
東京都渋谷区神南 1-3-4
TEL_03-5428-6720
営業時間 _12:00～ 20:00　不定休

Rober to Col l inaのシャツ￥23100、
BLACK & BLUEのパンツ￥25200、NEW 
BALANCEのスニーカー￥19950、hoboの
ストール￥12,390円、ブレスレット￥15540

村澤寛紀
「ブラック &ブルーのシャツやホーボー
のアクセサリー、ロベルト コリーナの
ニットなど、それぞれのアイテムにこだ
わりが感じられるブランドをセレクトし
ています。」

杉本 功

東京都渋谷区神宮前 6-10-9
TEL_03-5464-2831
営業時間 _11:00～ 20:00

THE NORTH FACE STANDARDのポ
ロシャツ￥8925、パンツ￥15750

「シンプルで定番と呼ばれるアイテムだか
らこそ、形や機能がより良いものをご用
意しています。吸汗速乾性のあるアイテ
ムも沢山揃ってますので、日常に取り入
れやすく長く付き合えるものばかりです。」

東京都渋谷区神宮前 5-17-20 TEL_03-
6418-5034 営業時間 _11:30～20:00（月、
火、木、日）、11:30～20:30（水、金、土、祝前日）

松尾淳也

Molluskのキャップ￥3990、シャツ￥12600、
WARRIORS OF RADNESSのTシャツ
￥4200、GOODOL'のショーツ￥16800、
Miansaiのブレス￥7140、TODD SNYDER
のスニーカー￥11340

「ファッションだけにとどまらず、カルチ
ャーやアート、グリーンに至るまで様々
なアイテムを取り揃えるウィズムでは、
特にMiansaiなどのアクセサリー類が
充実しています。」

東京都渋谷区神南 1-7-8 豊産ビル 3F
TEL_03-5458-9211
営業時間 _12:00～ 20:00　不定休

John Smedleyのニットパーカ￥23940、
GicipiのTシャツ￥3990、ヴィンテージの
LIVEI ’S 501 BIG E 60's￥52290、 
BIRKENSTOCKのBOSTON￥15540

園山尊士　
「当店では、普遍的な定番アイテムをベ
ースに新品のインポートブランド、ヴィ
ンテージの両方を取り揃えています。ワ
ードローブに必要不可欠となるアイテム
を提案しています。」

関内健太郎　

東京都渋谷区渋谷 1-23-16 1F、B1F
TEL_03-5774-1711

NALUTOのショーツ￥24150、J.M. WESTONのローファー
￥79800　他私物

「オールデンのシューズやアンティークウォッチなどから、フォッ
クスの傘、コレクションブランドのアイテムまでトータルに、幅
広いラインナップで一生モノが揃います。」

東京都渋谷区神南 1-13-4 IDOビル 1F-A
TEL_03-6424-4994

ユーズドのラルフローレンのシャツ￥6195、
Fruits of the RoomのTシャツ￥2520、US
アーミーのチノパンツ￥15540、CONVERSE 
SKATEBOARDINGのスニーカー￥11340

角田真一
「90”sを感じさせる古着や新品のスケー
トブランドの Tシャツ、まで自分たちが
良いと思ったものを幅広く扱っています。
自分だけのお気に入りの 1着はきっと一
生もの存在になるはずです。」

東京都渋谷区神宮前 6-15-14 ガーデン
スクエア原宿 1F TEL_03-3406-5810
営業時間 _12:00～ 20:00

nitraidのシャツ￥22050、Tシャツ￥10500、
ショーツ￥28350、ブレスレット￥14700、ネッ
クレス￥14700　他本人私物

UG
「リフレクターセルビッチを使用したデ
ニムや NASAが開発した特殊な糸を使
用したカバーオールなど、他にはない発
想を普遍的なアイテムに落とし込んだア
イテムが揃います。」

東京都渋谷区宇田川町 4-9 くれた
けビル 2F TEL_03-3464-6090

「ハンバーグと目玉焼き、ライス
を主食とするボーイズ &ガール
ズ御用達の飯屋。満足できるボ
リューム感でお昼などに良く行き
ます。」

モボモガ
渋谷ではよく行く安定感ある
カフェをご紹介

東京都渋谷区代々木 5-10-1
TEL_03-5790-3293

「スケートチーム、T19の SINGO
氏が手掛けるショップはスケート
ボード関連のアイテムのセレクト
が僕好みで通ってます！」

T19のアイテムが充実の
スケートショップ

Hombre Niňoデザイナー、江川氏が
リコメンドする渋谷ショップベスト3

東京都渋谷区宇田川町 12-18
TEL_03-5489-5111

「渋谷と言えばワールドワイドに
ここデショ！何から何まで揃う店
内はいつ行っても飽きない、つ
いつい長居してしまいますね。」

東急ハンズ 渋谷店
あらゆるものが揃う店内は
男心を刺激する

プロスケーターかつオンブレ ニーニョのデザイナー。多岐に渡って
活躍するクリエイターの１人。

東京発のアメカジスタイルを提案する
ブランド、キャリーのオンリーショップ
として誕生したエムキュー東京。ブラ
ンドの強みでもあるレザーアイテムは使
い続けることで肌に馴染み愛着が増す
ことは間違いない。CALEEのウォレッ
ト￥58800、チェーン￥42000

細部までこだわり抜いたレザー
アイテムは抜群の存在感を示す

東京都渋谷区神宮前 6-13-8
TEL_03-6434-1278
営業時間_12:00～20:00

今年オープンしたクーティーのオンリー
ショップでは定番で作り続ける13.5オ
ンスセルビッチデニムを使用した 1本
をピックアップ。こだわりの素材で穿き
込むとヴィンテージと比べても遜色の
ない色落ちが楽しめる、育てがいのあ
る名作。Cootieのデニム￥17850

