


女性潮流研究所 今回のキーワードまとめ

キーワード①今旬キーワード
キャッチコピーに取り入れたいフレーズを発見したい！

どれが気になる？どんな風に気になる？

キーワード②Y2Kの解釈
ストリートや海外セレブのイメージだが、

若者は2000年代のギャルファッションのように解釈している？

キーワード③肌見せ
2022年の肌見せはエロくない

キーワード④ヘルシーに生きる
「ウェルビーイング」をわかりやすくした言い方

キーワード⑤リラクシー
リラックスできるけど、ダラっとだらしない感じにならずオシャレに見える

キーワード⑥疲れない・気分よく
「疲れる」とか「気分がよくない」ということを当たり前ものとせず放っておかない

キーワード⑦洒落ると盛れるって違うの？
「盛れる」は量の変化で、「洒落る」は質の変化

キーワード⑧ファッションと香りの教養
法則としてのお勉強、アートとしてのお勉強

キーワード⑨ごはんのレジャー化
丁寧な生活から、レジャーな生活へ

キーワード⑩推し活
「かわいい」とか「モテ」とかの共通言語がなくなった私たちが、

共通項をもって語れるのが「推し」

キーワード⑪中年問題
「うまいこと老いる」のは難しい

キーワード⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

＜業界別おススメ記事はこちら＞
●化粧品業界の方は、キーワード①②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫
●ファッション業界の方は、キーワード①②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫
●食業界の方は、キーワード①④⑥⑨⑪⑫
●ライフスタイル業界の方は、キーワード①④⑤⑥⑨⑩⑪⑫
●すべての業界の方が要チェック キーワード①④⑥⑩⑪⑫

定性データ分析編① 女性潮流研究所研究員のチャット解説

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved



定性データ分析編① 女性潮流研究所研究員のチャット解説

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

今月のPick Up Magazine ～雑誌数70誌＋ネットメディア２件／見出し数1,313本＋75本

【雑誌】ar／Up PLUS／anan／&Premium／&ROSY／InRed／25ans／ViVi／VERY／
VOGUE JAPAN／VoCE／eclat／Scawaii!／ESSE／ELLE japon／oz magazine／Oggi／

大人のおしゃれ手帖／オトナMUSE／家庭画報／からだにいいこと／kiitos.／CanCam／GINZA／
CLASSY.／CLUEL／GLOW／クロワッサン／kodomoe／サンキュ！／JELLY／GISELe／SPUR／

GINGER／Sweet／素敵なあの人／steady.／STORY／SPRiNG／天然生活／NYLON JAPAN／
日経WOMAN／日経Health／Numero TOKYO／non-no／BAILA／Hanako／ハルメク／美人百花／

美ST／美的／美的GRAND／FUDGE／FIGARO japon／婦人画報／婦人公論／FRaU／Precious／Mart／
МyAge／MAQUIA／mina／mini／Maybe!／MORE／LARME／LEE／Richesse／リンネル／Ray

【ネットメディア】BuzzFeed Kawaii／steal me!

Ｈ瀬●女性潮流研究所 所長
総合分析を担当

N松●女性潮流研究所 副所長
メジャーからマイナー界まで幅広くウォッチ。

Ｐ田●女性潮流研究所 客員研究員
ハイブランドからリアルトレンドまで網羅。女性誌エディター

女性潮流研究所メンバー
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可愛すぎる
◆可愛すぎて寿命伸びる 身も心も可愛くなれそうな「いちごミルクコスメ」をまとめ
ました(BuzzFeed Kawaii6/13)
◆乃木坂46 5期生 井上和ちゃんが可愛すぎるっ！(Ray８月号)

H瀬●可愛い通り越して可愛いすぎる。「可愛すぎる」「素敵すぎる」は、Instagramや
YouTubeのコメントでおなじみです。「可愛い」「素敵」じゃ、ふつうすぎるからコメ
ントとして目立てない。そこで過剰な表現になっていったという経緯がありますね。

Ｎ松●「～～すぎる」という言い回し、ゼクシィでおなじみかも。付録のキャッチが毎
度そうでした（今は違うよう）。「可愛すぎる」はむしろ普通で、「花嫁すぎるポーチ
」とか、一瞬引っかかる感じで、まんまと引っかけられてたわけですが（笑）
「～～すぎる」をはじめとした大げさな表現、若さって感じでまさに可愛すぎる。大人
が使うと馬鹿っぽいんですけど。

映え活
◆「街で着たくなる浴衣」と「ホテルプールに映える水着」！(美人百花７月号)
◆今度の週末は、最上級のおしゃれをしてお花畑へ(美人百花７月号)
◆きれいめシンプル派「ヌン活服」の最新ルール(Oggi８月号)

H瀬●浅草とかで映えるために浴衣とか、ホテルプールで映えるために水着とか、アフタ
ヌーンティー用のおめかし服とか、お花畑で映える服とか、消費の理由がしっかり用意
されていますよね。それを買って何するか？というのがファッションの購買動機になる。

Ｎ松●「ちょっとしたパーティー」を思い出しちゃいました（笑）。こんなにぼんやり
してても買ってもらえてたんですよね。今は「ディオールが好きな◯◯ちゃんとホテル
でヌン活」まで想定！

ちょいおじ
◆夏の“ちょいおじ”ベーシック服(mina８月号)
◆“ちょいおじ”ベーシック７つの着こなしルール RETRO BASIC STYLE ７rules(mina
８月号)
◆色からはじめるちょいおじ服。(mina８月号)
◆OPEN COLLAR SHIRT & POLO SHIRT 夏のおじルックは開襟シャツとポロシャツで
。(mina８月号)

Ｈ瀬●minaは「ちょいおじ」推しです。開襟シャツとポロシャツなど、女子度がないけ
どオシャレな服という意味で。

ヤセて見える
◆いかにヤセて見えるかは、女のコの努力なんです！(Ray８月号)

Ｈ瀬●痩せる努力じゃなく、痩せて見える努力…たしかに、ここは努力でできそう。

2022年７月①今旬キーワード
キャッチコピーに取り入れたいフレーズを発見したい！

どれが気になる？どんな風に気になる？
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童心
◆絵本のヒロインになれそうなメイクをまとめました みんなはどの話が好きだった？
(BuzzFeed Kawaii6/13)
◆満天のきらめきに思わずうっとり… パケ買い必至の「キラキラ星空コスメ」をまと
めました(BuzzFeed Kawaii6/22)

H瀬●童心でパケ買いする感じ。中華コスメの影響かな。

好顔（ハオガオ）
◆〈私の気持ちよ、あふれ出ろ〉好顔（ハオガオ）メイク × 上西星来(ar７月号)

Ｈ瀬●あ、中国っぽい表現も出てきた。

Ｎ松●「好」の漢字も「ハオ」という音も可愛いので、そういう中国語があれば、これ
からまた出て来るかも知れないですね！

みーんな韓国
◆SNSでもリアルでもみーんな韓国ブーム(Ray８月号)

Ｐ田●ですよね～というストレートなタイトル（笑）。

目幅拡張
◆メイクで目幅を広げたいーーー！ そんな時におすすめの「目幅拡張のコツとおすす
めコスメ」をまとめたよ(BuzzFeed Kawaii6/14)

Ｈ瀬●目頭とか、目じり切開する人は目幅拡張が目的ですよね。

物価高の夏
◆奥薗壽子さん 料理は“ムダなくお安く”で「物価高の夏」を乗り切る！(ハルメク８月
号)
◆業スー・ドンキ・カインズ・DCMの“メガ安”アイテム70(ESSE８月号)

Ｈ瀬●IKEA・無印・コストコよりも、業スー・ドンキ・カインズのほうが今っぽく見え
る。消費者として賢い人という感じで。

2022年７月①今旬キーワード
キャッチコピーに取り入れたいフレーズを発見したい！

どれが気になる？どんな風に気になる？
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シェアコスメ
◆一緒に使うと幸せも２倍 おしゃれカップルの“シェアコスメ”(CanCam８月号)
◆女と男のインタラクティブビューティ。(FIGARO japon８月号)

H瀬●シェアとかユニセックスよりもインタラクティブっていいことば。流行らないとお
もうけど。

Ｐ田●インタラクティブってわかる気がします。こちらもメンズコスメとかメンズメイ
クを使ったり参考にしたりしたい部分もあるし。言葉としての定着はたしかに難しそう
ですが。

美容牽引者
◆初めて眉を描いた日からずっとお手本でした、ありがとう！ 永久保存版 藤原美智
子さん 42年分のメーク遺産(美ST８月号)
◆祝！ 単行本発刊 スペシャル対談 一条ゆかりさん×桜沢エリカさん 人生を楽しく乗り
切るコツ(My Age2022夏号)
◆イガリさんのテクならブラウンも無難にならない(VoCE８月号)
◆田中みな実と石井美保の“超個人的”上半期ベスコス(VoCE８月号)
◆アリサ＆アカリンのどハマりコスメメイク編(VoCE８月号)

