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イントロダクション

2

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントと産業能率大学 経営学部 小々馬ゼミは、ポ

スト・ミレニアル世代（1995年−2008年生まれ）を対象に、未来の社会を支える若者

の消費行動と価値観に関する協同研究を行い「未来のマーケティングのあるべき姿」を

探求しています。

世界的にZ世代と呼ばれているこの世代は全世界に約20億人存在しており次世代の大

きな消費層として捉えられています。

2017年、私たちは次世代層の中から研究対象をJK（女子高生）に焦点を絞りまし

た。2000年代初頭。海外雑誌『WIRED』には「日本の女子高生ウォッチ」コラムが連

載され人気を博しました。当時、シリコンバレーの人々は、多機能のガラケーを使いこ

なすJKの生活をウオッチすることでスマホのアイディアが将来世界中に拡がることを確

信しました。

未来は突然登場するように見えて実はそうではなく、その姿はすでに見え始めている

はず。世界のマーケターがJKに注目している理由は、彼女たちが生粋のデジタルネイ

ティブであり世の中に新しいブームが起こる時、その先端にいる存在であるからです。

私たちは、JKの生活実態を観察し価値観を理解することで、未来の社会の姿を洞察

し、インサイトを発掘するためにアンケート調査とインタビュー調査を重ねました。

本レポートでは、これらの定量・定性調査によって発見した10のインサイト（真実）

について報告いたします。イマドキJKの「おしゃれ生活の真実」の理解と未来のマーケ

ティングのあり方を考える一助となれば幸いです。

2017年12月吉日

Team

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

マーケティング戦略事業部 エンタテイメント・コミュニケーション部

産業能率大学 経営学部 小々馬ゼミ 第3期生

PHOTOS & JK MODELS

撮影｜高島奈々 JKモデル｜AMI, MIYU, ASUKA, ERINA 4名の女子高生に撮影写真掲載にご協力いただきました。

*Team LYCEEN（チーム・リセアン）は「JK研究チーム」のニックネームです。
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調査の概要 01 アンケート調査（定量）
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・お金の使い方 お金のやりくりの仕方は？お小遣い・アルバイトなどの収入源と使い道は？

・時間の使い方 バイト、勉強、部活など生活で優先していることは何？

・好きなファッションテイスト ファッションのトレンドは？気を使っていることは？

・おしゃれ価値観 「おしゃれ生活」のこだわりは？

【調査期間】 2017年10月10日（火）〜2017年10月12日（木）

【調査方法】 インターネットアンケート

【調査委託先】株式会社マクロミル

【調査対象】 女子高校生 関東（1都3県）在住

1999年〜2001年生まれ

【有効回答数】309サンプル

【割付条件】 各学年103サンプル

回答者プロフィール

学年 有効サンプル

1年生 103

2年生 103

3年生 103

合計 309

埼玉県

21.0%

千葉県

15.9%

東京都

36.6%

神奈川県

26.5%

都道府県

(n=309)

女子校

16.2%

共学校

83.8%

高校の区分

(n=309)

国立の高校

2.3%

公立の高校

54.7%

私立の高校

43.0%

アルバイトをし

ている

31.7%

アルバイトはしていない

68.3%

【引用・転載時のお願い】
本レポートの引用転載の際は、SHIBUYA109エンタテイメント/産業能率大学

「新世紀JKおしゃれ消費と価値観調査2017」と明記いただけますようお願い申し上げます。
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調査の概要 02 インタビュー調査（定性）
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アンケートの事前事後に調査設計および、結果検証のために女子高校生を対象とするインタ

ビューを実施しました。 調査対象は条件を設定し「おしゃれ生活意識と消費の大きな」女子高校

生（インフルエンサー層）を女子高校生のネットワークからリクルーティングしました。

① デプスインタビュー

インタビュー場所をJKが都内のカフェなどJKが寛げる環境で行い、年齢の近い女子大学（20-21

歳）からパーソナルにインタビューすることで、JKの「ホンネとリアル」を引き出すようにしま

した。インタビューは１対１、または、大学生複数人対１で実施しました。

【調査期間】 2017年6月〜2017年10月

【調査会場】 都内カフェ など

【調査対象】 女子高校生 関東（1都3県）在住 1999年〜2001年生まれ

【インタビュー人数】合計 12人 60分間

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

② グループインタビュー

「女子会」の雰囲気でグループ・インタビ

ューを実施しました。参加者を、株式会社

SHIBUYA109エンタテイメント マーケティ

ング戦略事業部の女性スタッフとゼミの女

子大生そして対象の女子高校生と女性のみ

に限定しモデレーターはSHIBUYA109エン

タテイメントのリサーチ実務家が行いまし

たが、女子大生数人も参加し寛いだ空気感の中で対話（ダイアローグ）することで、「ホンネ

とリアル」を引き出すようにしました。

【調査期間】 2017年8月および10月 ２回

【調査対象】 女子高校生 関東（1都3県）在住 1999年〜2001年生まれ

【調査会場】 SHIBUYA109エンタテイメント オフィス

【インタビュー人数】１回のインタビューは4-5人を対象 90分間

【引用・転載時のお願い】
本レポートの引用転載の際は、SHIBUYA109エンタテイメント/産業能率大学

「新世紀JKおしゃれ消費と価値観調査2017」と明記いただけますようお願い申し上げます。
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新世紀 JK 「おしゃれ生活」

