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ミレニアル世代の価値観にアパレル企業はどう対応すべきか

1   ミレニアル世代は「自分のライフスタイルに合うか」で購入を判断する
2   多少高くても、自分にとって意味があるモノにお金を払いたいという価値観が目立つ
3   アパレル企業はトレンドを押し付けるのではなく、共感を生むことが求められる
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ミレニアル世代の価値観に
アパレル企業はどう対応すべきか

ミレニアル世代とは何か？
ここ数年、「ミレニアル世代（Millennials）」

という言葉が、アメリカで目立つようになって
きた。戦後の「ベビーブーマー世代」、経済成
長期の「ジェネレーションX」に続くミレニア
ル世代は、1980年から 2000年代初頭に生まれ
た人々を指す。彼らは今、アメリカの消費動向
を大きく左右するインパクトを持ち始めている。

意外なことに、アメリカ国内におけるミレニ
アル世代は総人口の 4分の 1 を占めるといわれ、
ベビーブーマー世代よりも多い。それだけに消
費支出も年々伸びており、すでに数千億ドルか
ら 1兆ドル規模にも上ると指摘されている。

実はアメリカのミレニアル世代は、日本版の
ミレニアル世代である「さとり世代」といわれ
る若者たちと共通点が多い。博報堂ブランドデ

ザイン若者研究所リーダーの原田曜平氏が次の
ように語っている。

「たとえば、日本では『若者の車離れ』が言
われますが、米国でもミレニアルズの免許取得
率は低下してきており、若者の『消費離れ』が
社会問題化し始めています。長く続いた平成不
況を主な原因として世代的価値観が形成された
日本の『さとり世代』に、リーマンショックの
打撃を受けた米国のミレニアルズが似てきてい
るという状況になっているのです」1

ミレニアル世代にはほかにも、物心ついた頃
から ITデバイスやインターネットに触れ、成
長とともにソーシャルメディアを使いこなして
いったことから、「従来型の広告よりもネット

1：米国版さとり世代｢ミレニアルズ｣の破壊力（東洋経済オンライン2015年10月19日）
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の口コミを信用する」という特徴もあるが、こ
れも日本のさとり世代と変わらない。経済が成
熟して低成長のステージに入ると、アメリカも
日本も、都市に住む若者は同じようなライフス
タイルを選ぶようになる。従って、ミレニアル
世代の研究が盛んなアメリカの事例を知ること
は、日本のアパレル企業にとっても参考になる
だろう。

「ケチ」ではなく
「消費に値する理由」がほしいだけ

まずは、ミレニアル世代の価値観を象徴する
エピソードを紹介しよう。

アメリカ国内でも有数の富裕層が集まるシリ
コンバレーでは、かつてのフェラーリやゴルフ
に代わり、自転車やアウトドアが大流行してい
る――。フェイスブックが翌日に IPO を控えた
2012年5月17日、ニューヨーク・タイムズはそ
んなシリコンバレーの変化を伝える記事を掲載
した。記事によると、フェイスブック社内では
パーティーではなく、ハッカソンというエンジ
ニア育成イベントを開催していたという。「その
様子はドン・ペリニヨンより、レッドブルが似
合いそうな雰囲気だった」と同紙は伝えている 2。

ハッカソン自体はフェイスブックでは恒例の
ものだったが、IPO前日にあえて実施した点に、
マーク・ザッカーバーグCEO の経営哲学が見
て取れる。彼は「僕らはお金を稼ぐためにサー

ビスを作っているわけじゃない。もっとより良
いサービスを提供するために働いている。急に
お金を儲けたからといってランボルギーニでオ
フィスに乗り付けるような生活は、クールだと
は思えない」と語っている。

ちなみに、ザッカーバーグは 1984年生まれ
であり、ミレニアル世代の経営者である。フェ
イスブックの IPO は、シリコンバレーを牽引す
る価値観が根本的に変わりつつあることを示し
ていた。それは高級車を乗り回すことよりも、
自転車で出勤し、レッドブルを飲みながらより
良いサービスを作ることこそが「クール」であ
り、IT企業の人間として本質的だと考える価値
観である。

フェイスブックが世界を席巻する 8年前、
2004年にグーグルが IPO を行った際のシリコ
ンバレーはまさに「バブル的な価値観」が支配
的だった。それはグーグル幹部が IPO直前にわ
ざわざストック・オプションを持つ社員たちを
集め、「いらぬ反感を買うから、急に派手な買
い物をしないように」と忠告したほどだった。
しかし蓋を開けてみれば、IPO直後から高級車
でオフィスに乗り付ける社員は続出し、同社の
トップ3 も合計で 8台のプライベートジェット
を購入。しかも NASA の倉庫に保管していた
ことが、スキャンダルのように大々的に報道さ
れてしまった。