Ｐ田●藤原美智子さんが「筆を置いた」のは本当に一時代が終わるなという感じがしま
した。あと、VoCEのなかでイガリさん⇒石井美保さん、田中みな実さん⇒アリサ＆アカ
リンといろんな世代？時代？の人が登場しているのが面白いなと。美容を取り巻く状況
が変わっても、誰かが牽引していくというのは変わらずあります。

Ｎ松●店頭では９月号が並んでいますが、美容３誌の表紙が、佐々木希・こじはる・田
中みな実で、特にVoCEはみな実美容の総力特集（付録もみな実の愛用コスメとのタイア
ップ）。連ドラをやる女優が宣伝に出てくるのがお決まりで、３誌全て表紙は女優とい
うのが当たり前だった時代は今は昔ですね。こじはるもみな実も、アイドルとか女子ア
ナではなく「美容インフルエンサー」枠。

Ｈ瀬●VoCEの付録は、１人が３冊購入すれば田中みな実メイクができる仕掛け。「365
日使っている」「100個は使った」「粘膜色を再現」など、ふんわりしたタイアップでは
ない説得力。
美肌付録：365日欠かさず使っているというKANEBOの朝クリーム「クリーム イン デイ
」と、傑作ファンデの「ライブリースキン ウェア」
アイライナー付録：田中みな実が100個は使ったという、ラブ・ライナーのアイライナー
リップ付録：、FujikoニュアンスラップティントのVOCE限定色を共同開発。「みな実の
粘膜ピンク」をコンセプトに、粘膜の色を再現！中野明海とのコラボ。

2022年７月①今旬キーワード
キャッチコピーに取り入れたいフレーズを発見したい！

どれが気になる？どんな風に気になる？
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アートの波
◆小さき視点のアートたち(Numero TOKYO No.158)
◆市川紗椰がご案内 週末アートのトビラ(BAILA８月号)
◆Power of Art 心を揺さぶる、アートの力。(&Premium８月号)
◆WHAT IS ART? そもそもアートって？(&Premium８月号)
◆MY FAVORITE ARTWORKS 私の心を揺さぶった、アートとの出合い。 中野信子 和田
彩花 はらだ有彩 辛酸なめ子 平野啓一郎(&Premium８月号)
◆30 PERMANENT COLLECTIONS 人生で一度は観たい、日本国内所蔵の名作30。
(&Premium８月号)
◆PUBLIC ART 誰もが楽しめる、パブリックアートの魅力(&Premium８月号)
◆BIG AND IMPRESSIVE 大きなアートに驚きたい！(&Premium８月号)
◆FOLK ART TEXTILES 身にまとう美しい手工芸、インドのフォークテキスタイル。
(&Premium８月号)
◆JOMON ART アートであり道具でもある、魂を揺さぶる縄文土器と土偶。(&Premium
８月号)
◆ART IN NATURE 自然とアートが融合する国東へ。(&Premium８月号)
◆11 SMALL UNIQUE MUSEUMS 小さいけれど個性的！ 空間も楽しめる美術館11。
(&Premium８月号)
◆mina総研 あのアートに会いたくて。(mina８月号)
◆ディオール×アートの世界へ(美的８月号)
◆アートが導く人生のあり方 「ウェルビーイング」に生きる(Richesse No.40)
◆“アート愛”が息づく街名古屋(25ans８月号)

Ｎ松●デジタルなNFTアートとは180度逆とも言える、超アナログで、美術館に所蔵され
ている美術品ですらない民藝とか街なかのパブリックアートが&Premiumで取り上げら
れています。土器や土偶なんて、歴史的資料としかとらえたことがなかったけれど、考
えてみれば確かにアートであり道具でもあり。「用の美」とか「グッドデザイン賞」の
コンセプトの源流！？なんて思ったりしました。

2022年７月①今旬キーワード
キャッチコピーに取り入れたいフレーズを発見したい！

どれが気になる？どんな風に気になる？



- 8 -- 8 -

2022年７月
キーワード②Y2Kの解釈

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

Y2K
◆やっぱりギャルってちょーかわいい♡ 今っぽY2Kは韓国モノトーン or LAカラフルで！
(JELLY８月号)
◆オトナだってY2Kスタイルをしたいんだ！ around30に捧ぐ……帰ってきた！ ちびT ＆ ぴた
Tの着こなし術(SPRiNG８月号)
◆メイクだってY2K意識！ 夏は華やかアイ×軽やかリップが正解(JELLY８月号)

派手色
◆街に映えるフルーツカラーで自己肯定感アップ(美人百花７月号)
◆POPPING! 見てかわいいで終わらせない「小さな派手色」の条件(GISELe８月号)
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Ｈ瀬●今っぽY2K＝ギャルなのか？と思ったのがこの見出し。
◆やっぱりギャルってちょーかわいい♡ 今っぽY2Kは韓国モノトーン or LAカラフルで
！(JELLY８月号)

N松●派手色もミニスカも、そしてへそ出しTシャツも、考えてみればY2Kファッション
ですね。

Ｐ田●Y2Kって、ギャルというよりはストリートな感じだったり海外セレブな感じだった
りのイメージでしたが、たしかに2000年代のギャルを懐かしむ感じの動画が上がってい
たり、エルフ荒川みたいなギャル芸人？がいたり、魂としては「なんかあの頃のギャル
って楽しそうでいいなー」みたいなところが実は響いていたりするのか？と思いました。

N松●Y2Kをリアタイで経験した世代としては、そんなに元気な時代だった実感がありま
せんが、渋谷とか原宿でギャルがキャッキャしてるのを雑誌で見てた感覚と、今TikTok
なんかで若者が楽しそうに踊ってるのを見て感じる感覚はちょっと近いかも。

H瀬●あと、「え？今ってミニスカがはじめましての子がいるんだ！」と。確かに、大学
生は中高生からダボっとしたオーバーサイズブームだった。
◆はじめまして、ミニスカ(ViVi８月号)

N松●ミニスカ、そうなんですよ。今の若者のスカートでミニなのは制服ぐらいだし、そ
れもY2Kの頃からしたら全然短くない。その上昨今は、制服のボトムスにパンツを選ぶこ
とができる学校も増えていて、ミニスカに出会ったり着たりする機会が格段に減ってい
る。ファッションとしてのミニスカ、新鮮に映るでしょうね。

2022年７月②Y2Kの解釈
ストリートや海外セレブのイメージだが、

若者は2000年代のギャルファッションのように解釈している？
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◆肌見せファッションの準備OK？ 夏ボディの救世主(GINZA７月号)
◆気分が上がる・“いい女モード”なちょい攻め肌見せ(CanCam８月号)
◆肌見せ派、重ね着派 それぞれの夏(SPUR８月号)
◆今、肌見せは“バックスタイル”がイイ感じ(MORE８月号)
◆40代で“肌見せ”に自信持てたら、もう最高！(STORY８月号）
◆パンツは“晒す”、スカートは“隠す”大人の肌見せサンダル(InRed８月号)
◆いつでも見せられる体を保つ秘訣に迫ります(CLASSY.８月号)
◆この夏、「二の腕」は出していくのが今っぽい！(VERY８月号)
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2022年７月③肌見せ
2022年の肌見せはエロくない

Ｎ松●世代によって出す部位が違うけれど、皆肌見せしたい気分というのが面白いと思
い、今月のイマドキ女性図鑑のテーマにも選んでみました。

Ｐ田●モード系からOL、40代雑誌まで幅広い雑誌で「肌見せ」が取り上げられています。
が、あんまりセクシー文脈ではないのが新しいですね。肌見せするファッションや、そ
れが着こなせるヘルシーで美しい体がおしゃれで素敵、という感覚なのかなと思います。

Ｎ松●ボディポジティブの風潮も後押ししていると思います。おばさんはもとより、若
者でもぽっこりお腹に悩む子は多いと思うので、春先に「Y2Kトレンドの一つでへそ出し
Tシャツに注目！」なんて言われたものの「ナイでしょ～」と思っていたら、ユニクロま
で出してくるし、実際にまあまあ着てますよね。モデルみたいにぺったんこのお腹じゃ
なきゃ着ちゃいけないものだという思い込みが自分の中にありました。古いですね（笑
）。あ、おしゃれの側面もありますが、何より近年の夏の過酷さも肌見せトレンドに影
響しているんじゃないかとも思ったりします。

Ｐ田●実際会社（※出版社）でも、ぎょっとするくらい背中が開いている（というかも
はや見えている）服を着ている子がいたり、街中の冷房の効いたスタバでお腹をがっつ
り出している子は冷えないのか気になったりと、背中とお腹は見せている子、目を引く
子が多い気がします。逆に足はあんまりなかったり…。背中が開いている子は大概ゆっ
たりとしたシルエットのパンツを合わせていたりして、肌見せ＝セクシーとか女らしい
とはまた別なのだと改めて感じます。肌を出さないと今っぽくならないなぁ…と。

