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SHIBUYA109 lab.と産業能率⼤学 経営学部 ⼩々⾺ゼミは、アラウンド20世代の消費⾏動と価
値観に関する協同研究を⾏いミライのマーケティングの姿を探求しています。世界的に「Z世代」
と呼ばれるこの世代は、世界に約20億⼈存在し次世代の社会を⽀える中⼼消費層としてマーケ
ティングの研究対象となっています。

⽇本でも、社会に新しいムーブメントが起こる時、JKはいつも
その中⼼にいます。ミライは突然登場するように⾒えて、実は
そうではなく、その姿は既に⾒え始めているはずという仮説から、
昨年に引き続き2018年も、JKの⽣活実態を観察し価値観の進化を
追跡する定量・定性調査を⾏いました。

2017年9⽉、現役⼥⼦⾼⽣を対象として実施した、
「新世紀JK⽣活価値観調査2017」からの２つのレポート
①『新世紀JKおしゃれ⽣活インサイトレポート』
②『新世紀JK リアル図鑑（７つのおしゃれタイプ』
では、イマドキ⼥⼦⾼校⽣の価値観と⽣活の実態について報告
しました。（右写真）
これらのレポートは、⼩々⾺ゼミのHPよりダウンロードいただけます。
http://www.kogoma-brand.com/report/

2018年10⽉、2000年-2003年⽣まれの⼥⼦⾼⽣を対象とした
追跡調査「新世紀JK⽣活価値観調査2018」を実施しました。今回は、
⽇テレラボ様、ビデオリサーチ ひと研究所様にもご協⼒をいただき
調査エリアを関東だけでなく関⻄に拡げて、サンプル数も300から800規模に増⼤しました。また、
男⼦⾼校⽣も対象として⾼校⽣全体の実態も確認しています。
前回の調査で、JKは動画視聴に⽣活の⼤きな時間を掛けていることが確認できたことから、今回
の調査ではSNS利⽤やテレビ視聴などメディア⽣活に関する質問を加えました。

そして、今回も定量調査の結果数値が⾼校⽣の肌感覚にあっていて適正かどうかを、グループ
インタビューを重ねるとともに、追加WEB調査で検証しています。以上の結果、私たちが発⾒し
た10のインサイトを報告させていただきます。イマドキJKの⽣活のリアルを理解いただき、ミラ
イのマーケティングの姿を考える⼀助とになれば幸いです。

2019年1⽉吉⽇
SHIBUYA109 lab.
産業能率⼤学 経営学部 ⼩々⾺ゼミ 第4・5期⽣

調査協⼒｜

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

http://www.kogoma-brand.com/report/


「JKおしゃれ⽣活＆価値観調査2017」レポート

⽬ 次

3

イントロダクション ・・・・・・・・・・・・ 2
調査概要 ・・・・・・・・・・・・ 4
新世紀JK 18歳年表 ・・・・・・・・・・・・ 5
数字で⾒る新世紀JK「おしゃれ⽣活」・・・・・・・・・・ 6

新世紀JK 10のインサイト ・・・・・・・・・・・・ 7
＃ 01 JKとお⾦
＃ 02 JKと時間
＃ 03 JKとスマホ
＃ 04 JKとSNS
＃ 05 JKと⾃意識
＃ 06 JKとテレビ
＃ 07 JKと動画視聴
＃ 08 JKとショッピング
# 09 JKとファッション
# 10 東京のJK vs. ⼤阪のJK

【付録資料】男⼦と⼥⼦ ⽐較 ・・・・・・・・・ 19
⼥⼦⾼⽣と⼥⼦⼤⽣ ⽐較

おしまいに ・・・・・・・・・・・・ 21

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

新世紀 JK ⼥⼦⾼⽣
おしゃれ⽣活インサイトレポート 2019



「JKおしゃれ⽣活＆価値観調査2017」レポート

「新世紀JK⽣活価値観調査 2018」調査概要

4

・お⾦の使い⽅ お⾦のやりくりの⽅法は︖ お⼩遣い・アルバイトなど収⼊と使い道は︖
・時間の使い⽅ ⽣活で時間をかけていることは何︖
・好きなファッションテイスト 好きなファッションテイストは︖
・おしゃれ価値観 「おしゃれ⽣活」のこだわりは︖
・メディア⽣活 SNS利⽤、テレビ視聴、どのようにしているのか︖

【調査期間】 2018年10⽉12⽇（⾦）〜2018年10⽉14⽇（⽇）
【調査⽅法】 インターネットアンケート
【調査委託先】株式会社ビデオリサーチ
【調査対象】 ⾼校⽣ 男⼦/⼥⼦ 1,130サンプル 2000年4⽉2⽇〜2003年4⽉1⽇⽣まれ

＊本レポートでは、⼥⼦ 807サンプルの分析を中⼼に報告
【調査エリア】関東（東京、神奈川、千葉、埼⽟）

関⻄（⼤阪、京都、兵庫、奈良、三重、滋賀、和歌⼭）在住
【有効回答数】1,130サンプル 男⼦ 323 ⼥⼦ 807
【調査・分析】SHIBUYA109 lab. ⽇テレラボ ビデオリサーチ ひと研究所

