
東京都渋谷区神宮前 3-25-15 2F
TEL_03-3470-3948

KENZOのシャツ￥27300、FRANK LEDER
のニット￥50400、BILL WALL LEATHER
のリング￥233100、バングル￥115500 そ
の他全て私物

ジャッキー山崎　
「国内外からセレクトしたトレンドを感じ
させるブランドに加え、ビル ウォール 
レザーなどのずっと愛用できるシルバー
アクセや、歴史ある老舗シューズまでを
取り揃えています。」

畠山 卓

東京都渋谷区神宮前 3-27-17
TEL_03-3497-5834

ユーズドのハワイアンシャツ￥4900、コー
デュロイショーツ￥3900、キャップ￥3900

「ミリタリーやネルシャツなど、これまで
何十年も愛され続けてきた定番のアイテ
ムが豊富に揃っているので、ずっと着続
けたい自分だけの一生ものの 1点が見
つかるはずです。」

狩野昌平

東京都渋谷区神宮前 2-6-6 秀和外苑レ
ジデンス 306　TEL_03-6447-1107

FilMelangeのパイルポロシャツ￥14700、
ショーツ￥18000、BIRKENSTOCKのサ
ンダル￥6930

「今日着たパイルシリーズもそうですが、
こだわりの素材とシンプルなデザインが
特徴のフィルメランジェのアイテムはワー
ドローブには欠かせない一生ものの 1着
となるはずです。」

青木英和　

東京都渋谷区神宮前 2-18-7 101
TEL_03-3423-1919

CHALLENGERのキャップ￥7140、Tシ
ャツ￥11550、パンツ¥23940

「チャレンジャーの提案するストリートの
カルチャーに根ざしたアイテムは、価格
の高い、安いに関係なく、そのカルチ
ャーを好きな人には手放せないものばか
りだと思います。」

佐藤 陽介

東京都渋谷区神宮前 2-12-3
TEL_03-3479-8200 営業時間 _13:00～ 19:00　水曜定休

PHIGVELのシャツ￥28350、パンツ￥23100、シューズ￥59850

「"NEW CLASSIC"を提案する PHIGVELのオンリーショップで
す。オーセンティックなアメリカンカジュアルをベースに生地や
縫製にこだわった永年愛用できる良質なアイテムが揃います。」

NIGOⓇが手掛けるヒューマン メイド
のコンセプトショップ。デニムとヒッコ
リーの切り替えが施されたカバーオー
ルはショート丈で合わせやすく、古着
に親しんできたグラインド世代にとって
今、改めて着たいと思わせる魅力を持
っている。￥オープン価格

ハイクオリティな物造りに裏打ちされた
存在感を示すカバーオール

東京都渋谷区神宮前 2-12-1
TEL_03-5786-1939
営業時間 _12:00～ 20:00（金曜）、
10:00～ 20:00（土曜）、10:00 ～
18:00（日曜）　他定休

RADIALLのオンリーショップである同
店では、ショップの店頭のみで受注生
産しているハットがある。最高級のビー
バーの毛をフェルト状にし、何度も縮
柔した帽体を使用。滑らかな感触は一
生ものにふさわしい被り心地を与えてく
れる。RADIALLのハット ¥58800

店頭での受注生産のみで作られる
RADIALLの上質なハットを狙う

東京都渋谷区神宮前 3-27-1
TEL_03-3470-3060
営業時間 _12:00～ 20:00　不定休

オーセンティックシュー&コーをはじめと
した、デザイナー竹ヶ原氏が手掛ける靴
をラインナップする同店。こちらはフット 
ザ コーチャーの代表作であり重厚感あ
るラバーソールが存在感を放つ名作モ
デル、ノック アウト。foot the coacher
の knock out 7holes￥71400

靴としての存在感を最大限に
引き出した紛れも無い名作

東京都渋谷区神宮前 2-27-12
TEL_03-5412-6908　
営業時間 _12:00 ～ 20:00　
水曜定休

グラッド ハンドのオンリーショップで
は、シルバー 925素材を使用したマッ
チケースをピックアップ。マッチケース
という物造りの視点はもちろん、それ
をシルバーで製作するというブランドの
こだわりに圧倒される、まさに一生も
の。VESTA CASE￥29400

ブランドのモノづくりに対する
姿勢を感じさせる一生ものの小物

東京都渋谷区神宮前 2-19-11
TEL_03-6438-9499
営業時間_11:00～ 20:00　不定休

伝統あるブランドや普遍性を持つアイ
テムを軸とするショップがインディヴィ
ジュアライズド シャツに別注した1枚
はヴィンテージのデニムを使用し数
量限定で製作したプレミアムなアイテ
ム。INDIVIDUARIZED SHIRT ×
MAIDENS SHOPのシャツ￥23940

ノータイで美しいシルエットを
生む最上級のデイリーウェア

東京都渋谷区神宮前 2-20-11
TEL_03-5410-6686
営業時間 _11:30～20:00（平日）、
12:00～ 20:00（土・日・祝）

ブラックカルチャーをはじめとする様々
なカルチャーの影響を色濃く反映した
アイテムが並ぶ。ガラスケースの中に
並ぶヴィンテージウォッチも見応えが
ある。自分に合った 1点もの、レマニ
アの 50年代の希少な1本がおすすめ。
LEMANIA Antique Watch￥399000