Ｎ松●コロナで遊びに行くのを我慢したり、おしゃれの動機を失っていたことによるリ
バウンドで、解放感あるおしゃれをしたいという欲求があるのかも知れません。一昨年
・去年の分までバカンス気分を味わいたいとか…。しばらく海などに行かなかったので、
肌見せするとそこは焼けるという当たり前のことも忘れてしまっていそう（笑）。若者
の専売特許ではなく、大人ほど肌見せで得られる解放感は大きいですよね。

H瀬●この流れで「はおり」や「下着」というジャンルも需要が高くなりますね。
◆センスがいい人、といわれる「はおりもの」(eclat８月号)
◆きれいめシンプル派の真夏は“ちょいはおり”が基本です(Oggi８月号)
◆肌見せ服の下着問題を解決！(LINE Steal me!7/6号)

表参道や渋谷には、がっつり腹出し女子がいるんですが、ちょっと離れると途端にいな
くなります。あれは街によって着方を変えているからだと思います！はおりは重要！
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2022年７月
キーワード④ヘルシーに生きる

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

ヘルシーに生きる
◆kemioくん、“ヘルシーに生きる”ってどういうこと？(MORE８月号)
◆ヘルシーに美しく生きる！(InRed８月号)
◆アートが導く人生のあり方 「ウェルビーイング」に生きる(Richesse No.40)

自分を愛する
◆セルフラブ・メッセージ ①福本敦子 ②貴島明日香 ③ryuchell(anan7/6号)
◆大切なのは、自分自身への思いやり。心を癒す、15のセルフケア。(anan7/6号)
◆物を長く使うことは、自分を大切にすることに似ている。(Hanako８月号)
◆ディズニーとピクサーの名作から、自分を愛する気持ちを学ぶ。(anan7/6号)
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2022年７月④ヘルシーに生きる
「ウェルビーイング」をわかりやすくした言い方

H瀬●「ウェルビーイング」というワードが過去に何回も出てきているけど、いまいち浸
透しないですよね。韓国では浸透しているのに。

Ｐ田●今一つ生活感覚としては定着してこないというところでしょうか？
ウェルビーイングとは改めてどんな感じかな？と思うと、健康診断的な数値が悪いとか、
不定愁訴のある状態ではない、ヘルシーのもう一段階先の状態かなと思っていて、心も
体も健康、そして社会的にも満たされた状態ということかと。
ただ、言葉としてはウェルネスとどう違うの？とか、それはもはやヘルシーでいいので
は？と言われるとなかなか難しいところです（経営の文脈では「ウェルビーイング」が
頻出する気がしますが）。

H瀬●日本だとヘルシーのほうがわかりやすいから、「ヘルシーに生きる」のほうが「ウ
ェルビーイング」より馴染みそうな感じがします。

N松●「ウェルビーイング」はメディアで見る用語とかおしゃれキャッチという感じで、
ヨガとか瞑想をやってる写真がセットで出てきそうです。逆輸入の”Zen”って感じなんで
すよね～。

Ｐ田●「ヘルシーになる」のではなく「ヘルシーに生きる」というと、マインドや生き
様までが健康的、健康志向であるということ。それはすなわち、心の持ちようから食事
や生活習慣、また生き様まで健康コンシャスであるという、今の気分を反映している言
い回しなのかなと思います（目新しいというのとは違うような気もしますが、時代に言
葉がフィットした感じというか）。私はその中にビューティが含まれているイメージで
したが、InRedでは、ヘルシーとビューティをタイトルに並列させていますね。

Ｎ松●「ヘルシーに生きる」という言葉からは、「健康的」という一般的な意味に加え
て、肉体的にも精神的にも社会的にも充実した生き方…みたいなイメージが想起されま
す。たぶんそれが「ウェルビーイング」とイコールになると思うんですが、より現実的
で自分ゴトとして考えられるのは「ヘルシーに生きる」かな。シンプルで能動的、前向
きな感じがするのもいいんでしょうね。

H瀬●自分を愛するって、そんなに新しくないけど頻出。

Ｐ田●ここ10年以上のテーマです。コロナ期に入って、自分軸とか、自己肯定感みたい
な言い方がメジャーになってきた感じがありますが。そして、自分を愛する方法が割と
クリアになってきたり、商品側にもそのコンセプトが織り込まれたものが増えてきてい
ます。
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2022年７月④ヘルシーに生きる
「ウェルビーイング」をわかりやすくした言い方

Ｈ瀬●この見出しは、自分を愛するために絶対ダメなやつ。
◆「男らしくてカッコいい」と「モラハラ感」は表裏一体 オラオラ男子に惹かれてしま
う私ってダメですか？(CLASSY.８月号)

Ｎ松●これCLASSY.なんですね！意外な感じもしますが、仕事を頑張っている読者ちゃ
んの身の回りには、バリバリ仕事ができる男性がいて惹かれたりするけど、その中に実
は…っていうタイプがいるんでしょうね。そういう男性の話、ネットのマンガの宣伝で
よく見る気がする（笑）。自分がされているのが分からなくなるDVですよね…。

H瀬●逆なのが「＃理解のある彼君」です。そういうハッシュタグがTwitterで流行って
いるんですよ。ダメなわたし（メンヘラ女子）の彼氏として求められている理想像です。
これも「健康に生きたい」という表れだと思います。女性の欲しいものって時代ととも
に変わりますね。
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2022年７月
キーワード⑤リラクシー
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◆ベースメイクするほどきれいが叶う・ 夏はうす軽リラクシー肌でいく！(CanCam８月号)
◆中村アン リラクシーを楽しむ夏のパンツスタイル(InRed８月号)
◆“リラクシーで美しい”実力派アイテム10(eclat８月号)
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Ｎ松●３誌のみなのでトレンドワードとまではいかないかも知れませんが、なんだか印
象的だったワード「リラクシー」。「リラックスした」という意味でしょうか。

Ｈ瀬●20代前半のCanCam、大人女子のInRed、50代のeclat、系統が違う層で同時多発
している造語なので、トレンドワードですよ。「リラックスできるけど、ダラっとだら
しない感じにならずオシャレに見える」みたいな意味が含まれているんですよね。

Ｐ田●これ、そもそも本当はリラクシングじゃないのか…？？？というところではある
のです。でも言葉の妙で、リラクシングなメイク、リラクシングなパンツというと急に
緩さが増すのですが、リラクシーというとどこかサラッとさわやか、でもどこかきちん
と感も残っていて…みたいに聞こえるというところの妙です。

Ｎ松●リラックスしつつもシャンとしたイメージを抱かせる語感。昨年までの楽ちん志
向とは違ったきちんと感が、今の気分という表れですね。

2022年７月⑤リラクシー
リラックスできるけど、ダラっとだらしない感じにならずオシャレに見える
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2022年７月
キーワード⑥疲れない・気分よく
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疲れない
◆小さな工夫で心と体はぐっと楽になる(婦人公論７月号)
◆〈婦人科医がアドバイス！〉疲れにくい体へのカギは、「30分の散歩」と「7時間睡眠」 安藤
和津×高尾美穂(婦人公論７月号)
◆Rejuvenate Your Brain 疲れない脳。(VOGUE JAPAN８月号)
◆受け取る側でも、発信側としても。疲れや依存知らずのSNSルール。(クロワッサン7/10号)
◆プロが教える世界一疲れない授業(ESSE８月号)
◆最強ワンプレートごはん、マンネリ打破のチャーハン＆焼きそばをマスター！コウケンテツさ
ん「夏休みの昼ごはんがしんどい」をなんとかしてください！(LEE８月号)

気分よく
◆今度の週末は、最上級のおしゃれをしてお花畑へ(美人百花７月号)
◆街に映えるフルーツカラーで自己肯定感アップ(美人百花７月号)
◆今こそ、眠っていた“ときめき”を開花させよう！「フェミ服を思いきり楽しむ」それが私たち
の“セルフハグFashion”(美人百花７月号)
◆憧れレディたちの“セルフハグFashion” SNAP！(美人百花７月号)
◆うちらのめげない1週間コーデ ミチ・よしあき(ViVi８月号)
◆心が躍る“色”を纏って カラフルファッションでいこう！(GINGER８月号)
◆マスクにつくからカラーリップ避けてるけど、なんとな～く気分下がらない？ それならリップ
バームをデパコスで選んじゃおう やっぱりデパコスは気分上がるわあ～(BuzzFeed 
Kawaii6/24)
◆心と体がほぐれるダイナミックな風景のなか、おしゃれのルールも軽々と超えて Treatment 
Myself 私を解き放つ、サマーヴァカンス(Precious８月号)
◆暗いニュースに不安定な天気… 気分が下がったら老けも加速する一方だから、自分の機嫌は
メークでどこまでもアゲられる！ マスク生活3年目。“アゲメーク”の結論(美ST８月号)
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Ｐ田●影響が大きそうなSNS依存や情報過多による疲れ、睡眠の乱れなど、問題をきち
んとピックアップして、心＝脳と体の両方のアプローチで解決するのが求められていま
すね。

