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アメリカンプレッピーを象徴する
マストバイなブレザーを手に入れる

デイリーなカジュアルウェアに
独自の解釈でオリジナリティをプラス

段返り 3 ボタン、センターフックドベ
ントなどの伝統的な仕様を踏襲したア
メリンプレッピーを象徴するようなネイ
ビーブレザーはトミー ヒルフィガーの
十八番。裏地に施されたストライプは
赤、白、青のブランドカラーを表して
いる。ブレザー￥60900

アメリカンカジュアルをベースに新品か
ら古着まで、汎用性高いアイテムを揃
えるセレクトショップは、その別注品の
クオリティーもまた高い。スタン レイ
のショーツのポケットにメキシカンラグ
を施した夏にマストな 1 着。Stan Ray
× US のショーツ￥7980

東京都渋谷区神宮前 4-30-3 東急
プラザ表参道原宿 B1F・1F・２F
TEL _ 03-6365-1985
営業時間 _11:00 〜21:00
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東京都渋谷区神宮前 4-25-1
ライサ 2-E 号
TEL _ 03-5772-6340
営業時間 _12:00〜20:00 無休
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「ラルフローレンや J クルーなどのアメリ
カンカジュアルブランドからインディペ
ンデントやハフなどのスケートブランドま
で、今着るべき洋服を幅鋳広いジャンル
からセレクトしています。」
JT＆COのキャップ¥6090、ラルフローレ
ンの半袖シャツ¥8190、ラルフローレン
のスイムショーツ¥10290、
バンズのスリッ
ポン¥5250
東京都渋谷区神宮前 4-28-22 ベルパレ
ス原宿 2F TEL _ 03-3796-6338

オニツカタイガーの表参道店には人気
モデルがフルラインナップされている。
写真は歴史に残る名品と評されるモ
デル、ファブレをデザインベースに巧
みの技でビンテージ感が漂うシューズ 東京都渋谷区神宮前 4-24-14
へと仕上げた逸品。￥25200
TEL _ 03-3405-6671
営業時間 _11:00〜 20:00 不定休

' 原宿キャシディー

キャッチーなアイテムを揃える
ショップのオリジナルアイテム

3 社の想いが1つの形となった
利便性の高いエプロン
エンズ & ミーンズ、ザ ダービーとキャシ
ディが共同で製作したエプロンは料理、
作業、アウトドアシーンなど様々な場面
で活躍する普遍性にミニマムなファッシ
ョン性を兼ね備えたアイテムとなった。 東京都渋谷区神宮前 6-6-4
ENDS&MEANS × THE DERBY × TEL _ 03-3406-3070
CASSIDY のエプロン￥10290
営業時間 _11:00 〜 20:00
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東京都渋谷区神宮前 4-28-18
TEL _ 03-3479-0420
営業時間 _12:00 〜 20:00 不定休

日高氏がリコメンドする
BEAMSプレス、
原宿ショップベスト3

#

"

20BB83H7><4
6A>F=7H068B0F0

「ファレル・ウィリアムスらしいストリート感
あるグラフィックアイテムやマーク・マクネ
イリーとのコラボラインであるビー・ライ
ンのギミックが効いたトラッドなアイテムま
で、主役級のアイテムが手に入ります。
」
ICECREAMのキャップ￥4200、
BILLIONAIRE
BOYS CLUBのTシャツ￥6300、
デニムパ
ンツ￥16275、
BILLIONAIRE BOYS CLUB
× PALLADIUMのブーツ￥21945

%

「アメトラを軸にセレクトするアイテムは
トリッカーズやセロのシャツ、ガンホー
のパンツなど時代に左右されない魅力
を持つものばかり。ずっと着続けたい一
生ものを集めました。
」
アイクベーハーのシャツ¥13650、
ジョンスメド
レーのカーディガン¥31500、
キッフェのカー
ゴパンツ¥9975、
スケーターソックス¥1260、
オークストリートのスニーカー¥47080
住所 _ 東京都渋谷区神宮前 4-29-8
TEL _ 03-3470-6970
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セレクトショップ、ビームスのプレスを務める。オフィスが原宿に
あるということもあり、周辺のお店事情に精通している。
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一生もののヴィンテージウォッチは
長く付き合えるショップで探す