一方、ザッカーバーグたちミレニアル世代は、
こうした派手な消費には関心がない。しかし、
決して「ほしいものがない」というわけでもな
いようである。

ニューヨークの若者たちの消費意識を調査し
た朝日新聞の記事では、「衣類は少しぐらい高く
ても『ほしい』と思ったものを買い、長く着る」

「レストランはチェーン店より、地場の素材を使

2：PreferredStyle：Don'tFlauntItinSiliconValley（NewYorkTimes2012年5月17日）

図表　  レニアル世代は従来型広告よりもオンラインの
口コミや企業サイトを信用している

（注）色字がオンラインの情報ソース
出所：Nielsen Global Trust in Advertising Report 2015

順位 ミレニアル世代（34歳以下）が信用している情報ソース
1 友人や家族の意見
2 企業のブランドサイト
3 ネットに投稿された意見
4 新聞広告
5 映画の前の広告

順位 ベビーブーマー世代（50歳以上）
が信用している情報ソース

1 友人や家族の意見
2 新聞などの編集コンテンツ
3 新聞広告
4 TV広告
5 企業のブランドサイト
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う地元の店によく行く。買い物は『環境に配慮
しているか』をひとつの基準にしている」「食事
は安ければいいというわけでなく、よりヘルシー
な飲食店に行く。企業に『社会性』があるかも
見極めている」といった声を紹介している 3。

彼らの発言から分かることは、単純な物欲の
減退というよりも、消費に理由を求める考え方
である。同記事では、ニューヨークの若者に支
持されているものとして、「地場の食材を使っ
たチェーン料理店」や「オーガニック食材を扱
うスーパー」を挙げている。また、ファッショ
ンでもブランドのロゴ入りの服を嫌う一方で、

「おしゃれで健康的」というブランド戦略を推
進するナイキやアディダスといったスポーツブ
ランドは、若者からの支持を得て業績好調が続
いているという。共通するのは、「多少高くても、
自分にとって意味があるモノにお金を払いた
い」という消費スタイルである。

こうした傾向は、若者たちを中心に再燃して
いる「アナログレコード人気」にも見ることが
できる。

アナログレコードと
サードウェーブコーヒーの共通点

ネット配信が全盛の時代にあって、アメリカ
ではアナログレコードの売り上げは増加を続け
ている。米ビルボード誌によると、2015年上半
期のアメリカのアナログレコード売上高は 2億
2,600万ドルで、前年同期比5割増。人気はヨー
ロッパにも波及し、イギリスでは昨年からアナ
ログレコードのランキングが始まった。

日経新聞電子版の記事によると、「世界のレ
コード売上高は 2006年に約3,400万ドルで底を
打ってから右肩上がりで伸び、14年には 3億

4,700万ドルに達した」とあり、8年で約10倍
の伸び率となっている。しかも、これはオジサ
ン世代の懐古的なブームではなく、「レコード
を知らないデジタル世代」に後押しされている
という 4。

なぜ、アナログレコードはこれほど人気なの
か？　音楽ライターの柴那典氏は、ミレニアル
世代がネットの普及により、ポップスからマニ
アックなミュージシャンまで、「無料で好きな
だけ音楽を聴くことができる環境を前提として
育ってきたこと」に理由があると分析する。

「そのことで、どうなったか。無料で音楽を
日常的に消費している若い世代の音楽ファンの
中に『音楽を手触りのあるモノとして所有した
い』という欲求が芽生えた。そこで、データと
して置換可能な CD ではなくアナログ盤の持つ

『あたたかみのある音』が見直されるようになっ
た。アナログレコードにはダウンロードクーポ
ンが付いているものも多く、部屋にジャケット
を飾って普段はパソコンやスマートフォンでそ
の音楽を聴いている人も多いという。そういっ
た、利便性だけではない、アナログレコードな
らではのモノとしての価値がもう一度見直され
るようになったのだ」5

柴氏はこれを「カジュアルリッチ」と表現す
る。「高級車やブランド品といったゴージャス
な豊かさを求めるのではなく、あくまでカジュ
アルに、しかし大量生産や大量消費ではなく、
暮らしの中で感じる感情の質をより豊かにした
いと考える価値観」である。