Ｎ松●数年前には、夏を過ごしてその終わり頃に「夏疲れ」「残暑疲れ」といったもの
が取り上げられていましたが、そういう経験も踏まえてか、今は夏本番を迎える前から
備える、覚悟するという趣旨の内容が多くなっています。まず疲れないこと、そして疲
れてしまった時のケアの見出し。そして夏バテ系ではなく心の疲れについての内容も増
えていますね。これは季節問わずですが。

Ｐ田●「疲れる」とか「気分がよくない」ということを当たり前のものとせずに放って
おかない、ということが大切にされています。フェムテックは代表的なものですね。
情報過多だったり、先が見えなかったり、不穏な事件があったり、放っておいたら世の
中疲れて気分よくないことが多い日本です。せめて自分自身が感じるちょっとした引っ
かかりは解消して、心地よくとまでいかなくてもゼロの状態で暮らせるようにしたい…
という気持ちもあるのかと思います。
ではそれをどうやって解決するか、というところで、心と体、両方のアプローチでそれ
を解決しようというのが明確になっています。

Ｎ松●養生について発信している漢方屋さんのツイートをフォローしているのですが「
今日は爆弾低気圧だからしんどくて当たり前、無理せずに」「今日は新月だから…」「
今日は満月だから…」「木曜日は自律神経が最も乱れる日だから…」と労わってくれる
んですが、それに生理周期も重ねたりすると、ほぼ毎日しんどい日（笑）。でも「こう
だから仕方ない」と思えれば、タスクは減らないにしても、自己嫌悪のような無駄なス
トレスを感じなくて済みます。専門家が「仕方ないんだよ」と寄り添ってくれているよ
うな感覚が果たすところも大きいです。

ところで、心も疲れがちな今、「自分が気分よくなれることを主眼にしたファッション
」っていうのはありますよね。「アガる」までいかなくても、「リラクシー」より積極
的に機嫌よくいられる服。そういえば無意識に選んでいるかも！と思いました。

◆今度の週末は、最上級のおしゃれをしてお花畑へ(美人百花７月号)
◆街に映えるフルーツカラーで自己肯定感アップ(美人百花７月号)
◆今こそ、眠っていた“ときめき”を開花させよう！「フェミ服を思いきり楽しむ」それが
私たちの“セルフハグFashion”(美人百花７月号)
◆うちらのめげない1週間コーデ ミチ・よしあき(ViVi８月号)
◆心が躍る“色”を纏って カラフルファッションでいこう！(GINGER８月号)

Ｐ田●これはゼロ状態をプラスにしていくほうの話。ここは、最初に出てきた「自分を
愛する」のところにつながる内容ですね。割と色の話が多く出ていて、この部分でファ
ッションが担うものが大きい様子。まとめたら結局は「気分よくなる服」を買おう！と
いう提案になっている気が。

2022年７月⑥疲れない・気分よく
「疲れる」とか「気分が良くない」ということを当たり前のものとせずに放っておかない
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2022年７月
キーワード⑦洒落ると盛れるって違うの？
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洒落る・盛れる
◆“目力”“しゃれ感”どっちも盛れる！ 毎日可愛いアイメイクレシピ(non-no８月号)
◆コレ、けっこう違うんで!!! 洒落るメイク vs. 盛れるメイク(mini８月号)
◆したいのは、自分が盛れるメイクだけっ(ViVi８月号)
◆実力以上のシン・デカ目メイク(Ray８月号)ー

あか抜けもある
◆メイクで遊ぶ楽しい季節がやってきた！夏のあか抜けFACE大作戦(Up PLUS７月号)
◆LARME MODELのあか抜け学園(LARME夏号)
◆PC×骨格診断＝あかぬけイメチェン大勝利！(non-no８月号)
◆夏のアカ抜け服(LINE Steal me!6/8号)
◆夏の「アカ抜け色」ポリッシュ(LINE Steal me!6/22号)
◆夏のアカ抜け服(LINE Steal me!6/8号)
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Ｐ田●最初に見たとき、「盛れる」は量の変化で、「洒落る」は質の変化なのかなと感
じました。
盛れるは、目が大きく見えたり、自分自身が可愛く見えるベクトル。ある種、アプリで
加工して作れるメイクです。
一方、しゃれるは、抜け感とかトレンドの色とか、自分が可愛く見えるかどうかという
のをいったん横においておしゃれ感やトレンド感、または服が似合うメイクといったベ
クトル。
これも、それがうまくはまれば自分が可愛く見えるのには違いないのですが、そちらに
重点が置かれてはいないというところでしょうか。

Ｎ松●「盛れる」は量、「洒落る」は質…っていうの、膝打ちです。「盛る」のは量で
あったり、ある程度セオリーがある気がするけど、「洒落る」はセオリーがない上結果
重視って感じ。そして常々感じているんですが、生まれつきの顔立ちや体型が洒落てる
人っていうのがいるんですよね。可愛いとかブスとかとは違う軸だし、「おしゃれ」以
外に言語化するのが難しいんですけど。

Ｐ田●という流れからの「あか抜け」ですが、これは割と「診断」に基づいて選ぶとあ
か抜けるよ、という話が多いですね。トレンドというよりは、自分に何が似合うか、と
いうところが今のあか抜けのポイントなのだと思いました。

Ｈ瀬●「盛り」や「あか抜け」は、頭で考えてなんとかできそうな秀才肌。「洒落る」
にはもともとの才能（顔・体系・センス）がいる天才肌といった感じですね。

2022年７月⑦洒落ると盛れるって違うの？
「盛れる」は量の変化で、「洒落る」は質の変化
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2022年７月
キーワード⑧ファッションと香りの教養
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◆PART01 T-SHIRT 着続けることで増えてくる 「Tシャツにアイディアを」(GISELe８月号)
◆WORK HARD! 夏こそ足元をわきまえる「サンダルとTPO」(GISELe８月号)
◆PINK MANUAL シンプル思考で「正統派なピンク」(GISELe８月号)
◆TWO FACED 「買わない」ことで身につく思考回路 「同じ服で違う顔」(GISELe８月号)
◆PART OF MYSELF 視点を変えて選び直す 「服の一部的に」バッグ(GISELe８月号)
◆NEW BROWN 「ふつう」を繰り返すことで見えてくる 「ブラウン」に塗りかえて新ベーシッ
ク(GISELe８月号)
◆REVISION. 着続けていくうちに体が覚える 「シャツの表情は仕草で変わる」(GISELe８月号)
◆ナチュラル、ストレート、ウェーブ……似合うもんは知っとけ～！ 骨格別！ 盛れストリート
(mini８月号)
◆「黒×ピンク」旬配色レッスン(BAILA８月号)
◆注目ブランドの新作を予習 2022-23年秋冬 パリ・ミラノコレクション(GINZA７月号)
◆「世界一細かい」夏のフェミ服おしゃれ処方箋(美人百花７月号)
◆最高に“似合う”が見つかる「３種のセルフ診断」(からだにいいこと８月号)
◆「美シルエットの法則」で着た瞬間ヤセ見えが叶う(からだにいいこと８月号)
◆PC×骨格診断＝あかぬけイメチェン大勝利！(non-no８月号)
◆ゆるモード言語学(SPUR８月号)
◆本間恵子＆岡部駿佑の“ほんもの”語り 教養としてのジュエリー学(SPUR８月号)

コスメも成分の波
◆これってこういう意味だったのか～ デパコス選びがもっと楽しくなる「コスメの名前に入っ
てる単語や用語」をまとめたよ！(BuzzFeed Kawaii6/20)
◆化学の目で“ヘアケア術と成分”本当のところ(美的８月号)

香りが難しいことに！
◆イメージをふくらまそ～ 香りって自由！って楽しくなる「概念系の香水まとめ」だよ～！
(BuzzFeed Kawaii6/13)
◆香りを擬人化（！）して、お伝え 解説：滝沢カレン、でお届けします！ 「滝沢カレンが読み
解くベストな香り」編(Oggi８月号)
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2022年７月⑧ファッションと香りの教養
法則としてのお勉強、アートとしてのお勉強

N松●ファッションを「学んで」着る気分も高まっているのかなと感じさせる見出しがた
くさんありました。

Ｐ田●２つの方向性があると思っていて、一つは配色とか骨格別似合う服とか、「着こ
なしを学ぶ」というベクトル。骨格別はこのところ割と出てくるトピックですが、
GISELeで出てくる「シャツの着こなし」「買わないことで身につく思考回路」あたりは、
20年くらい前のファッション誌の「たしなみとしてのファッションのお勉強」（私は服
育と呼びたいと思っているのですが）という雰囲気を感じます（古いけれど雑誌で言う
とヴァンテーヌとか、Grazia）。
そして、もう一つはSPURで出てくる服やジュエリーそのものを学びたいという、「ファ
ッション＝アート」ととらえる方向性。
いずれにしても、「物語性」みたいなものが重視される中で確かにフィットする内容だ
と感じました。本当に日々着る服みたいなのはSNSなどでチェックするというのもある
かもしれません。