産業能率⼤学 経営学部 ⼩々⾺ゼミ

回答者の属性

【引⽤・転載時のお願い】
本レポートの引⽤転載の際は、SHIBUYA109 lab. 産業能率⼤学

「新世紀JK⽣活価値観調査2018」と明記いただきますようお願い申し上げます。

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

合計 東京都 神奈川県 千葉県 埼⽟県 ⼤阪府 京都府 兵庫県 奈良県 三重県 滋賀県 和歌⼭県

⼥ ⼦ N 807 202 176 91 109 80 26 65 17 14 15 12
% 100 25.0 21.8 11.3 13.5 9.9 3.2 8.1 2.1 1.7 1.9 1.5

合計 1年⽣ ２年⽣ ３年⽣

⼥ ⼦ N 807 224 287 296
% 100 27.8 35.6 36.7

検証のための定性調査・追加定量調査

【インタビュー調査】⼥⼦⾼校⽣（関東・関⻄在住）を対象とするグループインタビュー
を実施し、JKのホンネを聞くとともに⽣活⾏動観察を⾏いました。

【アンケート調査】 ⼥⼦⾼校⽣（関東在住）を対象とするインターネット調査
（100サンプル規模）を適時実施し本調査を補完しました。
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2001年 9・11同時多発テロ ディズニー・シー、USJ開業 「ザ☆ピ〜ス︕」

2002年 サッカーW杯 ⽇韓共同開催

2003年 「Choo Choo TRAIN」「世界に⼀つだけの花」

3歳 2004年 アテネ五輪 たまごっち（第２世代） お⺟さん世代「冬のソナタ」ブーム

2005年 AKB48 TGCスタート ニンテンドーDS おサイフケータイ

2006年 「イナバウアー」 mixi

6歳 2007年 初代iPhone発売 Wii 「おしりかじり⾍」

2008年 北京五輪 リーマンショック H&M・FOREVERR21上陸 「崖の上のポニョ」

2009年 「けいおん︕」制服ブーム い・ろ・は・す

9歳 2010年 iPhone4 発売で⾃撮り盛りがブーム Twitter KARA

2011年 3・11東⽇本⼤震災 LINE 乃⽊坂46 マルモリダンス

2012年 ロンドン五輪 アベノミクス始動 脱ゆとり教育開始 東京スカイツリー

12歳 2013年 Instagram⾃撮りブーム 「恋するフォーチュンクッキー」

2014年 消費税８％に 格安スマホ 「アナ雪」「妖怪ウオッチダンス」
Instagram 10種の編集ツール (写真の明るさ、コントラストなど) が追加

2015年 SNOW 欅坂46 ラッスンゴレライ 中⾼⽣に韓流ブーム シェアハピ

201６年 リオ五輪 インスタ映え ポケモンGO スナチャ メルカリ PPAP「君の名は」
Instagram「ストーリー」/ブックマーク機能（他⼈の画像を保存できる)追加

2017年 まじ卍 YouTuber どうぶつの森 TWICE AbemaTV 恋ダンス アオハル︕
Instagram 最⼤10枚の画像・動画を投稿可能(カルーセル形式機能)となる

15歳

18歳

⼩
学
⽣

中
学
⽣

⾼
校
⽣

幼
児
期

1年⽣

2年⽣

3年⽣

4年⽣

5年⽣

6年⽣

1年⽣

2年⽣

3年⽣

1年⽣

2年⽣

モデル｜⾼校2年⽣ 2001年⽣まれ（2019年4⽉から3年⽣）

2018年 平昌五輪 TikTok 安室奈美恵引退 「カメラを⽌めるな︕」 「U.S.A」
Instagram「アーカイブ」機能が追加 「今⽇から俺は︕︕」

3年⽣

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

2019年 新年号「令和」施⾏ 消費税10％に
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新世紀 JK おしゃれ⽣活の実態
アクティブに活動する新世紀JKの⽣活を数値でまとめました。

関東、関⻄のJKの間では⼤差が⾒られませんでしたので全体平均で⽰します。(n=807)

*本レポート内の数値は⼩数点第2位を四捨五⼊しています。
*本レポート内の数値は4段階質問肢「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。

数字で眺める

私のこだわり/「おしゃれ価値観」
「服装は個性を発揮するための⼿段のひとつだと思う。」 88.9％
「家での普段着には気を使わない⽅だ」 79.0％
「学校のある平⽇よりも休⽇のおしゃれに⼒を⼊れる」 78.6％
「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⽅だ」 72.3％
「TPOにあった服をえらぶように気を使っている」 71.0％
「服の品質や機能が気に⼊ればブランドは気にしない」 67.8％
「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」 66.1％
「古くなったものでも使えるものは使う⽅だ」 62.7％
「⾃分だけの服や⼩物などを持ち歩きたいと思う」 62.6％
「他⼈のファッションチェックをよくしている⽅だ」 62.3％
「好きになったブランドを繰り返し買う⽅だ」 61.4％

彼⽒の選択基準
①⼀緒にいて楽しい⼈ ②性格の相性が合う⼈ ③優しい⼈

今、彼⽒がいる

恋愛の告⽩はLINEよりリアルで

23.2 ％

79.9 ％

男⼥の友情は成⽴する 80.8 ％
恋 愛

アルバイトしている 28.6 ％ 部活をしている 59.4 ％

将来を不安に感じる。 80.8 ％

学校⽣活/友⼈

ずっと⾼校⽣でいたい 65.8 ％ 今が⼀番楽しい 61.6 ％

⾼校⽣は時間が⾜りない 63.9 ％

友達は量よりも質 92.0 ％男⼦よりも⼥⼦が強いと思う 72.7 ％

学校以外に⾃分の居場所がある 82.9 ％

親友の⼈数（中央/最頻値） 3⼈

元彼の⼈数（中央値） 1⼈

お化粧を始めた年齢（最頻値） 15歳

＊将来不安は「進学に関して」が⼤半
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新世紀 JK 10のインサイト

“本当に欲しいものは親頼み︕で、やりくりします!”