6

収入 54,000円

アルバイト 40千円
月のお小遣い 5千円
都度お小遣い 4千円
フリマ収入 5千円

支出 42,000円

服 5千円
美容代 5千円
外食 3千円
化粧品 3千円
ライブ・舞台 9千円
アーティスト・
アイドルグッズ 10千円
旅行・レジャー 4千円
雑貨 3千円

平均的な新世紀JKの「おしゃれ生活」を数値でまとめました。詳細は後章で解説します。

学校以外に自分の居場所がある 78.3 ％

ずっと高校生でいたい。59.5 ％

今が一番楽しい。 56.3 ％

学校のある平日よりも休日の

おしゃれに力を入れる。
72.8 ％

高校生は時間が足りない。67.3 ％

遊びに行ったらプリクラをとる 60.2 ％

ファッションアイテムを買うお金は、

56.6 ％

・親と一緒にショップに行き買ってもらう。

58.9 ％

おしゃれ価値観

・服装は個性を発揮するための手段 91.6％

・TPOにあった服装を選ぶように気を使っている 84.4％

・自分のファッションが人からどう見られているか気にする 76.7％

・ファッションは人から好感度を持たれることが大切だ 68.6％

・他人のファッションチェックをよくする 56.3％

プロフィール・イメージ

高校２年生 2001年生れ 16歳

私立・共学高校

関東在住

*数値は小数点第2位を四捨五入しています。

*数値は質問肢「あてはまる」「ややあてはまる」のトップ2ボックスの合計を使用しています。

・都度、親にもらう。

月額 月額

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

アルバイトをしている。

お金を掛けていること

時間を掛けていること

1. 動画を見ること

2. ショッピング

3. 部活

4. 音楽フェス

5. バイト

お金のやりくり

36.9 ％

頻繁に行く街

原宿・渋谷・池袋・新宿
25.6 ％ 22.7 ％ 21.0 ％ 20.1 ％
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新世紀 JK「おしゃれ生活」10のインサイト

insight 01 「思い出づくり」にお金をかける！

insight 02 動画視聴に時間を掛け時間が足りない！

insight 03 2年生が「おしゃれ生活」を一番謳歌！

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

insight 04 アルバイトをしないと収支がマイナス！

insight 05 「親にねだる」切り札で上手にやりくり！

insight 06 メディアと友人は常に繋がるのが当たり前！

insight 07 街に行く動機は「遊び+オトナ体験！」

insight 08 ファションオールラウンダー！

insight 09 ちょっとしたコーデが上手な娘！

ひとつのファション系統でくくられたくない

「カワイイ！」とリスペクトされるのは

insight 10 「本当の自分」は、幼なじみの中にある！



「JKおしゃれ生活＆価値観調査2017」レポート 8

I
新世紀JKの「おしゃれ生活」

イマドキJKは何に「お金」と「時間」を掛けているのか？

おしゃれ消費の実態

撮影｜高島奈々 JKモデル｜MIYU, ASUKA, AMI
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insight01

「お金」をかけているのは、

1. ライブ・舞台

2. 外食

3. 服

JKがお金をかけている

第1位は「ライブ・舞台」

思い出づくり消費 が顕著！

グループインタビューでは、ライブやイベント
のために「友人とおそろいのメイク・コーデ」
を購入するなど「友人との思い出づくり」を目
的とする行動が明らかになった。「モノを長く
使う節約意識」は高い一方で、流行りすたりが
早いトレンドもの(服・食)、他人が持っていな
いモノやお気に入りのコト(ライブ等)には惜し
みなくお金を使うことが分かった。しかし、
「コスパ意識」が根底にあり優先順位をつけて
お金の支出をコントロールをしているようだ。