Ｈ瀬●前のキーワードで「あか抜け」は努力でできる！という話をしましたが、一つめ
はその努力の方法ですね。

N松●ふと、「日本人の英語学習みたいだなぁ」と思いました。その心は、文法の勉強を
一生懸命やって、会話の実践は後回しということ。一般人が普段着る服で、骨格がどう
とかパーソナルカラーがどうとか、目の錯覚を利用した着やせ術がどうとかいう理論、
海外で気にする人はほとんどいないんじゃないかと思うんですよね。SNSとか見てると、
好きな服を買う、着たいものを着てるんだろうなーと。日本人より桁違いに太っていて
も、お腹や腕を隠さないですよね。

H瀬●スキンケアや香りも学ぶものになっています。特に香りの世界が広がっています。
◆イメージをふくらまそ～ 香りって自由！って楽しくなる「概念系の香水まとめ」だ
よ～！(BuzzFeed Kawaii6/13)
◆香りを擬人化（！）して、お伝え 解説：滝沢カレン、でお届けします！ 「滝沢カレ
ンが読み解くベストな香り」編(Oggi８月号)

Ｐ田●コロナ禍でルームフレグランスなどを含む香りへの興味関心は高まりました。誰
かのためにまとうのではなく、気分の切り替えなど自分のためにまとうというところに
目が向いたのが一つの理由と言われていますし、実際に自分もそういった切り口で特集
を作ったりもしました。
また、サブスクのサービスがメジャーになったりしたこともフレグランスが盛り上がる
きっかけかなと思っています。というなかで、いわゆるファッションフレグランスだけ
でなくメゾン系フレグランスへの注目度も高まったかなと思っていますし、シャネル、
ディオール、ゲランなどもブランド内でそれぞれハイエンドなラインをプッシュしてい
ます。



- 23 -- 23 -

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

2022年７月⑧ファッションと香りの教養
法則としてのお勉強、アートとしてのお勉強

（続き）
「ファッションのお勉強」の項目にも通じますが、流行ってるからみんながつけている
から、というのとまったく違う動向があるのかなと思いました。調べるのが楽しい、勉
強するのが楽しい、みたいなところとか、アートみたいに楽しみたいという気持ち、あ
とは自分に似合うとか自分が好きと思えるかみたいな軸。

香りに関して、新しいトピックをいくつかご紹介します。

https://dresskin.com/html/page251.html
⇒日本人調香師のブランド「サノマ」について。日本人調香師、今までもいないわけで
はなく、フランスから逆輸入的に入ってくるパターンも多いですが、割と最近よく取り
上げられる人です。

https://noseshop.jp/blogs/blog
⇒パリ発の香水セレクトショップ「ノーズショップ」。少し前からあるのでニュース性
とはちょっと違いますが、勉強になるなと思うコラムが掲載されていたりして、香水関
連の調べ物をしているとよく出てくるサイトです。

https://www.wwdjapan.com/articles/1400843
⇒これは新しいネタ。香りの民主化がキーワード。

N松●こんなニュースも印象的でした。体験者が、香りをどんな言葉で表現するかという
データを集め、今後の調香システムに活用したり、その人が求める香りを紹介するとい
うもの。官能評価とか、感覚の言語化は、香りに限らず永遠のテーマですよね。

資生堂研究所フィボナがセントマティックと協業 香りの言語化システム設置
https://www.fashionsnap.com/article/2022-07-21/fibona-kaorium/

https://dresskin.com/html/page251.html
https://noseshop.jp/blogs/blog
https://www.wwdjapan.com/articles/1400843
https://www.fashionsnap.com/article/2022-07-21/fibona-kaorium/
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◆＼道の駅からコストコまで／行って、帰って、つくって、味わう！「買い出しツアー」にハマ
る夏(Mart夏号)
◆中村明花さん・細貝萌さん家族と「道の駅」で美味しい野菜探し！(Mart夏号)
◆きじまりゅうたさんと行く「港の直売所」で買った魚で 超簡単ごちそうレシピ(Mart夏号)
◆「コストコ」ヘビーユーザーのお手軽イベントごはんアイデア(Mart夏号)
◆さばいてくれる！「角上魚類」だからできる海鮮パーティ(Mart夏号)
◆食の宝庫「淡路島」で！小塚舞子さんがつくる絶品スパイスカレー(Mart夏号)
◆行列ができる人気店の限定セットが購入できる！Mart“週末ベーカリー”、開店！(Mart夏号)
◆「思い立ったが吉日」の手軽さで人気上昇中「デイキャンプ派」のマストアイテム大調査
(Mart夏号)
◆健気な姿に癒される再生野菜で“おうちファーム”はじめませんか？(Mart夏号)
◆海が起点のワンマイルライフ 公園感覚で楽しめる！今どき「ビーチピクニック」(Mart夏号)
◆すぐ真似できる人気店のレシピを大公開！おうちで味わう”美味しいハワイ”(Mart夏号)
◆子ども視点の「夏休みごはん」が楽しい！(STORY８月号）
◆美味しくて可愛い ムーミンの甘いモノ(Sweet７月号)
◆［短期集中連載］ のんべえ女子の週末おつまみカレンダー(mina８月号)
◆キャンプの楽しみ、ここにアリ！ ごちそうアウトドアごはん(リンネル８月号)
◆突撃！ 隣のホームパーティ(SPUR８月号)
◆「思い立ったが吉日」の手軽さで人気上昇中「デイキャンプ派」のマストアイテム大調査
(Mart夏号)
◆海が起点のワンマイルライフ 公園感覚で楽しめる！今どき「ビーチピクニック」(Mart夏号)
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2022年７月⑨ごはんのレジャー化
丁寧な生活から、レジャーな生活へ

Ｎ松●コロナ禍初期の「おうちをイベント化」トレンドを思い出しますが、買い出しか
ら楽しむ「ごはんのレジャー化」が進んでいます。

Ｐ田●まさに「レジャー化」ですね。この間京都のちょっとはずれに行ったのですが、
道が異様に混んでいて、地元の人に聞いたら「道の駅」に野菜を買いに行く人が多いか
らそのせいでは？というお話。

N松●Martが道の駅の特集をしていますが、そこそこの規模の道の駅やサービスエリアだ
と、子供用遊具やドッグラン、足湯などもあったりして、家族みんなが楽しめるテーマ
パークになっています。そしてもちろんその土地ならではの料理を食べたり、特産品も
買えるので、車でのお出かけの休憩に寄る場所ではもはやなく、道の駅が目的地になっ
たりします。

※カテゴリーのテキストマイニング。
「野菜」が入ってくるのは珍しい！



- 26 -- 26 -

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

2022年７月⑨ごはんのレジャー化
丁寧な生活から、レジャーな生活へ

Ｐ田●地方に住んでいる人の話を聞いていてもたしかに買い出しそのものがレジャー化
して、もちろんそれを家で食べてまたおいしいという現象はあるし、道の駅ならではの
「ちょっと変わった野菜」「地元の人が作った顔が見える野菜」をちょっとお得かもし
れない値段で買えるというのは、すごく幅広い人に響く日常的非日常というか、日常的
レジャーというか。
デイキャンプあたりにもありますが、すごくきちんと予定を立てなくてはいけないとか、
予約しなくてはいけないとかではなく、ある程度思い立ったら行ける、できるというの
がいいのかなと。

Ｎ松●それは、わかります。コロナで出かけにくかったこの２年、最近そのリベンジの
ようにお出かけ欲が高まっているものの、お店や施設はまだコロナ対応で営業時間がコ
ロコロ変わったり、予約制になっていたり、下手すれば閉店してしまったところも。そ
してお出かけしたい人が多いからどこも混んでいる。これ全部経験しました（涙）。
出かけたからには、やっぱりどこかでごはんは食べなきゃならないわけで、それがレジ
ャーを兼ねていると、ちょっと得した気分になるんですよね。というか、逆にどこでも
食べられるようなものでお茶を濁してしまうと、ものすごく損した気分。

Ｐ田●ここで感じるのは、「丁寧な毎日」みたいなものよりもう少しラフな楽しみ方。
まさにレジャーだなと。

H瀬●ごはんのレジャー化と対になっているのが、アウトドアブームですよね。
◆休日は「高知」でアウトドア体験(VERY８月号)
◆ひさしぶりにアウトドア(kiitos. Vol.24)
◆高山都さん 「心が満ちるキャンプの時間」(リンネル８月号)
◆LEEクルマ女子部が徹底チェック！ キャンプにも、長距離帰省にも！“車中泊”できる
快適さ！「０秒テントカー」(LEE８月号)
◆アウトドア、ワーク、スポーツブランドをデイリーに取り入れよう！ アウトドアア
イテムと暮らす。(Kodomoe８月号)
◆スカートだってアリ！ パートナーとのペアも楽しい！高山さん＆安井さん夫婦で初登
場！「もっと自由に！ アウトドアファッション」(LEE８月号)

