
西村貴大

東京都港区南青山 5-5-8　TEL_03-3407-2145
営業時間 _11:00～ 20:00

BAPE®のキャップ￥8925、シャツ￥17640、ショーツ￥18690、
スニーカー￥17640、時計￥41790

青山

「BAPE®ではカジュアルウエアはもちろん、ベビー服からスーツ、
ネクタイまで、まさに ”揺り籠から墓場ま で ”一生お付き合い
いただけるアイテムを展開しています。」

東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒ
ルズ本館 1F　TEL_03-6438-1332
営業時間 _11:00 ～ 21:00（月～土）、
11:00～ 20:00（日）

BLACK FREECE BY Brooks Brothers
のシャツ￥19950　他全て私物

表参道ヒルズ店
長谷川 透
一生ものに関しては、シャツに関しては消
耗品ですが、変わらない良さがありますの
でそういう意味では一生ものになると思い
ます。その他ではグレーやネイビーのベー
シックなスーツは素材・縫製もよく短く履
くか履かないかにもよりますが、アイテム
は一生ものだと思います。

畑野 駿

乱痴気

東京都渋谷区神宮前 5-45-12
TEL_03-5766-8415

AUGUSTE PRESENTATION のパーカ
￥21000、ショーツ¥18900、matesのシ
ューズ￥24150

「今日着たオーギュスト プレゼンテーシ
ョンをはじめ、フランク リーダーやノン
エイティブなど普遍的かつ強いこだわり
を持ったブランドを中心にセレクトして
います」

今成一崇

東京都渋谷区神宮前 4-21-7 1F
TEL_03-6804-6309 
営業時間 _12:00～ 20:00

White Mountaineeringのシャツ￥24150、
Tシャツ￥9975、ショーツ￥28350、ソック
ス￥2205、スニーカー￥24150

「毎シーズン展開しているゴアテックスを
使用した機能性アウターなど、デザイン
に変化はあるものの機能は毎回変わる
事なく裏切らない秀逸な作りで展開し続
けています」

東京都港区南青山 3-18-9
TEL_03-3423-8428

CHRISTOPHE LEM AIREのシャツ
¥44100、パンツ￥59850、AUTHENTIC 
SHOE&Co.￥93450、INDIAN JEWELRY
のジュエリー￥52500

海前直樹
「着用しているオーセンティック シュー&
コーのドレスシューズや 30’ｓ～ 90’ｓ
のナバホ族を中心とした、一点もののヴ
ィンテージインディアンジュエリーといっ
た一生ものが手に入ります」

山口和之

東京都港区南青山 5-11-15 H&M南青山 101
TEL_03-6419-1798

Engineered Garmentsのジャケット￥34650、シャツ￥21000、
ベスト￥24150、ショーツ￥21000、サンダル￥12600

青山

「エンジニアド ガーメンツのアイテムはもちろん、アメリカの名
門シューズブランドの 1つ、アランエドモンドのレザーシューズ
など、経年変化を楽しめるアイテムを扱っています」東京都港区北青山 3-6-20 

青山 T&E B1F
TEL_03-3499-0395

「とにかく魚がおいしくて、良心的
な値段も嬉しいですね。夜呑み
に行くことが多いお店の１つです」

まぐろの店田
新鮮な魚を
目当てに通う人が続出

東京都港区北青山 3-5-16 1F
TEL_03-3401-2835

「オフィスからすぐ近くということもあり、
よく覗きに行きます。最新のアイウエア事
情が知れるので勉強になるんですよね」

最新のアイウエア事情を
知る情報源

ブルックス ブラザーズプレス、西野氏が
リコメンドする表参道・青山ショップベスト3

コム デ ギャルソン シャツが毎シーズ
ン定番として展開する「フォーエバー」
ラインの 1着。名前の通り、上質な素
材感と仕立てで作られるシャツはカジュ
アルさと品の良さを持ち併せる、普遍
的な一生ものと言える。COMME des 
GARÇONS SHIRTのシャツ￥41580

長く愛用できるフォーエバーラインの
上質な仕立てのシャツを手に入れる

東京都港区南青山 5-2-1
TEL_03-3406-3951
営業時間 _11:00～ 20:00　不定休

ラグス マックレガーのオンリーショ
ップではトーマスメイソンのシャツ生
地を使用した 1着をピックアップした
い。上質な素材使いによる上品な光
沢感とブラックのソリッドな雰囲気が
マッチした大切に着たい逸品。Rags 
McGREGORのシャツ￥18900

上質さを追求したソリッドな
シャツを手に入れたい

東京都渋谷区神宮前 4-13-4
TEL_03-3470-5161
営業時間 _11:00～ 20:00　無休

アメリカントラディショナルの本家、ブ
ルックス ブラザーズのネイビーブレザ
ーは創業当時から作り続けられている
名品。普段はシャツ、ショーツでも、
ここぞという時は本当に良いジャケッ
トをさらっと着るのがスマートな大人。
Brooks Brothersのブレザー￥66150

1着は持っておくべき
永遠のスタンダード

東京都港区北青山 3-5-6
TEL_03-403-4990
営業時間 _11:00～ 19:30

トム・ブラウンの日本初となる路面店。
アメリカントラディショナルの復権に大
きく貢献したブランドはまず、最もベー
シックなオックスフォード B.D.シャツ
から手にしたい。身体にな沿う美しい
シルエットは他のブランドの追随を許さ
ない。シャツ￥23100