”時間をかけていること。全部、スマホで︕“

“スマホは私を表現するツール。なくすと終わる︕”

“利⽤してるのはアプリ︕SNSには繋げてないです。”

”テレビは、家族の団欒に必要︕“

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

“⾃分の周りにパリピが多い︕”

“YouTuberは、YouTubeでみたい︕”

“ショッピングは、リアル店舗で︕”

”ファッションは「外さない」ベーシックが基本︕”

”東京と⼤阪のJK、⾒た⽬がちがう︕”

各インサイトのタイトルは
インタビューのコメントから

抽出しています。



「JKおしゃれ⽣活＆価値観調査2017」レポート 8

本当に欲しいものは親頼み︕
で、やりくりします。

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

#JKとお⾦

1 服 3,789
2 ライブ・舞台・芸術 3,395
3 外⾷代 2,713
4 アーティスト（アイドル）グッズ 2,554
5 旅⾏・レジャー（テーマパークなど） 2,242

6
美容院代（カット・カラー、

エクステ、脱⽑など） 2,060
7 雑貨（靴・バック・アクセサリー） 1,838
8 化粧品 1,606
9 映画・カラオケ 1,185
10 アーティスト（アイドル）の本・雑誌 778
11 ギフトグッズ 700
12 バラエティグッズ 641
13 ゲームセンター 424
14 テレビゲーム（ソフト） 286
15 スマホゲーム（課⾦） 266
16 有料動画・⾳楽サービス 217
17 スポーツ観戦 209

合計（円） 24,903

平均⽀出（⽉） 平均収⼊（⽉）（アルバイト無しの場合）

【⼥⼦⼤⽣の場合】JDは学校のある平⽇も昼⾷代も含めて⾷事代に費やす額が
かさみます。また、毎⽇私服のために洋服代が掛かる上に、趣味や美容など
お⾦をかけることがとても多くなります。もう親頼みできる年齢ではないので、
アルバイトは必須で、いくつも掛け持ちして⽣活費を捻出します︕

産業能率⼤学 3年⽣ 町⽥理瑛 川⼝美⽉

1 毎⽉のお⼩遣い 4,526
2 都度のお⼩遣い 2,983
3 フリマアプリからの収⼊ 1,388
4 その他 539

合計（円） 9,436

ファションアイテムを買うお⾦は都度、親にもらう。 57.3 ％

ファションアイテムを親と⼀緒にショップに⾏き買ってもらう。 68.2 ％

アルバイト代の⽉額平均
35,500円

フリマアプリで服や雑貨を売る

29.4 ％

お⾦を掛けているトップ３（⽉額）は、
①服 3,789円 ②ライブ・舞台・芸術 3,395円
③外⾷代 2,713円
・⽀出（⽉）の平均は、約25,000円。全体の1/4は、毎⽉のお⼩遣いをもらっていない。
・お⼩遣い他の収⼊は、約9,500円でアルバイトしないと⾜りない。
・アルバイトをしていないJKは全体の7割。（71.4％）

⽉毎の決まったお⼩遣いをもらっていない。 25.5 ％
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#JKと時間

①動画視聴 47.3％ ②⾳楽を聴く 44.0％
③Instagram 40.0％ ④LINE          30.1％
⑤Twitter 27.8％

【⼥⼦⼤⽣の場合】JDの⽣活でもスマホは⼿放せません。しかし、⾃由に使える
お⾦が増えて友⼈と出かける頻度も多くなり⾏動範囲が広がっていきますので、
最も時間をかけていることはリアルな交遊であってスマホ⽣活ではなくなります。

産業能率⼤学 3年⽣ 房枝⾥穂

⾼校⽣は時間が⾜りない 63.9 ％

質問｜あなたが普段、最も時間をかけている事は何ですか︖MA (n=807)

学校以外に⾃分の居場所がある 82.7 ％

「スマホ」中⼼の楽しい毎⽇、時間が⾜りない︕
最も時間を掛けていることのトップは前回同様に動画視聴でした。前回調査では、1,2年⽣では部

活(37.9%)、⾼学年では勉強(40.8%)の学校⽣活が⾼くランキングされていましたが、今回の調査
ではトップ５がいずれもスマホで⾏われていることに注⽬しました。スマホでつながることで学校
以外にも⾃分の居場所をつくりアクティブに活動するJKはもっと時間が欲しい︕と思っています。