N松●私も全然キャンプとかしたい人ではないですが、女性のキャンプ特集は好きですよ。
普段に取り入れられそうな衣食住＆移動のアイディアが見られるので楽しいです。
昔は（ってもうかなり前ですが）アウトドアと言ったら、アウトドアクラスタがゴリゴ
リの専門店に行くというイメージでしたが、今はモールにアウトドアブランドがたくさ
ん入っていたり、スポーツ量販店にまあまあの規模のコーナーがあったり、売り場やモ
ノ的にも「（アウトドアクラスタじゃない）ワタシの普段の生活の隣にあるアウトドア
」になっていますよね。険しい山に登ったりとかじゃなくて、海や川べりの散歩とか公
園ピクニックの延長にあるハイキング、みたいなイメージ。
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2022年７月⑨ごはんのレジャー化
丁寧な生活から、レジャーな生活へ

Ｐ田●キャンプがブームから定着。施設も便利になっているし、映えるところもあって、
様々な距離感でアウトドアを楽しめるようになったのかなと感じています。まったくア
ウトドアに興味のない人間にも、スノーピークの話が耳に入るのは、ブランド力の強さ
ですね。

N松●「アウトドアがファッション性を取り入れて普通の生活に降りてきた」のと、「普
段の服が機能を備えだして色んな環境に対応するようになった」のがぶつかったのがこ
こ数年の状況ですね。で、ちょうどシーズンになりますが、野外音楽フェスなどはその
代表的なシーン。

H瀬●1989年に『ナイキ』のアウトドア部門として誕生したACG（エーシージー）が、
最近ブーム復活しているんですが、そのビジュアルがまさにフェスでおしゃれ。エフェ
クトのかけ方とかが、エモくて今っぽいんですよ。
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◆アイドル並みに全国を飛び回るオタク必見 遠征オタクが荷造りのときに入れる便利アイテム
をまとめました(BuzzFeed Kawaii6/17)
◆アイドルヲタクYouTuberあくにゃんと行く、신오쿠보（シノクボ）推し活ツアー。(Hanako
８月号)
◆「推し活」で若返る！(婦人公論７月号)
◆〈読者アンケート〉私たち、トキメいています(婦人公論７月号)
◆〈東方神起、BTS、BLACKPINK……〉オトナ女子がK-POPアイドルにハマる理由 麻木久仁子
×黒沢かずこ×土岐麻子(婦人公論７月号)
◆「推しがいるから今日も１日頑張れる」私たちの深すぎる推し愛エピソード(CanCam８月号)

◆2022年下半期 推しメン未来予想占い(ViVi８月号)
◆勝手に占っちゃいました NEXTイケメン推し占い(ViVi８月号)
◆やっと、会えるね！ 推しのために可愛くなる(mini８月号)
◆夕飯の支度や入浴を時短して元気になれる推し活タイムを捻出 幸せな気持ちで１日を終えたい
(日経WOMAN８月号)
◆S―Joy 素敵女医シリーズ Vol．27 素敵女医の「推し活」は何に効く？(My Age2022夏号)◆
マスクをつけていても、上半顔で愛を叫ぼう！ 今っぽ推しカラーメイク(CanCam８月◆推しに
会うまでのカウントダウン 着回し14days × 佐藤栞里(ar７月号)
◆推しカラーで会いに行きます × 上國料萌衣(ar７月号)
◆喜怒哀楽をリアルに共感！！ いつの間にか“推し”がいる！？ 配信リアリティショーの世界。
(anan7/13号)

男子から美を学ぶ感じの推し活
◆キュートなの？ セクシーなの？ どっちもちゅきちゅき なにわ男子 大橋和也に沼っちゃう
？(Steady.８月号)
◆【COVER BOY】なにわ男子 道枝駿佑 みっちーが可愛すぎる(mini８月号)
◆K-POPの“爽やか代表”がCLASSY.に降臨！人気急上昇中！「ASTRO」って知ってる？
(CLASSY.８月号)
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2022年７月⑩推し活
「かわいい」とか「モテ」とかの共通言語がなくなった私たちが、

共通項をもって語れるのが「推し」

Ｐ田●そもそもこんなにたくさんの数の「推し活」という言葉が見出しになっているか
というのがまず驚きです。「かわいい」とか「モテ」とかの共通言語がなくなった私た
ちが、共通項をもって語れるのが「推し」だったということなのか…。

Ｎ松●先日、新宿マルイで、推し活に欠かせないグッズや、推しに会いに行く日の服な
どを集めた「推し活祭り」というイベントがありましたが、元気なオタクたちを観察し
に行きたかったです。

Ｈ瀬●目黒川の桜祭り、ぼんぼりに名前を入れる料金が2,500円なんですが、推しの名前
をいれることで年々盛り上がっています。

これはＫーPOP
https://tsuiran.jp/pickup/20190322/21752#

※去年より「推す」は増えている

https://tsuiran.jp/pickup/20190322/21752
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2022年７月⑩推し活
「かわいい」とか「モテ」とかの共通言語がなくなった私たちが、

共通項をもって語れるのが「推し」

N松●◆「推しがいるから今日も１日頑張れる」私たちの深すぎる推し愛エピソード
(CanCam８月号)
では、アイドル、俳優、ライバー、スポーツ選手など色々なジャンルで推し活する読者
が登場していて、自分の推しジャンルとは違うけど熱量に共感できたり、現場に通うの
を羨ましく思ったりしました（その人のライブには全く行きたくないけど、ライブに通
うという行為が羨ましい）。オタク同士って、推しが同じであることより、熱量が同じ
であることが重要なんですよね。「同担拒否」とか、推しが同じだとむしろ小競り合い
がよく起きる（笑）。そしてそれは日本人特有の現象な気がします。
「推しに会いに行く」（会うなのか見るなのかはさておき）という表現は若者ならでは
ですね。そして会うためだから、服やメイクも推し活のテーマとして成立する。先月号
からの見出しですが、BuzzFeed Kawaiiにはこういったまとめもよく載っています。
◆思わず推しの色を探しちゃうオタク必見 推しカラーで揃えたくなるコスメをまとめ
ました(BuzzFeed Kawaii5/20)

Ｐ田●普通に考えて、「推し活」ってある程度自己完結・自己満足するもので、更には
服の好みもメイクの好みもライフスタイルも細分化された女性たちの貴重な共通項です。
そういった点も、雑誌として扱いやすいポイントだなとも思います。数的な多さはK-
POPの影響だと思いますが。

Ｎ松●「推し」「推し活」ネタ、毎月のようにどこかがやってるイメージですが、赤文
字雑誌から婦人公論まで、年齢層が幅広い。若返ったりときめいたり頑張れたり…「推
し活」は「推しを推す活動」じゃなくて「推しが活力」という意味でもあるかも知れま
せん。

Ｐ田●応援することで自分が楽しくなる、それが何であれ応援したい欲、みたいな気分
ってこのところのものだと思うんですよね（と言いつつ、神宮球場から出てくる大量の
カープファンを見ていると、応援する欲なんて昭和からのものでは…みたいに思ってし
まったりもしますが、あれもカープ女子といったバズりをうまく使った今どきの者なの
か…）。

話がさらにそれますが、ananの巻末エッセイで林真理子さんが同誌の編集長について語
っている回がありました（2022年５月4・11日号）。
同誌の編集長というのは歴代ファッショナブルな人が多かったのだが、今の編集長はそ
ういうタイプではないという話。実際に編集長を打診されたときに「おしゃれじゃない
しムリです」と言ったというエピソードも紹介されていました。ではどんな人かという
と、とにかく雑誌オタクであり、舞台オタクである…と書かれています。
ananはすでに長いことファッション誌ではなくなっているわけですが、それでもあえて
林真理子さんが書くように、この時代にあっても売れている雑誌の編集長が堂々とオタ
クであるということは、それだけ世の女性のベクトルがそちらに向いている、というこ
となのかなという気もしています。
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2022年７月⑩推し活
「かわいい」とか「モテ」とかの共通言語がなくなった私たちが、

共通項をもって語れるのが「推し」

H瀬●ananは、オタクに振り切ってから、ファンが「重版」を目指してCDを買うみたい
に「積む（複数買いする）」んですよね。応援購入で拡売するってビジネスではアリで
すよね。買ってくれた人は布教のために友達に配ってくれたりするし。

※データに出してくれている人がいます。
歴代ジャニーズ表紙のanan売り上げランキング！重版は誰？
https://aisaregirl.com/anan

N松●それにしても、この見出し。
◆アイドル並みに全国を飛び回るオタク必見 遠征オタクが荷造りのときに入れる便利
アイテムをまとめました(BuzzFeed Kawaii6/17)

普通に読んで、キャリー＋トートバッグという大荷物で移動する女の子が浮かびました
が、「オタク」って本来、ネガティブ寄りの意味で「お宅に引きこもって好きなことに
没頭する人」のことを指してましたよね！？今は、アイドル並みに全国を飛び回るのが
よりオタク。ついでに言えば、コミュ力超大事。もともとの意味での「オタク」では推
し活の醍醐味は全然味わえない。言葉の意味の変化が面白いです。

https://aisaregirl.com/anan
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2022年７月⑩推し活
「かわいい」とか「モテ」とかの共通言語がなくなった私たちが、