❤️「お金をかけていること」属性別ランキング

Q.あなたがいちばんお金を使っていることは？*単一回答

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

JKとお金

❤️JK「モノ消費」の感覚

古くなったものでも使えるモノは使う 72.2 ％

新しい商品は周りよりも先に試したい 35.4 ％

他人がまだ持っていないモノが欲しくなる 50.8 ％

値段が高くてもステータス性のあるモノ

を買う
34.9 ％

*質問肢「あてはまる」「ややあてはまる」のトップ2ボックスの合計数値を使用しています。

17.5 %

16.5 %

15.9 %

全体 共学 女子校 公立 私立 １年 ２年 ３年

1位
ライブ・舞台

17.5％

外食

17.4％

ライブ・舞台

26.0％

外食・服

17.2％

ライブ・舞台

21.8％

ライブ・舞台

16.5％

外食

14.5％

ライブ・舞台

20.4 ％

２位
外食

16.5％

服

ライブ・舞台

15.8％

服

16.0％

外食

15.0％

アーティスト

グッズ

15.5％

服

ライブ・舞台

15.5％

外食

19.4％

３位
服

15.9％

外食

アーティスト

グッズ

12.0％

ライブ・舞台

14.8％

服

13.5％

外食・服

13.6％

服

18.5％
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insight02
動画視聴を情報源に

興味いっぱい！

もっと時間が欲しい！

時間をかけていることは動画視聴がダントツ

トップ（48.9％）。学年ごとに見ると1年生は

新しい学校生活が始まり、部活(37.9%)や

LINE(31.1%)など新しい友人の構築に時間を

かけていることが推測できる。

高校3年生は、受験を意識するために勉強の時

間が増え(40.8%) 「部活、アルバイト」の時

間は低下する。また、大人意識が強まり「美

容」(33.0%)の時間が増大する。

❤️「時間をかけていること」属性別ランキング表

Q.最も時間をかけていることは？*単一回答

Q.高校生は時間がいっぱいあると思う？

*単一回答 単位：％ n=309 各学年103s

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

JKと時間

❤️JK「時間感覚」

*質問肢「あてはまる」「ややあてはまる」のトップ2ボックスの合計数値を使用しています。

高校生は時間が足りない。 67.3 ％

今が一番楽しい。 56.3 ％

「時間」をかけているのは、

1. 動画視聴

2. 勉強

3. ショッピング

48.9 %

31.0 %

28.8 %

全体
アルバイト

している

アルバイト

していない
共学 女子校 公立 私立 １年 ２年 ３年

1位 動画視聴　48.9％
アルバイト

68.4％

動画視聴

51.7％

動画視聴

45.9％

動画視聴

64.0％

動画視聴

46.7％

動画視聴

52.6％

動画視聴

52.4％

動画視聴

44.7％

動画視聴

49.5％

２位 勉強　31.0％
動画視聴

48.9％

勉強

36.5％

勉強

28.2％

勉強

44.0％

アルバイト

34.9％

ショッピン

グ33.1％

部活

37.9％

ショッピン

グ　35.0％

勉強

40.8％

３位 ショッピング　28.8％
ショッピング

32.7％

部活

30.3％

ショッピン

グ27.4％

ショッピン

グ　36.0％

LINE

29.6％

勉強

32.3％

ゲーム

34.0％

部活

28.2％

美容

33.0％

4位 音楽フェス　27.0％
美容

26.5％

ゲーム

28.9％

LINE

26.3％

音楽フェス

34.0％

部活

29.0％

ゲーム

28.6％

LINE

31.1％

音楽フェス

26.2％

LINE

29.1％

5位 LINE 27.0％
LINE

25.5％

音楽フェス

28.0％

音楽フェス

25.5％

部活

32.0％

勉強

28.4％

音楽フェス

27.8％

勉強

28.2％

アルバイト

23.3％

音楽フェス

27.2％
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insight03

高校2年生が最強！

「おしゃれ生活」のピーク！

最もお金を使う。

支出 46,000円/月

高校生活を

一番謳歌しているのは、

高校2年生

高校2年生は、部活や勉強などの学校生活に

加えて学校外に活動範囲が拡がっていき、

放課後や休日に友達と一緒に過ごす時間に忙しく

なる。アクティブにいろいろな街にショッピング

や食べ歩きに出掛けるようになり、他人の目を気

にする「おしゃれ意識」が高くなる。服代、美容

代が増大しアーティスト・アイドルのライブや関

連グッズに使うエンタメ消費も最大に。支出額が

高校生活でピークになる！（月額 45,918円）

❤️ JK「お金のやりくり」月額収支表 学年別
Q.１ケ月あたりの収入と費用の内訳は？ n=309

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

JKのおしゃれ生活

*金額の計算は、質問肢「金額域（例：1,001-2,000円）」に回答を得て、金額域の中央値を用いて加重平均計算しました。

計算した数値が実態と乖離がないかグループインタビューで確認しました。

金額計算の対象を「アルバイトをしている」「お小遣いをもらっている」「服を購入」など各項目の収支がある実績者ベースとしています。
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insight04