スマホでの動画視聴 利⽤状況 ＊⻘⽂字部分は⼤学⽣の利⽤状況の参考値（産業能率⼤学内100サンプル）

時間をかけていること。
全部、スマホで︕

備考｜
⼤学⽣のTiKToKの利⽤率が1.9％と低い数値と
なっていますが、「TiKTokを動画を撮影して
インスタグラムのストーリーに投稿するための
ツールとして利⽤しているが動画視聴として
は利⽤していない」という⼤学⽣が多く⾒られ、
“利⽤している”意識が低いことがわかりました。
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#JKとスマホ

スマホでつながる範囲が私の世界（時間と空間）
スマホで理想の姿“かわいい︕”を編集する。

【⼥⼦⼤⽣の場合】JDがSNSを使う⽬的は⾃分を表現するためよりも、検索ツールとして
利⽤するケースが多いです。社会に出ることが⽬前に迫っている⼥⼦⼤⽣にとって、
⾃分の⽣活姿や考えを安易に発信することに抵抗があることがJKに⽐べてSNSで⾃⼰表
現しない理由の1つと考えます。 産業能率⼤学 3年⽣ ⽩浜真結

「恋愛の告⽩はSNS派」

「スマホ」は私の世界。だから、もし無くしたら私の存在もオワる︕︖
JKは⽣活時間のほとんどをスマホのスクリーンに向き合って過ごしています。YouTubeで、お

もしろい動画やアーティストのMVを⾒て、Instagramで気になるコンテンツを探し、LINEや
Twitterで友⼈と連絡を取り合う。「時間が⾜りない︕」と限られた時間の中でもスマホを駆使して
最⼤限に⾃分の世界をエンジョイしています。まさに、JKにとっては「スマホ」は⾃分が⽣活する
時間と空間そのもの=“マイ・ワールド”なのではないでしょうか。彼⼥たちの「世界や世間」の認
識はスマホでつながっている範囲であり、そこで「理想の⾃分」を表現することに⼀所懸命です。
スマホのスクリーンは理想の⾃分を写す鏡であり、かわいい姿に近づける“盛れる”⾃⼰編集アプリ
に夢中です。

そして、上級⽣になるとスマホを使い⾃分のパーソナリティを使い分けることが上⼿くなってい
きます。表アカ・裏アカなど、複数（平均３つ）のアカウントを駆使して、つながる相⼿やコミュ
ニティによって⾃分の表現を使い分けることに慣れていきます。

また、「恋愛の告⽩はリアルで（52.5％）」と“リアル派”が⼤半を占める⼀⽅で、“スマホ派”
も3割弱⾒られます。インタビューでは、スマホで「告（こく）る」のは男⼦に多く、ダメだったと
きに「ウソでした︕」などとごまかすことができるなど、⾃信が無いときに使える技という意⾒も
聞け、スマホの中で⾃分のパーソナリティを使い分けている様⼦が伺えました。

恋愛の告⽩はSNSで

スマホは私を表現するツール︕
なくすと終わる。

30.1％恋愛の告⽩はリアルで 52.5％ VS.

⾼校⽣は時間が⾜りない 63.9 ％ ひとつのアプリで使⽤しているアカウント数
（中央/最頻値）

パーソナリティを使い分ける

3つ
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#JKとSNS

利⽤してるのはアプリ︕
SNS（ソーシャルネットワーク）

には、繋げてないです。

つなげたいのは「社会」ではなく「リアルな友達」限定。
新聞やTVニュースで「若者はSNSを使い尽くしている︕」というような報道がされていますが、

⾼校⽣がスマホでつなげているのは、家族やクラスや部活の友⼈など⾝近な限られた範囲です。
YouTuber、TikTokerを⽬指しているような⼀部のJK（有名になりたいJKは33.0％）を除けば、彼
⼥たちが⾃分を表現し発信している相⼿は、顔も名前も良く知っている⾝近なコミュニティ限定で
あり、仲良しグループの中で⾃⼰表現し「かわいい︕」と承認されることが嬉しいので、⼿段とし
て「スマホのアプリ」を利⽤しているのであり、SNSにつながっている感覚はありません。

JKにインタビューすると、⾃分のスマホが社会に繋がってる︕という感覚はなく、実際に「繋
がった︕」と思ったこともないと発⾔します。「私が発信していることが、届けたい⼈以外に影響
があるわけはない。」と考えているので、SNS（ソーシャルネットワーク）というよりは「スマホ
アプリ︕」を使っている感覚であり、「SNSはメディア」という感覚も弱いようです。

スマホは学校外に居場所を拡げる連絡ツールであり、親友限定のミクロな空間︕
JKは学校⽣活以外にもスマホで居場所をつくります。同じアイドル好きの友達と連絡をとったり、

楽しいことを共有したり。発信よりも連絡の⼿段としてスマホアプリを使っています。また、⼀⽅
で、本当に仲の良い親友数⼈だけで共有したい情報をやりとりできる場所、本当の⾃分を表現でき
る場所として、極⼩なグループのグループアカウントをつくりホンネを語り合っています。

【⼥⼦⼤⽣の場合】⼤学⽣になると交友範囲が広がっていきますが、それでもSNSを
利⽤している感覚は低いです。ただ、⾒られている⾃分の意識は強くなるので⾼校⽣
のように実名でアカウントを作成したり顔がわかる写真をインスタグラムで公開する
事はしないようになります。

