の繊維、見た目と相反するタッチ、機能性があり、多様な用途、微かなムラやメランジ、

　グラデーションやボケたプリント、曖昧なボーダーやストライプ、表面変化の組み合わせ

② 白昼の幻想 : 薄くて軽く、凹凸感があるテクスチャーオーガンジー、落ち感とストレッチ性がある複合素材、シルバーや

　オーロラ、サテンなど様々な光沢感、パステル調や華やかな意匠性のレース、ジャカード、プリント

③サスティナブル理想主義 : 上質で生産過程が確認できる天然繊維、植物由来の糸やコーティング、ドライタッチでシボが

　ある表面感、シンプルな配色のストライプやジャカード、プリント

④理想のオリジナル : ナチュラルな粗野感がある表現、使い古したようなヴィンテージ感、トライバルを反映した意匠性の

　レース、ジャカード、プリント、パワフルで大胆な色使いのジャカード、プリント

カラー 4 つの方向性

①曖昧で多彩 : グレーがかったエレガントなニュアンス感。憂鬱と魅惑の間を移行するような曖昧な中間トーン。

②ブライトパステル : 明るく優しい未来のユートピアを感じさせる色合い。生き生きと柔らかく輝くファンタジーパステル。

③自然の静けさ : 太陽の黄色、大地の茶色を感じさせる素朴感と無添加感。未染色や顔料着色されたニュートラルトーン。

④プリミティブパワフル : 神聖でダークなエネルギーを持つドラマティック感。光を吸収する深い輝き。

　濃厚で強いアクセントカラー。
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＊今月の新番組を紹介します。2023 年 5 月 10 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。new



Street Fashion
　デニムルックが一大トレンドに浮上

　2023 年 5 月 東京定点観測

初夏のような清々しい晴天となった 5 月上旬。アウターとして着用されているのはトレンチコートやデニムジャケット、ジャケット感覚で着用で
きるベストといった軽めのアイテム。半数以上の人々はアウターを着用せず、フリルブラウスやスウェットトップ、クロップド丈のカットソーな
ど、夏向きのアイテムでおしゃれを楽しんでいる。

先月に引き続き、デニムがビッグトレンドとなっており、ジャケットからシャツ、ワンピース、スカート、パンツ、キャップにいたるまで、多種
多様なデニムアイテムがストリートを占拠している。とりわけオーバーサイズのデニムシャツに勢いがある。その一方で、カジュアルなデニムに
対抗するかの如く、フリルブラウスやティアードスカート、マーメイドスカート、レースワンピースといったロマンティックなアイテムがフェミ
ニン志向の若者の心をつかんでいる。あえて襟や袖を大きく取り、デフォルメさせたデザインが人気だ。

コレクションサーキットを賑わせた Y2K スタイルは、東京ストリートではそれほど多くない。おへそが見えるクロップドトップやミニスカートと
いった露出度の高いアイテムを好むのは 10 代の一部の若者のみ。マキシ丈やワイドシルエットのアイテムを重ねて、きっちり着込むスタイルが
大勢を占めている。

アクセサリーで注目したいのはキャップ。相性の良いデニムルックはもちろん、フリルいっぱいのロマンティックなスタイルやテーラードルック
など、どんなアイテムにもキャップがコーディネートされている。着用者の多くは韓国に傾倒する若者たち。オーバーサイズのスウェットトップ
やトラックスーツなどとともに、韓国風スタイルが日本の若者に浸透している。