共通項をもって語れるのが「推し」

H瀬●オタクはコミュ力ないと連番（知り合いとコンサートに同行）できないし、チケッ
ト取るスキルが高いから事務処理能力すごいんですよ。「コロナ１回目のワクチン予約
ができない！」って世の中が騒いでいた時に、オタクたちは楽勝で取れていました。

N松●海外推し勢としては、語学力も挙げたい（笑）。QUEEN推し仲間の一人は、全国
を飛び回るどころか、ヨーロッパツアー８公演の遠征で、イギリスはもちろん、スペイ
ンやらデンマークやらスウェーデンやらフィンランドまで回ってました。チケットの値
段も日本のアイドルの何倍もするし、滞在費もバカ高い。仕事辞めて行ってますからね。
彼女は特別すごいけど、１都市か２都市、あるいは１都市複数公演に飛んだ人は自分の
知り合いの中だけでもゴロゴロ。大人のオタク恐るべし。オタクの辞書に「限界」はな
いのかも知れない（笑）。

Ｈ瀬●大人だけじゃなく、親子で遠征も当たり前の時代ですよ。なんでそんなにお金出
して地方に行きたがるかわからなかったんですが、ドームよりも「～ホール」でやる地
方の公演のほうが演者との距離が近いし、偉い人が見に来ていないしDVDの収録もない
ので自由だから、パフォーマンスやMCが面白いからなんですってね。K‐POPもジャニー
ズも母娘ファンが多いから、家庭における「推しエンゲル係数」高いはず！
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◆快適な機能が日々進化中！ 更年期不調に優しい下着、見つけました(My Age2022夏号)
◆子どものQOLがアップする「生理」の伝え方(STORY８月号）
◆私たちのCHALLENGE STORY 「アネフォー(OVER45)にして、母になりました」(STORY８
月号）
◆“論破キッズ”も増加中！ 先輩パパ・ママはどう乗り越えた？わが子の「思春期」がこわい！
(LEE８月号)
◆うまいこと老いる生き方(ESSE８月号)
◆たるむ、そげる、まのびする 老け顔タイプ別メイクで、かわいさアップ(My Age2022夏号)
◆大人だからこそ、汗ばむ季節だってきちんと感は必要なんです。 スキンケアで“肌たるみ”を、
メイクで“肌ゆるみ”を解消！ 「あの人、キレイ！」と言われる、凜とした夏美人の作り方(美的
GRAND 2022夏号)
◆一生ロングvs.今どきボブ どっち？どっちも綺麗になれる！「ボリューム悩みならロング」「
髪色悩みならボブ」が40代からは最強(美ST８月号)
◆薄毛カモフラも小顔効果も一気に！ 美ST世代は、産毛美容で若返る(美ST８月号)
◆美髪と美頭皮(美的８月号)
◆おしゃれな人は今、みんなボブ！(オトナMUSE８月号)
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2022年７月⑪中年問題
「うまいこと老いる」のは難しい

Ｈ瀬●女性が生きるってずっと悩みがあります。2000年代の「ママガール」の世代の子
が思春期になって、思春期キッズのお悩み多くなってきたのが興味深い。論破キッズっ
て、ひろゆきの影響で「それってデータあるんですか？」とか言ってくる子供のことで
すね。
◆“論破キッズ”も増加中！ 先輩パパ・ママはどう乗り越えた？わが子の「思春期」がこ
わい！(LEE８月号)
◆子どものQOLがアップする「生理」の伝え方(STORY８月号）

Ｐ田●わたしがグッときたのはこれです。
◆うまいこと老いる生き方(ESSE８月号)

「うまいこと老いる」って良すぎません？ うまいこと年齢を重ねられていない感じが
すごくコンプレックスな私がいます。若く見えるとかじゃなくて、幼いんだと最近痛感
していて、更にはどこかでガクッと老ける気がして…。独身で子供もいない身の上とい
うのもあると思いますが…（急に自分の話で申し訳ないのですが、案外そういう人周り
に多くて）。

Ｎ松●すごい分かります！うまいこと老いたい！
永遠に若くはいられないし、先月取り上げた「アプリで加工し過ぎて宇宙人化した綺麗
なおばさん」ではなく、年相応な（欲を言えば年相応よりちょっと若く見える）小綺麗
なおばさんでありたい（になりたい）ですよね。
30代に入る頃に元上司に「かっこいいおばさんを目指して」と言われたんですが、「か
っこいい」は年齢を問わないし、「おばさん」の期間はかなり長いから、ずっと自分の
指針になっています。

H瀬●「少女から（おばさんを経ずに）お婆さんに直接なる人」っていうのは、昔からあ
る現象。黒柳徹子さんみたいな。そこまで突き抜けると個性ですが、普通の大人はそう
はいかない。「うまいこと老ける」技術は求められていますね。

私が気になったのは、「たるみ、そげる、まのび、ゆるみ」というエイジングワード。
◆たるむ、そげる、まのびする 老け顔タイプ別メイクで、かわいさアップ(My 
Age2022夏号)
◆大人だからこそ、汗ばむ季節だってきちんと感は必要なんです。 スキンケアで“肌たる
み”を、メイクで“肌ゆるみ”を解消！ 「あの人、キレイ！」と言われる、凜とした夏美人
の作り方(美的GRAND 2022夏号)

Ｎ松●老化を越えてもはや妖怪みたいになってる…！「妖怪顔そげ」とか。なのに「か
わいさアップ」って、なんか色々飛ばし過ぎな気が…。とはいえ、老け顔にもタイプが
あることを分かりやすく教えてくれる感はありますね。スキンケアなら、シワとかたる
みといった「老け現象」でケアを選ぶけど、「老け顔」はメイクで対応するというのも
納得できる。
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2022年７月⑪中年問題
「うまいこと老いる」のは難しい

H瀬●あとは、大人の毛問題ですね。
◆一生ロングvs.今どきボブ どっち？どっちも綺麗になれる！「ボリューム悩みならロ
ング」「髪色悩みならボブ」が40代からは最強(美ST８月号)
◆薄毛カモフラも小顔効果も一気に！ 美ST世代は、産毛美容で若返る(美ST８月号)
◆美髪と美頭皮(美的８月号)
◆おしゃれな人は今、みんなボブ！(オトナMUSE８月号)

Ｎ松●白髪・薄毛など加齢による悩み多き部分ではありますが、何か働きかけたら顔よ
り面積も広く、効果が出やすい・見えやすいから、顔よりよっぽどちゃんと手をかけて
あげるべきなんですよね。

ワタシに似合う・似合わない…でみんな右往左往しているのに、
◆おしゃれな人は今、みんなボブ！(オトナMUSE８月号)
と流行視点で一つのスタイル推しちゃうこの企画すごいな、と思ったんですが、迷う人
が多いからこそ、断言してくれちゃった方が助かるという人もいるんでしょうね。
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◆優勝できる神るっく(ViVi８月号)
◆YouTubeでメイク動画が大人気！ きりまる式 服とカラーメイクの関係(Steady.８月号)
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2022年７月⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

H瀬●YouTubeでLOOK BOOKって、SHEINとかGRLとかでよく見ます。

Ｐ田●ルックブックって、本来ブランドのそのシーズンのコレクションをまとめた見本
帳というかカタログというかだと思うのですが、YouTubeではコーディネイト見せみた
いな形でメジャーになっていますよね。紙媒体っぽいことを動画でする面白さを感じて
見ていました。あと、コメントを見ていると洋服のことより本人の顔とか体型のことが
多いパターンがあったりするのも面白いです。たしかに、洋服って結局誰が着てるかっ
ていうところが大きいから。

H瀬●身長・体重とか骨格タイプでLOOK BOOK紹介している動画もよく見ますね。体型
といえば、ボディポジティブでマシュマロ界というワードが。
◆マシュマロ界のスター 野呂佳代さん「夏コーデの気づき、お話しします」(STORY８
月号）

わたしが注目していた「ぽっちゃり界の橋本環奈」の異名を持つインフルエンサーのえ
みっくすさん。すごいポジティブで好きだったんですが、メディアに出た後に中傷コメ
ントが多かったみたいです。

「ぽっちゃり界の橋本環奈」に中傷コメント1500件 「全部読みました」本人報告...加
工批判に反論も
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f61e7e8b34764dd1481c25179f945f974e1c81
d

「加工して橋本環奈に寄せているだけ、全然似てない」って声もあったみたいですが、
でも、彼女だけに起きる問題ではないですね。静止画を加工して盛っているインフルエ
ンサーが、テレビや動画に出て「リアルは全然違う」って言われるのはすごくよくある
パターンですね。
「ヤフコメとガルちゃん全部読みました！！1500件くらいわたしの悪口書いてありまし
た！！」「得るものもたくさんあり、無加工が老けて見えるのは眉毛が古臭いからとの
真面目なご意見、参考にいたします！！確かに10年以上同じ眉毛！」とか、批判に対す
る返しもうまくてこの子は強いな！と思いました。