原宿の夜の定番。日々通い続ける
居心地の良い名店

アートやカルチャーをより身近に
してくれるハブとして機能
「独自の視点でセレクトされたカル
チャーアイテムが揃うお店。アート
ピースから、ポップカルチャーまで
幅広いセレクト故にそれらを身近
に感じる事が出来るショップです。
」
東京都渋谷区神宮前 3-25-14
TEL _ 03-3470-3946
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「原宿で一杯と言ったら私は絶対
ここ。料理もお酒もおいしくて
雰囲気も好き。何でもうまいけど、
個人的なお薦めはメンマ炒めと
みそ汁ですね。
」
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東京都渋谷区神宮前 3-25-7
TEL _ 03-3404-4641

「1920 年代〜 2000 年代のカルチャー
色が強いアイテムが並びます。ヴィンテ
ージのバンド T は常に 10000 枚以上を
所有しているので、必ず一生ものの一枚
が見つかるはず！！」
LEVI'S 506X Xのジャケット￥94290、
LABRATのスニーカー¥29400、他私物
東京都渋谷区神宮前 3-21-22
いとうビル 1F TEL _ 03-5414-3190
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「品のあるブロードを使用したシャツや
細身のシルエットが特徴のパンツなど、
音楽を感じさせる洋服が特徴です。1 着
で存在感を放つ独特のカラーリングの
アイテムにも注目です。」
LAD MUSICIANのシャツ￥17850、Tシ
ャツ￥8 4 0 0、パンツ￥26 25 0、ブーツ
￥56700
東京都渋谷区神宮前 4-26-35
TEL _ 03-3470-6760

東京都渋谷区神宮前 4-28-2
ハウストンビル 1F、B1F
TEL _ 03-3479-6432
営業時間 _11: 30〜20:00（平日）
、
11:00〜20:00（土・日・祝）

いつの時代も色褪せない
オーセンティックな逸品を
今やタフなワークスタイルのみならず、
ストリートにおいてもその存在感を確
固たるものにしたカーハート。これか
らの時期は定番のペインターパンツの
ショーツタイプを選びたい。もちろん、 東京都渋谷区神宮前 4-28-25
バックポケットにはあのブランドロゴが TEL _ 03-3402-9810
輝く。￥8925
営業時間 _12:00 〜20:00
（平日）
、
11:00 〜20:00（土・日）
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ライフスタイルに合わせたデザインが
魅力のブランド定番の1本
フィフティーファイブディーエスエルの
ストレッチ素材のチノコットンパンツは
裾部分にロールアップできるようにスナ
ップボタンとゴムがついており、ピスト
に乗る際の巻き込み防止を考慮。現
代の生活にマチする優れたデザインが
ポイント。￥18690
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八木沢博行

老舗メーカーのファブリックを
現代のデザインで表現

東京都渋谷区神宮前 3-25-15 1F
TEL _03-3478-2900

90年代半ばに発売されたマイケルは同
じく名作と呼ばれるナオミとともに、ス
トリートで 1 大ブームを起こした。大人
になった今、ラグジュアリーブランドの
アイウエアを手に入れたとしてもこれだ
けはなぜか手放せない、そんな不思議
な魅力がある名品。￥16800

的場良平

東京都渋谷区神宮前 4-25-1
ライサ 1F-C TEL _ 03-5770-0018
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「基本的に時計はしない派ですが、
いつか自分にあった一生ものを！
と思っています。そのときはこの店
で相談に乗ってもらいながら買い
たい。一生ものに出会えるお店。
」

時代を彩った名作アイウエアは
いつもでも手元に置いておきたい
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過去の名作が現代に甦る

東京都渋谷区神宮前 3-21-6 1F
TEL _ 03-5785-2644
営業時間 _12:00〜19:00
（ 土曜日
〜火曜日） 定休日：水曜〜金曜
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NIKE AIR MAXの復刻