履き込むことで雰囲気を増す
ワードローブの中心的となる1本

東京都渋谷区神南 1-3-10 神南
アール 1A TEL_03-6809-0090
営業時間 _13:00～ 21:00（平日）、
12:00～20:00（土・日・祝）　水曜定休

定番で展開しているイギリスの 70年
代スタイルにインスパイアされたセンタ
ージップジャケット。UKヴィンテージ
ジャケットに多く使われている厚手のシ
ープスキンを使用し絶妙な経年変化が
楽しめる、一生かけて付き合いたい逸
品となっている。￥126000

まさに一生ものと呼ぶにふさわしい
上質なレザージャケット

東京都渋谷区渋谷 1-15-16 
渋谷ソシアルビル B2F 
TEL_03-3486-6913 
営業時間_13:00～20:00 月曜定休

アメカジをベースに国内外からセレク
トしたアイテムとヴィンテージウェアま
でが並ぶショップのオリジナルのシャ
ツ。ディレクターである真柄氏のシャ
ンブレーシャツへの偏愛とこだわりが
反映されたワードローブに必須な名品。
KING OF LOADのシャツ￥19740

ディレクター真柄氏のこだわりが
見えるシャンブレーシャツ

東京都渋谷区神宮前 5-28-7 1F
TEL_03-6427-7943
営業時間_12:00～20:00　
定休日：木曜

毎シーズン展開するポロシャツもここ
までこだわると一生手放せないアイテ
ムとなる。色褪せ感を演出したボディ
にワッペン、刺しゅうが施され、コン
チョボタンが着いた 1着は存在感ある
このポロシャツで主張したい。ポロシ
ャツ￥17640

細部へのこだわりがデイリーウェアを
一生ものの１着へと昇華する

東京都渋谷区神南 1-8-13
TEL_03-3780-3204
営業時間 _12:00～ 20:00

ダブルタップスのフラッグシップショッ
プとして昨年オープンした同店。毎シ
ーズンリリースされるミリタリーアイテム
の中でも、綿密に計算されたシルエッ
トや機能性が都会で生活する者にフィ
ットする、1着は持っておきたい名品。
WTAPSのシャツ￥25200

もはや定番として認知された
ブランドを代表するミリタリーシャツ

東京都渋谷区神南 1-9-10 
番匠ビル 1F
TEL_03-5489-4040
営業時間 _12:00～ 20:00　

デラックスのメインショップ。定番で
リリースしている重厚感のあるシルバ
ーとブラスのコンビネーションが絶妙
な I.D.ブレスレットは程よいボリュー
ム感でプレート裏には「DELUXE」と
「LOVE&HATE」の刻印入り。DELUXE
のブレスレット￥43050

″ストリートの最上級品″を目指す
ブランドの定番ブレスレット

東京都渋谷区神宮前 5-18-13
TEL_03-5766-0015
営業時間_12:00～ 20:00
定休日：水曜

1930年代半ばから製造されたアメリカ
ン・オプティカル社製のヴィンテージ
フレーム。レンズ、ブリッジのサイズ、
テンプルの長さ、タイプが選択可能と
いうから驚き。ヴィンテージを自分仕
様にカスタマイズするのも良い。The 
Spectacleの FFFV￥72450

豊富なラインナップの中から
1点もののヴィンテージを狙う

東京都渋谷区神南 1-7-9
TEL_03-5459-8377
営業時間 _11:00～ 20:00

世界で初めて花柄をメンズウェアに取
り入れたとされるポール スミス。その
ルーツを知ると、まず基本から押さえ
たくなる。スーツや時計、シューズも
もちろん良いが、まずは花柄のアイテ
ムを1着手に入れることから始めよう。
Paul Smithのシャツ￥16800

フラワープリントと言えばまず
浮かぶポール スミスのアイテム

東京都渋谷区神宮前 6-18-13
TEL_03-5466-1950
営業時間_11:00～20:00

今年 4月に渋谷にオープンを果たした
ニューヨーク発のセレクトショップ、ス
ティーブン アラン。なんといってもオリ
ジナルのシャツの種類が豊富。首元
のひねりが最大のポイント。Steven 
Alanのシャツ￥19950

清潔感あるアイテムに
ひねりを効かせたワードローブを展開

東京都渋谷区神南 1-19-11 
パークウェースクエア 2 B1F
TEL_03-5428-4747
営業時間 _11:00-21:00

独自のセレクトで他のショップとは一
線を画す、名店。世界最高峰のブーツ
ブランド 1つ、ハソーンへの別注によ
って生まれたローカットのオックスフォ
ード型は、もはやネペンテスの代名詞
と言ってよい一生もの。HATHORN×
NEPENTHESのブーツ￥71400

常にオリジナルな存在であり続ける
ショップが推す定番の1足に注目

東京都渋谷区渋谷 1-17-4 
エステート渋谷 2F
TEL_03-3400-7227
営業時間_12:00～20:00

マーク・ゴンザレスが手掛けたスフィ
ンクスが鎮座するシュプリーム渋谷店。
毎シーズン人気を博すシーズンアイテム
も当然良いが、定番でリリースされる
デニムもそのシルエットや生地感の良
さでファン多数。ストリートが生んだ名
作デニムをまず手にしたい。￥23100

毎シーズン定番でリリースされる
デニムはファン多数の隠れた名品

東京都渋谷区神南 1-18-2
TEL_03-5428-4393
営業時間 _11:00～ 20:00

昨年、ショップオープンラッシュとなった神南を中心
に、多くのファッションブランドの店が並ぶ渋谷エリ
ア。ブランドのフラッグショップ、古着屋、セレクトショッ
プ、百貨店と様々なショップが並ぶミックス感が特徴。

渋谷エリア
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