JKの7割 72.5％ が、

「お金のやりくり」に、

困っている！

❤️JK「お金のやりくり」月額収支表 属性別
Q.１ケ月あたりの収入と費用の内訳は？

*金額の計算は、質問肢「金額域（例：1,001-2,000円）」に回答を得て、金額域の中央値を用いて加重平均計算しました。

計算した数値が実態と乖離がないかグループインタビューで確認しました。

金額計算の対象を「アルバイトをしている」「お小遣いをもらっている」「服を購入」など各項目の収支がある実績者ベースとしています。

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

「おしゃれ生活」には

アルバイトが必要！

全体の月平均支出は42,053円。お小遣いのみで

は足りずアルバイトをしないと収支はマイナスに

なってしまう。アルバイトしているJKは支出が

53,530円/月に増大。その内容は、服、化粧品、

美容代、外食代、ライブ、アーティスト・アイド

ルグッズと支出範囲と額が大きくなり「おしゃれ

生活」を謳歌している様子がうかがえる。アルバ

イトをしていないJKは支出を35,305円に抑えて

いるものの、月収入はお小遣いなど17,707円な

ので約18,000円お金が足りない状況となる。

アルバイトをしないと「おしゃれ生活」の自立は

難しいが、アルバイトをしているは全体の4割弱

（36.9％）。では、実際にはどのように「やりく

り」をしているかを次項で解説します。

アルバイトをしている 36.9 ％ 69.9 ％

月のお小遣いをもらっている

都度のお小遣いをもらっている

56.6 ％

❤️JK「収入事情」

アルバイトしないと

18,000円/月 足りない！

JKの収支
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insight05

本当に欲しいモノは、

親にねだり、

上手に「やりくり」

欲しいモノは、

「親頼み」の切札があるので、

実は「お金のやりくり」は

それほど深刻ではない。

前項の通り、アルバイトをしていないJKはお金

が足りない。約4割（43.4％）のJKしか月のお

小遣いをもらっていないので、実際にはどのよ

うにやりくりをしているのかをインタビューで

確認したところ、「欲しいものがある時には親

にお金を出してもらう」という解決方法が一般

的であることが確認できた。

特にファッションアイテム購入実態の質問に対しては「親と一緒にショップに行って買ってもらう」

（58.9％）、「購入に必要なお金を親から都度もらう」（56.6％）と上手にやりくりしている様子

が伺われた。定量調査ではJKの約7割が「お金のやりくりに困っている（72.5％）」「服を買うとき

はバーゲンやセールを利用することが多い（67.7％）」と答えていたが、インタビュー調査で実態を

確認すると、欲しいものが見つかりお金が足りなければ親にお願いして買ってもらうという「切り

札」があるので「お金のやりくり」に対する深刻さは大きくなく、「本当に欲しい服はセールまで待

たずに親に買ってもらう」という意見が主流であった。

❤️おしゃれなコトには「お金」を使わないように上手にやりくりする

なるべくお金を使わないようにする節約意識が強く、美容代をカットモデルやサロン予約アプリ

「minimo」を利用して節約したり、髪を巻いた動画を撮影して1万円程度の報酬をもらうなどお金の

支出が少なくなるように賢く生活している。

❤️フリマは「お金のやりくり」のためではなく「欲しいものを交換する」手段

❤️「かわいいモノ」は所有して「自分のものにしたい」。

「メルカリ」などフリマの利用率は全体の３割（33.3％）あったが利用内容をインタビューで確認し

たところ「おしゃれ」意識の高いJKでは服や雑貨をお金のやりくりのために売る例は見られずライブ

チケットの交換などに若干の利用例があった。また、「他人が使った商品は抵抗あるからフリマで

買ったりメチャカリで借りない。」「カワイイモノにはお金の糸目をつけず自分のものにしたい」と

いう「モノの所有意向」が確認できた。

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

JKのやりくり

【女子大生コメント】女子大生は時間があるがお金が足りません。活動空間が大

きく拡がり交通費、交際費、服・お化粧にたくさんの費用が掛かるようになる一

方で親からの援助は減るために毎日のお金のやりくりは結構深刻です。

アルバイトするだけでなく「フリマ」で服や雑貨（モノ）をこまめに売って、

やりくりしている大学生が多いです。高校生はモノ＞コト。大学生はモノ＜コト

にお金使いを優先している様に思います。 産業能率大学3年生 清水ケイト

「カワイイ」モノは

お金の糸目を付けず所有したい！
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insight06
Always On!