誹謗中傷、GiRLS by PEACH JOHNのミューズになった「なえなの」も語っていました
ね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1e643d17bfee0d8e32d568c03686f4c71cd1698
0?page=1

※なえなのは、TwitterやYouTube、Instagram、TikTokなどのSNSで人気。「他撮り
でも盛れる女子」「いま日本の女の子が一番なりたい顔」と称される女子

https://news.yahoo.co.jp/articles/0f61e7e8b34764dd1481c25179f945f974e1c81d
https://news.yahoo.co.jp/articles/1e643d17bfee0d8e32d568c03686f4c71cd16980?page=1


- 38 -- 38 -

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

2022年７月⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

H瀬●インフルエンサー起用の場合、アンチの中傷で炎上するリスクがあるので、大手企
業は気を付けなくてはならない…という事例で、CHANELとVOGUE GIRLとコムドット
の話を。
この企画が、24～25日にかけて炎上していました。
https://voguegirl.jp/special/chanel/220721/#!/p/4/

Ｐ田●TikTokにはこんなの流れてきました。LOEWEはブランドのキービジュアルと、
CHANELはwebマガジンのタイアップのインタビュー記事。消費者は同列で比べてしま
うのだな。

H瀬●TikTokでは絶賛、Twitterはアンチって感じみたいですよ。P田さんのところには、
TwitterっぽいひねくれTikTokが流れてくるのかも！
私が気になったのは、コレですね。影響力高いインフルエンサーを起用すると、ちょっ
とした粗を見つけられて拡散されてしまう（※この画像は数時間後に修正されたそうで
す）。

https://voguegirl.jp/special/chanel/220721/#!/p/4/
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2022年７月⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

N松●コムドット、私は名前と顔が結び付かない…ですが、炎上イメージがあるから、安
心安全第一のCHANELとしてはなかなかの冒険だなと。

Ｐ田●CHANCEはCHANELのなかではカジュアルなイメージがあるから、カジュアルと
カジュアルな人の掛け合わせどうなの？とは思いました。
以前、コムドットのリーダーはサンローランのアンバサダーをやって、そういうのを
CHANELはめちゃ嫌うのに、そこも安いよ！って思ったのでした。

N松●その時も「ねーわ」と言われてたのに…。

Ｈ瀬●サンローラン、イベントに来ただけなのにすごい炎上でした。今回は動画付きタ
イアップと本格的。352万人登録という数字に目が眩んだのかな（CDがミリオン連発の
SnowManでもYouTubeの登録者は185万人）。
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2022年７月⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

Ｐ田●それは明らかにあると思います。けど、なんか、それを数字があればいいって誤
解したならばアウト感。

H瀬●ハイブランドってディテールが大事ですよね。コムドット使ってもいいから、クリ
エイティブやスタイリングはCHANELクオリティであるべきだった。
「ラグジュアリーブランドビジネス」では、服やバックは富裕層、香水やサングラスは
庶民に売るものとして別扱いなんですよね。取り扱い店も、地方のデパートにもあった
り、他のブランドと一緒に平置きだったり。社内で別扱いだから、ゆるいタイアップだ
ったんだろうけど、ユーザーは同じブランドとして認識しますよね。。

Ｐ田●おっしゃる通り！これだけ話題になるもので、別扱いになんてできないことは
CHANELならばわかっているだろうに…という残念さがすごい。そして、なんか、
CHANELそのものが今いけてる感じがしないのがなんともなぁーと思ったのでした。

外資ブランドが、いわゆるタレントを「THE広告キャンペーン」というのとはまた違う
立ち位置で起用するのは、ここ５年以上の定番の流れ（本気のアンバサダーで本国チェ
ックに耐えうる人材は日本にはいないのと、予算の関係もおそらくあって、ふんわりし
た肩書を付けて起用することが多い）。タイアップでも、その隙間を狙った人選を求め
られることが多いです。

ELLE girlがまとめた記事を作ってました。↓↓
https://www.ellegirl.jp/beauty/celeb-beauty/g39985256/cosmetic-brand-
ambassador-220513-hns/

H瀬●コムドットは、自分たちだけで運営していて短期間であそこまで成長させたので努
力家の若者だと思うんですよ。リーダーのやまと君はイケメンだし、ヤンキーと見せか
けて上智だったり。フォロワーが多い分、アンチも多いから、今後は大手メーカーは起
用しにくいでしょうね。自分はやまとをちょっとかっこいいと思っていたキッズマイン
ドの持ち主なので、クライアント様に提案しようと思ったけど、Z世代の意識高めの子た
ちが毛嫌いしているのを見てやめました。
ちなみに、ヒカキンが５月に非常にためになる動画をあげていました（次ページにリン
クを貼りました）。ヒカキンはYouTube界の聖人として認められている人。しかし、７
月に炎上している。あんなに気をつけている人も炎上する。フォロワーが桁違いに多い
人は、叩かれリスクも大きいのですよね。
コラボするなら、全体の数字が大きい「メガインフルエンサー」ではなく、「カテゴリ
ーインフルエンサー」にとどめるのがリスクが低いと思います。もちろんメガインフル
エンサーのほうが短期的に数字が出るんですが、炎上については不確実性が高すぎます
ね。とはいえ、炎上って２日くらいで収まるし、ファンの人はポジティブに受け止めて
効果は確かにある。「話題になってナンボ！」と社内コンセンサスとれていれば起用し
ていいと思います。今回のVOGUE GIRLとCHANELの件は、起用の斬新さだけではなく、
クリエイティブにツッコミどころ（アニエスベーのロゴ見え・高いジャンプの小道具で
あるトランポリンが最後の背景に映り込んで夢を見させない）というのが印象悪いと思
いました。ブランドってこういうディテールで構築されるものだから。

https://www.ellegirl.jp/beauty/celeb-beauty/g39985256/cosmetic-brand-ambassador-220513-hns/
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2022年７月⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

◆【大人向け】ヒカキン流、炎上回避法７箇条。この動画が広まると炎上がこの世から
無くなります。
https://www.youtube.com/watch?v=Q5IwCLl80dU

◆ヒカキン炎上！暴言連発・晒し行為に「本性が出た」の指摘、“聖人”もハマったゲーム
配信の落とし穴
https://news.yahoo.co.jp/articles/7614c55947d85c97f7ee3ba72950d6f354371b
19

Ｐ田●最後に、ハイブランド・コスメブランドの日本向けキャンペーンのコラボまとめ
をご参考までに！

◆サンローラン
積極的にいろいろなアーティストとコラボ。一番コラボが多いイメージ。
https://www.youtube.com/watch?v=Gaf2aBP3k9w&feature=youtu.be
https://youtu.be/cmINlUzjbHU

３月のフレグランスイベント。岩橋玄樹、鈴木えみあたりを上手に使っている印象。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000032072.html

◆Dior
Cocomiをグイっと押し出したりしていましたが、そこまでじゃなかった感ですが、SNS
のフォロワー数は多いので良かったのか…。
最新は、春に柴咲コウがアンバサダーにというニュースでした。
※Cocomiは最近はエルでハイジュエリーのグラフをやっています

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000320.000014810.html

◆シュウウエムラ
市川染五郎（実際に化粧をする人という意味でも親和性は高い。とにかく今一番の美形
であり、梨園の名門御曹司と文句なしのキャラクター。本人はマイケルジャクソンとか
沢田研二に興味深々で普通にメイクアップに興味あり。
※ジャニーズみたいなファンがいるというのとは違うけれど、シュウウエムラというブ
ランド特性を考えるととても正しい。

◆ランコム
キスマイ玉森君。これ、そんなにインパクトあった感じはしないですが…。少し前から
やっていて、美ストの表紙に玉森君が出たりしていました。
https://www.fashionsnap.com/article/2022-03-01/lancome-tamamori-event/

◆エスティローダー
koki,でやってましたね。

https://www.youtube.com/watch?v=Q5IwCLl80dU
https://news.yahoo.co.jp/articles/7614c55947d85c97f7ee3ba72950d6f354371b19
https://youtu.be/cmINlUzjbHU
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000032072.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000320.000014810.html
https://www.fashionsnap.com/article/2022-03-01/lancome-tamamori-event/


- 42 -- 42 -

©2022 女性潮流研究所 All Right Reserved

2022年７月⑫インフルエンサーのトリセツ
炎上問題

◆ブルガリ
アワード形式にしていて、「フレンズ」的なポジションの人をたくさん置いている印象。
「ブルガリ」アウローラアワード。あと、今回の話の流れでいうと、山下智久さんを起
用していて毎度話題になっています。その他は、小雪、koki,、森星あたり。
https://www.bulgari.com/ja-
jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-1/avrora-
awards.html

◆ティファニー
三吉彩花
https://www.harpersbazaar.com/jp/fashion/fashion-pr-
stories/a40307781/tiffany-vision-virtuosity-in-london-2206-hbp/

https://www.bulgari.com/ja-jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-1/avrora-awards.html
https://www.harpersbazaar.com/jp/fashion/fashion-pr-stories/a40307781/tiffany-vision-virtuosity-in-london-2206-hbp/