身近な存在のOXシャツこそ
最も上質なアイテムを選ぶ

東京都港区南青山 5-3-20 
ブルーサンクポイント A棟 -2
TEL_03-5774-4668
営業時間 _12:00～ 20:00

グレーの霜降り、ブラックの 2色で展開
されるノーカラーのスエット。以前から人
気のパーカーをリプロダクトした新たな
定番はオールシーズン着用可能。1度着
たら手放せない魅力を持ったアイテム。
N.HOOLYWOOD UNDER WEARの
スエット各￥14700

肌触りの良いスエットは
ブランドの人気アイテム

東京都渋谷区神宮前 4-13-16
TEL_03-5414-5071
営業時間 _12:00～ 20:00　不定休

ブランドの定番アイテム、キーチェー
ンはクロスモチーフが施されたチェーン
と、キーリング部分に付くダガーがア
クセントとなっている。誰しもが憧れる
永遠の定番アイテムの逸品は大人にな
った今、デイリースタイルにあわせた
い。CLIP CHAIN FANCY￥213150

存在感ある一生ものは
まずこのブランドから手に入れる

東京都港区南青山 6-3-14
TEL_03-5766-1081
営業時間 _12:00～ 20:00（平日）
11:00～ 20:00（土・日・祝）
不定休

掛け易さに定評のあるブランドは同時に
細やかな彫りの美しさでファッション性
においても高い評価を得ている。写真
は定番のウエリントンタイプでクリップレ
ンズを付ければ、シーンによてサングラ
ス、眼鏡の切り替えが可能なのが◎。
眼鏡￥28350、クリップレンズ￥14700

掛け易いウエリントンタイプは
今、旬のクリップレンズをオン

東京都港区北青山 3-11-7 AOビル
１F　TEL_03-5485-2361
営業時間 _11:00～ 20:00　不定休

上品で大人の雰囲気を感じさせるカラ
ーのカーディガンはブランドの代表的
なアイテム。肌触りの良い上質な素材
使いとカーディガンながらもジャケット
然とした佇まいがラフすぎないクリーン
なスタイルを演出する。kolorのナイロ
ンカバリングカーディガン￥33600

ジャケット然とした上品さを持つ
ブランドを代表するカーディガン

東京都港区南青山 5-6-10 B1F
TEL_03-5464-5471
営業時間 _11:00～ 20:00　不定休

ミスター ジェントルマンやファセッタ
ズム、フェノメノンなど、東京ファッシ
ョンを牽引するブランドが一同にセレ
クトされたショップ。写真のキャップは
ニューエラとのコラボにより生まれた
aoyamaが印象的なキャップ。￥8190

aoyamaのロゴがインパクト大の
ショップらしさを感じるアイテム

東京都港区北青山 3-12-14 2F
TEL_03-6418-1460
営業時間 _12:00～ 20:00

1887年にロンドンで創業したスマイソ
ンは英国王室をはじめ数々の著名人に
も愛されてきた。その上質な素材使いと
品のあるデザインは価格に見合った価
値を実感させてくれる。写真は収納力の
あるトラベルウォレット。SMYTHONの
トラベルウォレット￥79800

英国王室御用達の上質なアイテムで
1ランク上のライフスタイルを

東京都港区南青山 5-8-5
TEL_03-5464-5255
営業時間 _11:00～ 20:00（平日） 
11:00～ 19:00（祝・日）

1960年代に誕生したモデル、ゴルフ
は約半世紀に渡って支持されているア
イテム。上質なカーフレザーを使用し、
グッドイヤーウェルト製法にて作り上げ
るシューズはタフさと品の良さを内包す
る、まさにストリート世代が次に履くべ
きシューズと言える。￥94500

ストリート世代が次に手にすべきは
フランス生まれの名品

東京都港区南青山 5-11-5
TEL_03-6805-1691
営業時間 _11:00～ 20:00

ニューヨークからやってきた同店はカジ
ュアルファッション、テーラー、バーバ
ー、レストランまでが入る複合的なショ
ップ。オリジナルの洋服のクオリティも
申し分ない。写真は肌触りの良いチェ
ックシャツ。FREEMANS SPORTING 
CLUBのシャツ￥19950

バーバーからレストランまでを
包括する新たなショップの形

東京都渋谷区神宮前 5-46-4
イイダアネックス表参道
TEL_03-6805-0490
営業時間 _11:00～20:00（1F～3F）
11:30～ 23:00（B1F restaurant）

東京都港区南青山 3-13-2
TEL_03-3403-0201

「ここのカレーうどんは本当にお
いしいです。他のメニューも何を
食べてもおいしい。昭和な感じ
の佇まいも気に入っています」

しまだ
名物のカレーうどんは
欠かせない青山の名店

グラインドではもはやお馴染みと言えるブランド、ブルックス ブラ
ザーズのプレスを担当。ストリートトラッドを体現する1人。

コレクションブランドなどのラグジュアリーなブティックが立ち
並ぶ、表参道、青山エリアはそのイメージ通りアーバンなショップ
が集中。高級感のある一生もののブランド品を探すなら、迷わず
このエリアがおすすめ。

表参道・青山エリア
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