SNSでタグ検索。
外でもお家でも

常にメディアに繋がっている。

JKは生活時間の大部分を「動画視聴」に使ってい

ることがわかったが、消費の前段階にある情報収

集はSNS上の画像・動画がきっかけとなってい

る。Google検索などテキストで情報検索すること

よりも、インスタグラムで「タグ検索」し

YouTubeの関連動画を見るというように、視覚

的・感覚的に情報を結びつけていくことで自分の

欲しいモノに繋がっていく様子が確認できた。

いつでも、どこでも

メディアと友人に

繋がっていることが

当たり前。
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JKとメディア

❤️ JK「メディア価値観」TV・雑誌

家族で過ごすリビングではいつもTVがついている 79.3％

毎週、チェックしているTVドラマがある 60.2％

ドラマよりもバラエティー番組が好き 60.2％

雑誌を買うのは

「乃木坂」が出てるから。

グループインタビューの発言から

雑誌を読む目的は、買いたいものを見つけるのでは

なく、雑誌の世界観を楽しみたいから 42.4％

自分の部屋よりリビングなどで

家族といる時間が長い
55.0％

❤️ TVは家族が集まるリビング（昔のお茶の間？）のBGM。

【女子大生コメント】女子大生の情報検索事情もJKと同様で、インスタグラムや

YouTubeが中心にあります。「ググる」「グーグル先生」という言葉は、大学

生も使わなくなっています。今は「＃タグる」時代、これからは動画がおしゃれ

情報の起点になっていくように思えます。

産業能率大学3年生 大坪夕起

一方で、若者が見なくなったとされるマスメディアとの関係性を調べたところ、TVに関しては、自宅

で家族と一緒に視聴している時間が長い実態がわかった。TVは家族が集まる場所に無いと寂しい存在

であるが、家族がそれぞれのデバイスで友人とつながったりお気に入りのコンテンツを視聴する背景に

「TVが流れている」BGMとして捉えられていた。ファッション雑誌を読む目的は情報を見つけたいか

らではなく雑誌の世界観を楽しむ、好きなアイドルやモデルが出ているからという意見が多くマスメ

ディアに対してSNSほどには面白いコンテンツや情報を期待していないことが確認できた。
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トレンド最先端の街

エンタテインメントの街

文化・芸術・カルチャーの街

カフェ巡りに行く街

デートに行く街

映画を観に行く街

インスタを撮りに行く街

一人で行く街

友達と行く街

家族と行く街

食べ歩きに行く街

遊びに行く街

ショッピングに行く街

用がなくても行きたい街

渋谷

原宿

表参道

中目黒

下北沢

吉祥寺
自由が丘

新宿

池袋

代官山

新大久保
中野

浅草・上野

秋葉原

お台場

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Q.下記の「街」はあなたにとってどんな印象ですか。 *複数回答

insight07
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JKの生活空間

【各軸の説明度】

軸1：33.8％

軸2：25.7％

計 59.5％

軸1

軸
2

友達と遊ぶ時は「買い物」や「映画」などテーマを決めていく 77.0 ％

❤️「街」に行く動機

遊びのテーマを決めて

街に出かける。

オトナの街にも出かけたい。

JKはいろいろな街にショッピングや食べ歩きに出

掛けている。現在、頻繁に行っている街は、

①原宿 25.6% ②渋谷 22.7% ③池袋 21.0%

④新宿 20.1% 共通のイメージは「トレンド最先

端」「映画を観に行く」「ショッピングに行く」

「遊びに行く」街であること。約８割（77.0％）

はテーマを決めて街に行く。ショップや映画館な

ど街のイメージが「遊びテーマ」とマッチしてい

ることが街に出かける動機になると確認できた。

頻繁に行くのは「遊べる街」

1.原宿 2.渋谷

3.池袋 4.新宿

今後は「大人の街」に行きたい

1.代官山 2.自由が丘

頻繁に行っている街 今後行ってみたい街
❤️ JKが今後行ってみたい街

①代官山 44.0%

②自由が丘 43.4%

③下北沢 40.8%

④中目黒 39.5%

⑤吉祥寺 37.5%

「おしゃれな大人の街」

が共通イメージ

「インスタを撮りに行く街」

「デートに行く街」

「カフェ巡りに行く街」

25.6 % 22.7 %

21.0 % 20.1 %

44.0 % 43.4 %

一方で、JKが行ったことがないが今後行ってみたい街は「大人イメージの街」に集約された。おしゃれ

をしてデート、カフェ巡り、インスタ撮影とオトナを自覚できる体験が来街目的になると推測できる。
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Ⅱ