産業能率⼤学3年⽣ 三浦 涼美 ⼟⽅真穂

学校以外に⾃分の居場所がある 82.7 ％ 親友の⼈数（中央/最頻値） 3⼈

有名になりたい 33.0 ％
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#JKと⾃意識

【⼥⼦⼤⽣の場合】JDも⾃分の周りには、“パリピ”が多いと思っていますが、JKの
“パリピ”とは少し意味が異なります。⼤学⽣は⾃分の好みで服やアクセサリーを選択
できるので個性と多様性が強くなります。そのために、⾃分とは違う個性を表現する
⼈を、“パリピ”と呼ぶようになります。（実は、私も“パリピ”と呼ばれて驚くことが
あります。） 産業能率⼤学 3年⽣ 武⽥あかり

⾃分の周りに、“パリピ”が多いと思うのは、⾃分に⾃信がないから︖
⾃分の周りには“パリピ”が多いと答えたJKは約6割。関東・関⻄に共通する⾼い数値でした。

この数値はインタビューから、「⾃分に⾃信がないので周りが派⼿に⾒える。」という意⾒につな
がっていることがわかりました。⾼校⽣は、校則や周りの友達から浮いて「ハブられる」ことのな
いように⾏動していて、他⼈と違うことをしたいと思っていても実践できる⼈は少なく、「他⼈と
違うことが出来ている⼈」を、“パリピ“と呼んでいるようです。

そして「カワイイ︕」は、それが⾃分にはないもので憧れがあり追求したい︕と思う時に発する
⾔葉であることがわかりました。

22.8 % 35.1 % 28.0 % 14.1 %

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Total

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

質問｜⾃分の周りにはパリピが多いと思いますか︖ SA （n=807）

*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。

⾃分の周りにはパリピが多い。 57.9 ％

⾃分の周りに、パリピが多い︕



「JKおしゃれ⽣活＆価値観調査2017」レポート 13© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

#JKとテレビ

テレビは、
家族の団欒に必要︕

【⼥⼦⼤⽣の場合】JDは⽣活時間が不規則でアルバイトやサークルで帰宅が遅くなる
ので、テレビ番組をリアルタイムに⾒れる時間は限られています。好きな番組は録
画して⾒ますが毎週必ず⾒る番組は少なく、リアルタイム視聴するのは、朝の通学
準備の時間帯で天気をチェック、また「時計」がわりにします。朝、時間に余裕が
あると録画した番組を⾒ることも多いです。

産業能率⼤学 3年⽣ 佐藤⾥峰 渋⾕ 楓

家族は仲が良い 78.5 ％

⾃分の部屋よりリビングなどで家族といる時間が⻑い 58.1 ％

家族で過ごすリビングでは、いつもテレビがついている。 76.1 ％

テレビは家族のつながりのために必要だと思う 60.5 ％

81.4 ％

テレビ局の情報はSNSの情報よりも信頼できる 60.7 ％

若者は「テレビ離れ」していない︕︖
昨年のレポートでも、JKが家族で仲良くリビングで過ごしている様⼦を報告しましたが、今年の

調査でもその中⼼にテレビがあることが浮かんできました。インタビューでも、リビングで宿題を
親に⾒てもらっているなど、家族と⼀緒に過ごす時間が⻑く「テレビは何となく⾒ているけれど、
ついていないと寂しい。家族の団欒に必要なBGMです。」という声が多く聞かれました。

リビングでのテレビ視聴⾵景

毎週⾒ているテレビ番組がある 70.9 ％

テレビ番組について学校で話題にすることがある 70.7 ％

毎週⾒ているテレビ番組がある。学校でテレビ番組が話題になると答えるJKが7割と学⽣⽣活の中
で、テレビが存在感を持っていること、また、テレビ局の情報に対する信頼の⾼さが伺えます。

朝、学校に⾏く前にテレビを⾒ている。 71.1 ％

将来、⼀⼈暮らしをするようになってもテレビを買う
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#JKと動画視聴

ユーチューバーが出演するテレビ番組や広告が気になる 32.9 ％

YouTuberはYouTubeで⾒たい︕
動画アプリの中で 「YouTube」は、90％以上の利⽤率でしたが（9P参照)が、「YouTuber

が出演するテレビ番組や広告が気になる」と回答するJKは、全体の1/3以下（31.9％）でした。

インタビューでわかったことは、⾼校⽣は、YouTuberが配信する動画のおもしろさに興味
があるということです。最近、YouTuberが出演するテレビCMやTVのバラエティ番組が増えて
いますが、JKの反応は「いまひとつ︖」でした。その理由は、YouTuber（かっこよさを売りに
しているYouTuberを除き）は、「⾝近な⼀般⼈」として認識されており、⼀般⼈がテレビ番組
でタレントではできないような⼤胆なこと、無茶なことをしている姿がおもしろくてYouTube
を⾒ているので、⼀般⼈がテレビに出ている姿を⾒ても興味が沸かないということでした。ス
マホ動画とテレビ番組に求めていることには違いがあるようです。

【⼤学⽣の場合】JDのYouTube利⽤率は（78.9%）とJKに⽐べて低いですが、
⼤学⽣は⾃由な時間が沢⼭あるので、視聴時間はJKよりも⻑いはずです。
⼀致しているのは「YouTuberがTVに出ていても興味がない︕」こと。
⼀般⼈がテレビではできないことをやってる姿が⾯⽩くてカッコいい︕︕