独自の審美眼が光るショップで
自分だけの1本を見つけ出す

東京都渋谷区神宮前 3-27-4
TEL_03-3478-9077
営業時間 _12:00～ 20:00　不定休

原宿に本店を構える名セレクトショッ
プ。写真はフランスの老舗、パラブー
ツのジャンボード。コンフォータブルか
つファッション性を兼ね備えた逸品は
いつの時代も色褪せない魅力を持つ。
Parabootの CHAMBORD￥58800

全てを一貫して自社で制作する
長い歴史を持つ名ブランド靴を履く

東京都渋谷区神宮前 3-28-1
TEL_03-3479-8180
営業時間 _12:00～20:00（平日）、
11:00～ 20:00（土・日・祝）

シューリペアの専門店であるユニオンワ
ークスの店内では歴史ある英国の靴が
販売されている。中でも1829年に創業
してから今に至るまで、常にレザーシュー
ズの最高峰と賞賛され続けているトリッ
カーズは1足は持っておきたい。Tricker’
sのCountry boot s￥66150

説明不要の大定番である
Tricker’sを手に入れる

東京都渋谷区神宮前 3-38-11 パ
ズル青山 1F　TEL_03-5414-1014
営業時間 _12:00～ 20:00　
水曜定休

老舗から新鋭ブランドまでを時代にあっ
た価値観でセレクトする同店。1879年
創業の名門、クロケット&ジョーンズに別
注を掛けた1足はカーフの素材感とカラ
ーリングが大人の遊びを感じさせる逸品。
Crokett&Jones× BEAUTY&YOUTH
のローファー￥65100

老舗の伝統に今の空気感を吹き込んだ
絶妙なミックス感が光る別注品

東京都渋谷区神宮前 3-25-5 
1F・2F TEL_03-3479-8186
営業時間_12:00～20:00（平日）、
11:00～ 20:00（土・日・祝）

東京を代表するブランドの一つである
ソフネットと日本の老舗眼鏡ブランド
である金子眼鏡とのコラボレーション
で作られたUVカット仕様のアイウエ
ア。備長炭が練り込まれた、細めでス
マートな印象を与えるフレームは洗練さ
と上品さを兼ね備える。￥25200

備長炭アセテートフレームを採用した
知的でスタイリッシュな1本

東京渋谷区神宮前 3-34-10
TEL_03-5775-2290
営業時間 _12:00～ 20:00

貴重なヴィンテージから手頃なレギュ
ラー古着までを時代感にあった独自の
審美眼でセレクトするショップ。30年
代～ 50年代前半までという限られた
期間だけ製造されていたヴィンテージ
デニム JKTの王道、506XXは一生着
続けたい風格を漂わせる。￥270900

男なら誰しもが憧れる
ヴィンテージウェアの歴史を纏う

東京都渋谷区神宮前 3-26-11
TE L_03-3401-4666
営業時間 _11:00～ 20:00　無休

"We can dig it"をコンセプトに様 な々
カルチャーに根付いたアイテムをセレ
クトするショップでは、ここでしか手に
入らないアイテムも多い。もはやド定
番と言えるレッドウィングも EU限定モ
デルをチョイスして一癖プラスするのが
◎。RED WING 8125￥37590

ここでしか手に入らない特別な
アイテムを掘り当てる楽しみ

東京都渋谷区神宮前 3-31-18 
外苑コーポ 103
TEL_03-3796-0960
営業時間 _12:00～ 20:00

ビームスとラゲッジ レーベルとの共作
によるバッグは、生地や縫製にこだわ
った質実な造りとオールホワイトのカラ
ーリングが持つ品の良さが融合。PC
収納付きで機能面も文句なしの毎日使
いたい一生ものの逸品。LUGGAGE 
LABEL×BEAMSのバッグ￥21000

シーンを牽引する名ショップが
提案する上質なコラボレーション

東京都渋谷区神宮前 3-24-7 
1F・2F　TEL_03-3470-3947
営業時間 _11:00～ 20:00　不定休

東京都渋谷区神宮前 3-36-26
TEL_03-3402-0657

「ここが原宿かと思うくらい、静
かで居心地が良く、アルミのコッ
プに入った濃厚なコーヒーが良い
活用剤になります。ミーティング
などでもよく使ったりしますね。」

ヨーロッパのユースホテルのような
雰囲気を持つ大人なカフェ

東京都渋谷区神宮前 2-14-17
TEL_非公開

「原宿奥地にありながら本格的な
北九州豚骨ラーメンが食べられる
ありがたいお店。麺はバリ固かはり
がねがオススメ。早い、安い、美
味いの三拍子そろった名店です。」

一真軒
本格的な1杯が食べられる
原宿の隠れた名店

BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWSプレス、
中島氏がリコメンドする
原宿ー千駄ヶ谷エリアショップ ベスト３

東京都渋谷区神宮前 2-31-12 1F
TEL_03-5772-6860

「京都の祇園にある、屈指の人気
甘味処の東京唯一のお店です。
オーダーを受けてから作る最高級
素材を使った本わらびもちは絶品
で、夏場はかき氷も最高です！」

ぎおん 徳屋
優雅な雰囲気の店内で
絶品のわらびもちを食す

原宿にもお店を構えるビューティ&ユース ユナイテッドアローズの
プレス。原宿ー千駄ヶ谷エリアの飲食店に精通。

閑静な住宅街が並ぶ千駄ヶ谷、外苑前エリアまで足を運べば、この場所で
しか出会えないオンリーショップが所々に店を構える。ショップでしか買え
ない一点ものや、希少価値の高いアイテムなどを扱うショップが多い。

原宿～千駄ヶ谷エリア
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