撮影｜高島奈々 JKモデル｜ASUKA, ERENA

イマドキJK好みのファションテイストは？

「おしゃれ」で譲れないことは？

新世紀JKの「おしゃれ価値観」
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insight08

ひとつの系統で

くくられたくない

ファッション・

オールラウンダー

「はずさないファッション」

を基本に3つ以上のテイストを

状況に合わせてチョイスする。

好みのファッションテイストは4つの

ベーシックテイストに集約した。

①カジュアル 47.9％

②ナチュラル 45.0％

③ストリート 27.5％

④スポーティー 21.0％

❤️JK「好みのファッションテイスト」属性別ランキング

Q：好みのファッションテイストは？ n=309 *複数回答

９割は服は自分の個性の表現手段と捉えテイストを気にして服を選ぶ。他人から好感度を持たれるこ

とが大切と考えており、TPOにあった服装を選ぶ。トレンドを追いつつも、定番カジュアル系など友

達の中で浮いてしまうことのない「はずさないファッション」を普段使いしていることがわかる。

また、ベーシックだけでなく、一人が3つ以上のファッションテイストを様々な状況に合わせて使い分

けるファッション・オールラウンダーであることがうかがえる。
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ファッションテイスト

❤️JK「ファッション」価値観

服装は個性を発揮するための手段 91.6％

TPOにあった服装を選ぶように気を使っている

自分のファッションが人からどう見られているか気にする

ファッションは他人から

好感度を持たれることが大切だ

84.4％

76.7％

68.6％

*アンケート調査では、20のファションテイスト

（フェミニン、モード、森ガールなど）を提示。

ランキング 全体 共学 女子校 公立 私立 １年 ２年 ３年

1位 カジュアル　47.9％
カジュアル

47.9％

カジュアル

48.0％

カジュアル

53.3％

カジュアル

41.4％

カジュアル

46.6％

カジュアル

56.3％

カジュアル

40.8％

２位 ナチュラル　45.0％
ナチュラル

46.3％

ナチュラル

38.0％

ナチュラル

47.3％

ナチュラル

41.4％

ナチュラル

45.6％

ナチュラル

49.5％

ナチュラル

39.8％

３位 ストリート　27.5％
ストリート

28.6％

ガーリー

26.0％

ストリート

29.6％

ストリート

29.6％

ストリート

28.2％

ストリート

26.2％

ストリート

28.2％

４位 スポーティー　21.0％
スポーティー

20.8％

スポーティー

22.0％

スポーティー

19.5％

ガーリー

25.6％

スポーティー

22.3％

スポーティー

24.3％

ガーリー

21.4％

５位 ガーリー　20.7％
ガーリー

19.7％

ストリート

22.0％

ガーリー

17.2％

スポーティー

23.3％

ガーリー

21.4％

ガーリー

19.4％

スポーティー

16.5％
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insight09
他人と被るのは嫌だから、