産業能率⼤学 3年⽣ 遠藤聖奈・江尻茜

⾼校⽣のYouTube視聴時間
今回の調査では、⾼校⽣が朝と⼣⽅以降の在宅時間に何をしているのかを30分単位で質問し

ました。JKがスマホでYouTubeを⾒る時間帯のピークは、午後8時30分から午後11時の間で
全体の15％程度のJKが視聴しています。また、⾃宅での過ごし⽅に「７つのクラスター（グ
ループ）があることがわかりました。詳細の報告は、⼩々⾺ ゼミのHP 研究レポートページで、
「⾼校⽣の⾃宅内メディア利⽤の実態」レポートをご覧ください。

https://www.kogoma-brand.com/report/8761/

YouTuberは、
YouTubeでみたい︕

https://www.kogoma-brand.com/report/8761/
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#JKとショッピング

【⼥⼦⼤⽣の場合】JKがリアル店舗で購⼊する理由は、クレジットカードを持っていない
ので振り込みが必要でEC利⽤が不便という環境があると思います。また、親と⼀緒にお店
に⾏けばおねだりできるということもありますね。JDも韓国コスメなどお店で⼊⼿しにく
い商品をECショップで購⼊することはありますが、やはり失敗をしたくないので、お店で
確かめてから購⼊します。 産業能率⼤学 3年⽣ ⽶⽥未来

動画視聴から購買にまでつながるのは、コスメ︕︕

失敗したくないから、動画でチェックした上で、お店で購⼊する
服やコスメを購⼊する際には、インスタグラマーのインスタグラムがキッカケになることが多

く、購⼊する前にYouTubeなどの動画を視聴し商品情報を収集します。特に価格が⾼いものは
「失敗したくない︕」意識が強く働くので、動画で実際に⼈が使⽤している様⼦、着こなしイ
メージを確認してから買うことを決めています。その際の判断基準は「価格にあった品質」も
ありますが、「どんなふうにかわいく⾒えるのか」「かわいい︕と、ときめくか︕」が中⼼です。

インタビューではインスタグラムでお気に⼊りを⾒つけて、YouTubeでの視聴によって⾃分
の背中を押して、お店に⾏って再度確認してから購⼊するというカスタマージャーニーの流れが
確認できましたが、動画視聴が購⼊にまでつながるのは「コスメ」のカテゴリーに限られること
もわかりました。

スマホの動画広告から「買う」にはつながっていない
スマホで⾒る広告は8割強のJKに「うざい︕」と思われており、スマホで⾒る広告が切っ掛け

で何かを購⼊したことがあるJKは全体の約2割。動画広告から購買に⾄るケースは稀です。

ファッションアイテムを買う時には事前に情報収集をする 67.0 ％

化粧品はオンライン通販よりもお店に⾏って買うのが好き 74.6 ％

スマホで⾒る広告を⾒て何かを購⼊したことがある 21.2 ％

スマホで⾒る広告はうざい 85.6 ％

ショッピングは、
リアル店舗で︕
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#JKとファッション

【⼤学⽣の場合】⼤学⽣になると、JKのように仲の良い友⼈と⼀緒のテイストを
選ぶより、⾃分の個性を形成する⼤切な要素として服装を選ぶようになり、好
きなファションテイストは定着していきます。イベントの際にはコスチュームと
して皆でテイストを合わせて楽しんだりします。⼤学⽣の韓国ファッションは、
ソウル旅⾏の際にプチプラ店で購⼊している場合が多いですね。

産業能率⼤学 3年⽣ 齋藤瑠花・⽵原杏惟

TPOを意識し複数の系統をオールラウンドに着こなす︕

好きなファッション・テイスト ランキング 詳細は次ページ「ツリーマップ」を参照

関東｜①カジュアル系 ②ナチュラル系 ③ガーリー系 ④ストリート系
関⻄｜①カジュアル系 ②ナチュラル系 ③ガーリー系 ④韓国系*

＊韓国系
KPOP、韓流ドラマ、韓国フードなど韓国カルチャーブームの影響で、ファッションにも韓国テイストを取り⼊れるJKが増
えている。BIGスウェットなど、ゆるっとしたシルエットのトップスにピタッとしたラインパンツを合わせるコーデが流⾏
している。メイクは濃いめでグレーのカラコンをしているJKが多組みられる。

２週間に１回以上、ファッションアイテムの買い物をする 20.8 ％

⽉に１回以上、ファッションアイテムの買い物をする 57.7 ％

JKの、約6割は⽉に１回以上、約２割は２週間に１回以上の⾼い頻度で
ファッションアイテムの買い物をする。

ファッションテイストは、ベーシックなテイストに集中。
昨年と同様に、好みのテイストは関東、関⻄ともにベーシッック系に集中しました。周りから浮
くことのない「外さない」ファッションを基調にして、アクセサリー、靴、バックなどのコー
ディネイトでちょっとした個性を表現できる⼈がおしゃれ上達者。ただし、⾏く場所や⼀緒にい
る友⼈のテイストに合わせて、いくつものテイストを着こなします。今回の調査から「韓国系」
を選択肢に加えたところ、関⻄で４位に関東で５位にランクインしました。また、6割のJKが⾃分
の学校の制服を気に⼊っていて「制服姿」に愛着を持っていることがわかりました
。
TPOにあった服を選ぶように気を使っている 71.0 ％