[ 2023 年 5 月 東京定点観測 ]  観測日：2023 年 5 月 1 日　晴れ　表参道 ( 気温 21.9 度 / 湿度 50%)、原宿 ( 気温 21.8 度 / 49％ )
トップス：パフスリーブブラウス、ビッグカラーブラウス、ペプラムブラウス、フリルブラウス、チェックシャツ、ドロップショルダーブラウス、
ロングシャツ、リボンブラウス、タンクトップ、ワンショルダーカットソー、T シャツ、スウェットトップ、パーカ、パーカワンピース、マキシ
丈フレアワンピース、スリップドレス、パフスリーブワンピース、ミニワンピース、トラックスーツ、オールインワン、ニットカーディガン、デ
ニムシャツ、デニムベスト、デニムジャケット、テーラードジャケット、レザージャケット、クロップドジャケット、MA-1、トレンチコート。
ボトムス：ワイドパンツ、フレアパンツ、サロペット、クロップドパンツ、ストレートジーンズ、ショートパンツ、ハーフパンツ、スリムジーンズ、
スウェットパンツ、ミニフレアスカート、ミニプリーツスカート、マキシ丈ティアードスカート、マキシ丈フレアスカート、マキシ丈タイトスカ
ート、マキシ丈レーススカート、チュールスカート、スリットスカート、マーメイドスカート、ジャンパースカート、レギンス。
アクセサリー：日傘、バケットハット、キャップ、ニット帽、ベレー帽、ストローハット、カチューシャ、ウエリントンサングラス、スカーフ、
太ベルト、ボディバッグ、トート、バックパック、ミニショルダーバッグ、巾着、ミニボストンバッグ、スニーカー、ストラップサンダル、ショ
ートブーツ、ロングブーツ、厚底レースアップシューズ、ショートソックス、ハイソックス、ニーハイソック。
カラー＆プリント：カラー / ホワイト、ブラック、グレー、レモンイエロー、ライトブルー、スカイブルー、エメラルドグリーン、べージュ、キ
ャメル、フレッシュグリーン、カーキ、ネイビー、レッド、ボルドー、ピーチ、ピンク、オレンジ、プリント / 小花、トロピカルフラワー、ボー
ダー、ドット、カモフラージュ、タータンチェック、ジオメトリック。
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＊今月の新番組を紹介します。2023 年 5 月 10 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。new
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Collection
　　・2023-2024 秋冬 ミラノメンズコレクション（2023.03）

　・2023-2024 秋冬 パリメンズコレクション（2023.04）

　・2023-2024 秋冬 ニューヨークコレクション（2023.05）

　・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）

　・2023 春夏  ロンドンコレクション（2023.01）

　・2023 春夏 東京コレクション（2023.02）

　・2023 春夏 パリオートクチュールコレクション（2023.03）

　　・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）



content
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Collection
　・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）

　・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）



content
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Collection
　・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）

　・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  ロンドンコレクション（2014.11）



content
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Collection
　・2015 春夏  パリコレクション（2015.02）

　・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）

　・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）



content
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new
Fashion Seminar
　・ FASHION SEMINAR「2024 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2023.05）

　・ FASHION SEMINAR「2023-2024 秋冬 カラートレンド詳報」（2023.01）

　・ FASHION SEMINAR「2023-2024 秋冬 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2022.12）

　・FASHION SEMINAR「2013 春夏 素材展速報 ( プルミエール・ヴィジョン )」（2012.04）

　・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）

　・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）

　・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 Seninar
　・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 Report
　・JEW JAPAN CREATION 2023 “PIGG’Y’S SPECIAL“（2023.01）

　・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）

content
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new
Street Fashion
　・2023 年   5 月 東京定点観測　- 表参道／原宿 -（2023.05）

　・2023 年   4 月 東京定点観測　- 表参道／原宿 -（2023.04）

　・2023 年   3 月 東京定点観測　- 表参道／原宿 -（2023.03）

　・2023 年   2 月 東京定点観測　- 表参道／原宿 -（2023.02）

　・2023 年   1 月 東京定点観測　- 表参道／原宿 -（2023.01）

　・2021 年 10 月〜 2022 年 12 月 東京定点観測　- 表参道／原宿 -（2021.10 〜 2022.12）

　・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)



2023-2024 Fall/Winter New York Collection

maison list
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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。

（12 ブランド）

1 AïE
エーアイイー

5 COACH 
コーチ

9 THE KEIJI 
ザ・ケイジ

2 ALEXANDERWANG
アレキサンダー・ワン 

6 HERON PRESTON
ヘロン・プレストン

10 THOM BROWNE 
トム・ブラウン

3 ANNA SUI
アナ・スイ

7 KATE SPADE NEW YORK 
ケイト・スペード・ニューヨーク

11 TORY BURCH
トリーバーチ

4 ASIA FASHION COLLECTION 
10th
アジア・ファッション・コレクション 10th 

8 MICHAEL KORS COLLECTION
マイケル・コース・コレクション

12 VERSACE
ヴェルサーチェ

・2023-2024 秋冬 ミラノコレクション

・2023 年 6 月 東京定点観測 

・2024 春夏 カラートレンド詳報

next release
* 次回は 2023 年 6 月 12 日リリース予定です。

* 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。Collection

　　　
Street Fashion

　　　
Fashion Seminar