少しコーデして自分らしく！

「おしゃれ」は友人と一緒に出かける外出時に強

く意識される。学校のある平日は「制服」を

チューニングして「JKらしく」可愛くおしゃれす

る。休日のファションには友人とお揃いのお化粧

やコーデに時間をかけたり、大人っぽく見られる

ように気を使う。服を買う前には情報収集する

（66.7％）がファション雑誌を読むことは少な

く、インスタグラムで他人のファッションチェッ

クを良くする（56.2％）。

ちょっとしたコーデ

が上手な JKが

「おしゃれカワイイ」

とリスペクトされる
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カワイイ価値観

*質問肢「あてはまる」「ややあてはまる」のトップ2ボックスの合計数値を使用しています。

❤️JK「おしゃれ」価値観

学校のある平日よりも休日のおしゃれに力をいれる 72.8％

好きになったブランドを繰り返し買う 70.6％

家での普段着には気を使わない 82.5％

買うときには事前に情報収集する 66.7％

有名人のファッションを真似するJKは約半数（47.5％）。他人のファッションを参考にする一方で「み

んなと被るのは嫌」という意識が強くある。シンプルなデザインの服はファストファションで済ますが、

ちょっとしたコーデを加えて友人から「カワイイ！」と言ってもらえることが何よりも嬉しい。

プリクラは遊びに行くと必ず撮るJKが６割（60.2％）。顔だけでなく体形も盛ることができるので撮影

しSNSに上げたアイコンを友人に「カワイイ！」と言ってもらいたい。男子受けは気にしない。女友達が

思う「盛れてる！」が自分の思う「盛れてる」よりも大切。「カワイイ」は人生の課題だと思う。

遊びに行ったらプリクラをとる 60.2％

❤️JK「カワイイ」価値観

「カワイイ」は、人生の課題。

「カワイイ」は自分が持っていないことへの憧れ。

グループインタビューの発言から

JKモデル｜AMI, ASUKA
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Insight10

「本当の自分」は

学校の友達の中にある。

理想の自分は「大人っぽく」

高校３年生になったら、

思い出づくりに「制服」を

いっぱい着ておく。

高校生の生活時間の中心は学校の中にある。幼な

い頃から一緒に育ち自分の素を知っている地元の

友人達と過ごす時間を安心感があり心地良く感じ

ています。「今が一番楽しい」「ずっと高校生で

いたい！」と思うのは、高校生活での「学級委員

などリーダー役」や「やんちゃ盛り上げキャラ」

など自分の立ち位置が幼少の頃から自覚し振る

舞って来た「本当の自分」の姿と一致しているこ

とが一因であると推測できる。

❤️「本当の自分」のありか

インタビューではスマホの中から「本当の自分」を映している写真を選

んで見せてもらう観察を行いました。モニターに上映された写真は、部

活や体育祭など友人たちに囲まれて楽しそうな学校生活のシーンばかり

でした。「本当の自分」は幼い頃に友人たちの中で振舞っていた自分の

姿ではないかという仮説を持っていましたが、今日を謳歌しているJK

は、学校生活で友人から見られる自分と自身の思う姿「自己アイデン

ティティ」が一致していることが確認できました。

本当の自分

❤️高校生活は「本当の自分」を謳歌しながらも「理想の自分（大人」）へ成長する過渡期間

今が一番楽しい

59.5％ずっと高校生でいたい！

56.3％

学校以外に自分の場所がある 78.3％

【女子大生コメント】女子大生に「本当の自分」を聞くと地元の友達と一緒の

写真なのではないでしょうか。大学生になると活動範囲と所属するコミュ

ニティが拡大し状況ごとにキャラを変えることに慣れていきます。その結果、

時に本当の自分と将来なりたい自分の姿が混乱してしまい自分を見失いがち

なのが大学生の実態かもしれません。 産業能率大学3年生 山口華歩

❤️「理想の自分」のありか

「理想の自分」はお気に入りのモデルのスナップ写真が上映されました。制服の時はJKらしく「にこ

にこ」と写真を撮るけれど休日の私服は「○○さん（モデル）ようにおしゃれで大人っぽく見られた

い」という意識は「見られたい自分」の成長を反映していると推測できます。また、ライブ・舞台は

学校以外の「自分の居場所」として大切であることがわかりました。

高校３年生になると思い出づくりに、

「制服」をいっぱい着ておく。

高校３年生になると、

インスタグラム、ツイッターを消す。

グループインタビューの発言から
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調査からのファインディングス