学校の制服が気に⼊っている 60.3 ％

ファッションは、「外さない」
ベーシックが基本!
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好きなファッションテイスト
関⻄と関東 ⽐較 ツリーマップ

全体（n=807）

関 ⻄(n=229) 関 東（n＝578）

質問｜あなたが好きなファッションテイスト（系統）を教えてください。MA (n=807)

参照資料

下の図は複数のファションテイストを着こなしているファッションオールランウンダーJKの
ファッション志向を図⽰しています。関東と関⻄を並べて⽐較すると、ベーシック志向が共通し
ていることがわかります。両者の違いはコーディネイトの仕⽅やトーン使いなどに現れます。
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#東京JK vs. ⼤阪JK

東京と⼤阪のJK、⾒た⽬がちがう︕

関⻄が5％以上⾼い数値を⽰した5項⽬｜ファッションに関する項⽬に集中。
「有名になりたい」49.9％（+5.8）
「⾃分だけの服や⼩物などを持ち歩きたいと思う」66.4％（+5.2）
「着るものを決めるときは、異性の⽬を意識する⽅だ」52.0％（+6.8）
「下着など⼈⽬につかないところのおしゃれをしている」30.1％（+6.1）
「服を選ぶときは、ブランドを決めてから選ぶ⽅だ」35.3％（+5.2）

関東が5％以上⾼い数値を⽰した6項⽬｜テレビ視聴に関する項⽬に集中。
「部活をしている」62.3％（+7.5）
「⾒た番組がどのチャンネルで放送されているか覚えている」54.8％（+12.8）
「朝、番組でその⽇の天気をチェックする」65.5％（+10.8）
「テレビ局の情報はSNSの情報よりも信頼できる」60.0％（+9.8）
「テレビ番組について学校で話題にすることがある。 」67.5％（+8.0）
「テレビ番組の視聴率が気になる」31.9％（+5.6）

関東と関⻄のJKの価値観と⾏動に⼤きな差異は⾒られなかった
関東と関⻄のJKの間には⽣活価値観に違いがあるだろうと仮説して⽐較しましたが、結果は「お

⾦と時間の使い⽅」「おしゃれ価値観」には⼤きな数値差異は⾒られませんでした。地域が違って
も、YouTubeやInstagramで触れている情報の共通性が⾼いことが背景にあると思われます。違い
を確認するために⼤阪に出向き、⼤阪阿倍野のSHIBUYA109館内でJKをウオッチ、インタビュー
をしてみると、ファッション・コーディネイト、⾊の好み、制服の着⽅などの表現⽅法には、東京
のJKとの違いが⾒られました。また、⼤阪のJKの「会話の中にいつもオチを気にしている︕」とい
う発⾔を聞き、東京のJKは友⼈との会話を楽しむよりも⾃分の世界を楽しみたい趣向が強いのに⽐
較して、⼤阪のJKの⽅がコミュニケーション表現としてファッションに敏感であると思われました。
詳細は、3⽉に公開予定の『新世紀JKリアル図鑑2019』で報告します。

以下は、関⻄・関東、⽐較して数値が⾼い（5％以上⾼い）項⽬についてまとめています。関⻄
はファッションに関する項⽬が関東よりも⾼く、関東はテレビ視聴に関する項⽬が関⻄よりも⾼く
現れているのが特徴で、⽣活の中でのテレビの存在感・影響が異なるのかもしれません。

⽣活価値観、⾏動に⼤きな差はみられないが、
ファッションの表現（⾒た⽬）には違いがみられる。



「JKおしゃれ⽣活＆価値観調査2017」レポート 19© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.

男⼦と⼥⼦ ⽐較付録資料

今回の調査では、男⼦⾼校⽣にも同じ質問をして⽐較しています。
以下に特徴的な項⽬を報告します。 (n=1,130）

学校では男⼦より⼥⼦が
強いと思う 72.7 ％ 52.9 ％

彼⽒・彼⼥を選ぶ際に１番⼤切なことは男⼥ともに同じ。
①⼀緒にいて楽しい⼈ 34.2％
②性格の相性が合う⼈ 16.1％
③優しい⼈ 14.9％
次に⼤切なのは、
・他⼈への気遣いができる⼈11.3％

①⼀緒にいて楽しい⼈ 22.9％
②性格の相性が合う⼈ 15.5％
③優しい⼈ 15.2％
次に⼤切なのは、
・容姿・外⾒の良い⼈ 10.8％

⼥⼦の⽅が「⼥⼦が強い︕」と思っている。

朝、学校に⾏く前に
テレビを⾒ている 71.1 ％ 61.9 ％

テレビ番組について、
学校で話題にする 70.7 ％ 50.8 ％

テレビは家族の
つながりのために必要 60.5 ％ 50.5 ％

⼥⼦の⽅が⽣活の中でテレビの必要性を感じている。

将来、⼀⼈暮らしすること
になってもテレビを買う 81.4 ％ 73.0 ％

テレビ局の情報は
SNSの情報よりも信頼できる60.7 ％ 48.6 ％

今、彼⽒がいる

恋愛の告⽩はSNSで︕ 20.1 ％ 24.5 ％

23.2 ％

今、彼⼥がいる

23.5 ％

男⼥の友情は成⽴する 80.6 ％ 81.4 ％

ずっと、⾼校⽣でいたい
65.8 ％ 48.3 ％＞

＞
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⼥⼦⾼⽣（JK)と⼥⼦⼤⽣（JD) ⽐較

お⾦のやりくり

主な⽀出
・服 ・ライブ ・外⾷代
・アーティストグッズ
コスパ意識⾼いが、本当に
欲しいものは親に買ってもら
う。カワイイものは持ってい
たいのでフリマで売らない。