1880 年に創業したブリティッシュミラ
レーン社のワックスドコットン生地を使
用したメッセンジャーバッグ。内側にも
容量のある収納が付き、機能面も充
実。タフでデイリーに使えるアイテム
は日々のワードローブには必須。Back
Channel のバッグ￥23940
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金子公太
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ナイキストアでは豊富なモデルとカラ
ーリングのスニーカーが揃っている。
1990年に発売されたナイキ エア マッ
クス 90 の復刻シューズが人気。過去
の名作から選んだ 1 足は一生大切にし 東京都渋谷区神宮前 1-13-12
たい自分だけの名品となる。NIKE AIR TEL _ 03-6438-9203
MAX 90 ￥12600
営業時間 _11: 00〜20:00 不定休

ウィズ リミテッドのオンリーショップである
ランプ トウキョウ。レザーアイテムライン
である“Whiz Leathers” のコンチョ付き
ベルトは、店内の工房で職人の手により
手作業で製作された質実な作りで使い
込む度に味が出る、ずっと付き合える1
本となっている。ベルト￥44100
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東京都渋谷区神宮前 1-11- 6
ラフォーレ原宿 3F
TEL _ 03-6447-1317
営業時間 _11:00 〜 20:00

ストリートブランドが打ち出す
一生もののレザーアイテム
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柳澤佳佑

人気モデル、
ファブレの
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いわゆる裏原宿といわれるエリアを中心にクローズ
アップ。やはりストリートブランドのフラッグショップ
が最も多く並ぶのがこの地域。ストリートの定番ア
イテムを手に入れるならこのエリアがイチオシだ。

"NIPPON MADE"バージョンを狙う

ブルージーンズの誕生から140 年の時
を経て、絶対定番の 501Ⓡがリニュー
アルを果たしたのは今春のこと。12.5
オンスの生地を使用しよりスリムでモダ
ンなシルエットとなったこの名品は、今 東京都渋谷区神宮前 6-29-4
真っ先に手にすべきアイテムと言える。 TEL _ 03-3486-0770
501 Ⓡ “RINSE” ￥11550
営業時間 _11:00〜 20 : 00
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原宿エリア
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よりモダンに進化を遂げた
ニュースタンダードな歴史的名品

時代を彩る様々なブランドをセレクトす
るショップ、ルイス。セレクトされたア
イテムはもちろん、オリジナルで製作
されたアイテムもまた良い。クールマッ
クス機能を搭載した 1 着はオールシー
ズン着用できる万能さが嬉しい。Luiʼs
のジャケット￥14700
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東京都渋谷区神宮前 4-27-4
TEL _ 03-5775-9755
営業時間 _11:00〜20:00
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ハイクオリティな物づくりが魅力の
長く付き合えるストリートウエア
都会的なストリートウェアを提案するエ
フエーティーはストリートブランドの中
でも物作りの確かさに定評がある。中
でも肉厚な 21 オンスのデニムを使用
したジャケットは着込むほどに体にな
じみ、生地の風合いを楽しめる 1 着と
なっている。ジャケット￥33600

東京都渋谷区神宮前 3-20-1 102
TEL _ 03-5775-3877
営業時間 _12:00 〜 20:00
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「ブランド設立 20 年という歴史を感じさ
せるオーセンティックなアイテムが充実
しています。今日着た T シャツも買い替
えながらもずっと着続けたい魅力があり
ます。」
XLARGEⓇのTシャツ￥3150、ショーツ
￥9450、サングラス￥5250、XLARGE®
×VANSのスニーカー￥8190
東京都渋谷区神宮前 4-25-29 1F
TEL _ 03-3475-5696

渋谷、
原宿、
青山、
中目黒、
代官山…

一生モノが手に入る
TOKYOショップガイド
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常日頃から自分のスタンダード、
一生着ることが出来るアイテムを求め続けているGRIND世代。
そんな読者に向け、
ストリートファッションで最も重要な5つのエリアを中心に、
一生モノの定番アイテムを見つけるべくそのショップと購入出来るアイテムを紹介する。
Photo_Yohei Miyamoto,Takaki Iwata（horizont） Illustration _ Shiori Hasegawa
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