【おしゃれ生活の活動空間が拡がっている！】

私がJKだった時、ちょっと外出するだけでも色々な世界を見ることができて

刺激になっていました。今のJKはもっと情報ネットワークが進化しているの

でファッションやメイクで自分らしさを表現することがとても上手。

おしゃれをして出かけていく街の範囲が拡がっていることも調査でわかりま

した。高校生にとっては定期券圏外に出かけて行くことが、大人への成長の

エネルギーとなるのでもっともっと新しい場所に足を運んで自分の可能性を

拡げて欲しいです！ 産業能率大学 3年生 荻原萌々佳

小々馬ゼミの女子大生（３年生）が本調査を通じて発見したこと（ファインディングス）や

感想を紹介いたします。女子大生と女子高生の価値観や行動の違いをご理解いただけます。

20

【自分を「魅せること」がとても上手！】

現代は私たちがJKの頃よりもデジタル技術が発展しています。今のJKは

世の中の流れやトレンドを敏感に取り入れて大人よりも使いこなしてい

る印象を調査を通じて感じました。インスタグラムやお小遣い稼ぎアプ

リの活用など自分を「魅せること」や、やりくりがとても上手いと思い

ます。一方でどんな事でもSNSの世界から手軽に入手でき「量産型」

が目立ちます。デジタルの進化を上手く使いこなしながらも「モノゴト

の本質」を見極めて活用し自分らしさを表現し生活して欲しいと思います。

産業能率大学 3年生 清水愛季子

【「かわいいの表現」が進化している！】

JK調査で最も驚いたのは制服の着方です。私達の時代はスカート丈が短く

カーディガンやリボンをゆったり着るのが“かわいい”でした。現在のJK

はセーターとのバランスを大切にしてスカート丈を決めていることがわ

かりました。また、学校指定でないセーターやスクバ、靴下で個性を出

すと聞いた時には、制服の着方の幅が広がっていることを実感しました。

私達の知らない所でJKのおしゃれがんどん進化していて本当に刺激的です！

産業能率大学 3年生 高橋菜々子

【「自己表現の冷戦」に努力する姿が見える！】

私達が女子高生の頃には、みんなで同じように流行りにのるのがおしゃれ生活の

常識でしたが、今のJKは、自分の「魅せ方」を追求することが常識。いつでも

自分の知りたいことを見ることが出来るネット環境がすっかりと生活に根付き

Instagramで「自己表現する冷戦」が生活の中心にあるようです。

JKのおしゃれ生活の進化の背景には「SNSでの自己表現技術の革新」を使いこ

なすために日常的に努力している姿も確認できました。

産業能率大学 3年生 石黒絵寧
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謝 辞

『新世紀 JK おしゃれ生活インサイトレポート 2017』をお読みいただきまして、誠にありがとうござい

ました。私たちのゼミは「若者の価値観と消費行動」の研究を通して「未来のマーケティングの姿」を探求

しています。研究３年目を迎える2017年、第３期生が先輩達が実施した「大学生の価値観研究」を受け継

ぎ「JK（女子高生）」を対象とする研究を1月に始動し、１年間を掛けて女子高校生と対話、観察を重ねた

報告レポートをお届けすることが叶いました。

JK研究のきっかけは私が高校で行なっている授業でした。年に数回、マーケティングに興味がある高校生

を対象に大学でマーケティングを学び研究することの魅力についてお話しをする機会があります。その際に

感じたことは、大学生と高校生の間には生活価値観に違いがあるということ。そして、高校生をターゲット

とする広告に関して解説する際に「このCMは大人が昔の高校時代を懐かしく思い作っているのですか？」

「素敵なシーンには憧れるけど私たちのリアルとは違うかな？」と案外にも企業の意図が伝わっていないこ

とでした。制作側の大人が高校生のリアルな生活と背景にある価値観に寄り添えていない世代間の価値観

ギャップを感じました。この事をゼミ生に話をして高校生に関する２次資料を探してみると、若者研究調査

は見つかるが、高校生のみを対象とする体系的な価値観調査が無いことがわかりました。それならば、私た

ちが調査研究した結果を公開し実務家の方々に役立てていただきたいという願いから本レポートを作成いた

しました。

私たちが注目したことのひとつは高校生の自我（アイデンティティ）と成長に関してです。SNSが生活の

中心に在ることは大学生と同様ですが時間意識が異なります。活動領域が広い大学生は個々のタイムライン

で生活していて、必要な際に生活場面にリアルな接点をつくり友人と時間をシェアします。高校生は学校生

活が生活時間の基盤にあるので同時タイムラインを、自分の「素」を知っている友人達の中で「本当の自分

の姿」がブレずに過ごしているのでとても居心地が良く「ずっと高校生でいたい」と思っています。上級生

になると自我の成長意識が育ち「理想の自分の姿」を投影するモデルやおしゃれな人を参考として近づいて

いきたいという「おしゃれ活動」が盛んになり、学校以外に自分の居場所が増えていきます。JKの「おしゃ

れ生活」は大人の生活時間/空間へとアイデンティティを拡張して行く成長の意識の現れと捉えることがで

きます。

こうしたインサイトは、高校生、大学生、社会人の異なる世代間で対話（ダイアローグ）することで導出す

ることができました。本研究にご協力とご支援をいただきました、株式会社SHIBUYA109エンタテイメン

ト マーケティング戦略事業部 エンタテイメント・コミュニケーション部の皆様に書面を借りて深く感謝い

たします。

2017年12月吉日

産業能率大学 経営学部 教授 小々馬 敦
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株式会社SHIBUYA109エンタテイメント 紹介

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントは、新しい世代の今を輝かせ希望を叶えることを目的に、

2017年4月3日、株式会社東急モールズデベロプメントと会社分割によりSHIBUYA109事業に特化し

た新会社として設立しました。

エピローグ

© 2017 SHIBUYA109 ENTERTAINMENT CO., LTD. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

産業能率大学 小々馬（こごま）ゼミ 紹介

小々馬ゼミは産業能率大学経営学部マーケティング学科に所属し若者の価値観と消費行動の研究を通し

て「未来のマーケティングの姿」を探求しています。2016年に『2020マーケティングはこう変わる』､

2017年に続編『2025マーケティングはこう変わる』を出版。本研究は2016年、日本広告学会 クリエイ

ティブフォーラム【学生の部】において「今後最も期待できる発表」《金賞》の評価をいただきまし

た。研究３年目を迎える2017年は研究対象をJK（女子高校生）と定義しデジタルネイティブ世代である

JKの生活実態/価値観を理解することで世の中に現われ始めている未来の姿を洞察しています。

2017年10月。

JKスタイルマガジン「LYCEEN リセアン」創刊

JK研究活動の一環としてSHIBUYA109エンタテイメント様のご協力を戴き

JKを読者対象とするフリーペーパーを創刊、SHIBUYA109にて女子高校生に配布いたしました。

本雑誌を小々馬ゼミのホームページにてご覧いただけます。（下記QRコードから参照ください）

www.kogoma-brand.com/lyceen

調査分析/レポート作成 産業能率大学 小々馬ゼミ３期生
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【本レポートに関するお問い合わせ】

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

マーケティング戦略事業部 エンタテイメント・コミュニケーション部

TEL.03-3477-6722

産業能率大学 小々馬研究室

TEL.080-4600-3044 E-mail: brand-m@hj.sanno.ac.jp
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