主な⽀出
・外⾷代 ・旅⾏交通費
・服 ・化粧/美容
コスパ意識最⼤で、お⾦のや
りくりは深刻。複数のアルバ
イトを掛け持つ。お気に⼊り
の服も⽤途を⾜したらフリマ
で売り、次を買う原資にする。

⼥⼦⾼⽣ ⼥⼦⼤⽣

時間の意識

スマホでの動画視聴に最も時
間をかけているが、⾼校での
規則正しい時間が⽣活の基本
にある。もっと⾃由な時間が
欲しいと思っている。

⾃由になる時間が多く、動画
視聴時間が1⽇数時間に及ぶ
ことも。アルバイト、サーク
ル、交遊などすることが多く
⽣活時間は個別で、集合時間
場所を「場⾯」で決める。

⾃意識
スマホで繋がる友⼈が⾃分の
快適な世界で、仲間から⾒ら
れる⾃⼰を強く意識する。

交友の範囲が広がり、社会の
中での⾃我（アイデンティティ）を意
識するようになる。

スマホ・SNS
での⾃分表現

スマホは理想の⾃分を表現す
るツール。実名アカウントで
「盛った⾃分」を発信し仲間
から承認されたい意向が強い。

スマホは検索ツール。⾒られ
ていることの意識が強くなり、
匿名アカウント、顔をわから
ないように配慮する。

動画視聴と消費
動画視聴から消費にまで繋がるのは「コスメ」

Instagramが切っ掛け → YouTube動画で確認 → 店舗で購⼊する。

テレビの視聴
朝の時間帯は「時計替わり・天気チェック」⽬的でテレビを⾒る。

何となくテレビを⾒ていてドラマよりもバラエティを⾒ることが多い。
⼤学⽣は帰宅時間が遅くリアルタイムで番組をみることができない。

付録資料
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SHIBUYA109 lab. 紹介

2018年、株式会社SHIBUYA109エンタテイメントに設⽴された、若者、around20(主に15
歳〜24歳)の「今」と「未来」について探るためのマーケティングチームです。
SHIBUYA109を活動拠点に若者への聞き取り調査や独⾃ネットワークを活⽤した
グループインタビューなどを実施し、「新しい世代」と向き合い独⾃の視点から
その⽣態を紐解いています。
リサーチレポートは下記からご覧いただけます。

所⻑ ⻑⽥⿇⾐
https://shibuya109lab.jp/

おしまいに

産業能率⼤学 ⼩々⾺（こごま）ゼミ 紹介

産業能率⼤学経営学部マーケティング学科に所属し未来の社会を⽀える若者の価値観と消費⾏動の研究
を通じて未来社会の姿を予測し「ミライのマーケティングをどのようにしたいか」を提⾔しています。
2016年『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。2017年からは研究対象に⾼校⽣層を加えて社会に
現われ始めているミライの姿を洞察しています。 http://www.kogoma-brand.com/

調査分析/レポート作成

産業能率⼤学 ⼩々⾺ゼミ 4期⽣ 21名

・江尻茜 ・遠藤聖奈 ・川⼝美⽉ ・⾼麗友⾥絵 ・⼩林将也 ・⿑藤秀平 ・⿑藤瑠花
・佐藤⾥峰 ・渋⾕楓 ・⽩神明⽇⾹ ・⽩浜真結 ・武⽥あかり ・⽵原杏惟 ・伊達京佑
・⻑尾広夢 ・⼟⽅真穂 ・房枝⾥穂 ・町⽥理瑛 ・三浦涼美 ・邨⼭航太 ・⽶⽥未来

産業能率⼤学 ⼩々⾺ゼミ 5期⽣ 23名

・榎本亜由美 ・岡⽥寧⾳ ・⿅⾓梨夏 ・桐ケ⾕仁美 ・熊⾕栞萌菜 ・⿑藤有紗 ・杉原ゆきな
・隅内世菜 ・⽥中佑季 ・外⾕聖⾺ ・中島敦輝 ・能味勇仁 ・伴友⾹ ・福⽥亜実 ・富施碧⽃
・松⽥⾐澄 ・丸岡⽇奈 ・茂⽊結梨⾹ ・持⽥芽 ・⼭⽥咲希 ・若林春奈 ・渡邉昴 ・渡辺萌

© 2019 SHIBUYA109 lab. / SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved.
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【本レポートに関するお問い合わせ】

SHIBUYA109 lab.
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 Mail: shibuya109lab@shibuya109.co.jp

産業能率⼤学 ⼩々⾺研究室
TEL.080-4600-3044（研究室直通） Mail: brand-m@hj.sanno.ac.jp
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