欧米で火が点いたアナログレコード人気は、
「サードウェーブコーヒー」や「クラフトビール」

3：新世代「ミレニアルズ」米国の消費スタイルを変えるか（朝日新聞デジタル2015年4月26日）
4：レコードプレーヤー多彩に　アナログ盤ブームが背景（日経新聞電子版2015年11月29日）
5：アナログレコード人気再燃が象徴する「音楽が売れない」時代の終わり（柴那典氏ブログ「日々の音色とことば」）
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といった食のムーブメントとそっくりである。
アナログレコードはデジタル音源より価格が高
いし、サードウェーブコーヒーだってファスト
フード店のコーヒーよりもずっと高い。音楽を
聴きたい、コーヒーを飲みたい、そういった欲
求を満たすだけなら、安価でそれなりの質の商
品は簡単に手に入る。

しかし、ミレニアル世代の若者たちは、あえ
て「手触り」を感じられる商品を選んでいる。
まさに「多少高くても、自分にとって意味があ
るモノにお金を払いたい」のである。「物欲が
ない」と評されがちな世代であるが、彼らは決
して「ケチ」なわけではない。不況を背景に育ち、
ネットで無料のコンテンツが山ほど手に入るか
らこそ、「自分の生活を豊かにしてくれるモノ」
に、「お金を払う価値がある」と考えているの
である。

そして、アメリカのミレニアル世代に支持さ
れているモノは、日本のさとり世代からも同じ
ように人気を集めている。サードウェーブコー
ヒーの代表格として上陸した「ブルーボトルコー
ヒー」は未だに連日大行列であり、都内でアナ
ログレコードを扱う店も急速に増えている。

写真1　  サードウェーブコーヒーの代表格 
「ブルーボトルコーヒー」の新宿店

出所：筆者撮影

ライフスタイルショップの利点と罠
では、こうしたミレニアル世代の消費意識は、

日本の小売市場においてどのような意味を持つ
のか？　特にアパレル企業にとって、どんな変
化が求められているのか？

写真2　  今春にオープンしたルミネの商業施設
「ニュウマン」

ファッションビルでありながら、ファッション専門店よりもライフ
スタイルショップや飲食店のほうが売り場構成比率が大きい

出所：筆者撮影

そのキーワードは「ライフスタイル」だろう。
ミレニアル世代の「自分の生活を豊かにしてく
れるモノにお金を払いたい」という要求に応え
るためには、モノ自体の訴求というよりも、「モ
ノを手に入れることでどんな生活を実現できる
か」といった「生活提案」が欠かせない。

実際に近年のアパレル企業では、生活提案を
謳ったライフスタイルショップの展開を急激に
増やしており、従来は「ファッション商材」を
主力としていた店が、食や雑貨といった「ライ
フスタイル商材」の構成比率を上げることが目
立っている。店内にカフェを併設するケースも
珍しくない。

ただ、安易なライフスタイルショップ化には
注意を促したい。ライフスタイルショップに
とって食や雑貨は「ファッション商材のおまけ」
ではなく、「ファッション商材と等価」である。
つまり、アパレル企業であっても、食や雑貨の
専門店と同じセンスと質が求められる。端的に
いえば、どれだけオシャレな服を売っていても、
同じ店内で不味いコーヒーを出したら台無し、
ということである。

また、ライフスタイルショップは「独自性」
もこれまで以上に問われる。コーヒーが流行っ
ているからうちもコーヒーを出してみよう、と
いう発想は、生活提案と最も対極にある考え方
だろう。ストアデザインの専門誌『商店建築』
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では、こうした安易なライフスタイルショップ
化について、こう警鐘を鳴らしている。

「長引く物販店の売れ行き不振。店舗経営者
は、いかに間口を広げて、多くの客を店に誘引
するかにしのぎを削っています。更に、商品に
関する情報や商品の種類が増えたこと。つまり、
ショップが目利きとしての機能を求められてい
るわけです。このあたりの背景を無視して、形
だけのライフスタイル提案型ストアを作ろうと
すると、おそらく計画は迷走します。これから
増加するライフスタイル提案型ストアの成功の
ポイントは、おそらく、オーナー（またはディ
レクター）の個性です」6

これは 3年前の記事であるが、ここで述べら
れていることは現在も通用する。ライフスタイ
ルショップとは、ショップ独自の「目利き」が
最大の商品である。そして、一人一人の店員が
センスの体現者でなければならない。これまで
も重要だったが、これからますます重要になる
だろう。

モノの背景にあるストーリーで共感を集める
ショップ展開だけでなく、ミレニアル世代に

向けた商品開発については、どのような視点が
必要だろうか？　筆者は繊維産業の門外漢なの
で、素材作りの細かい点について言及すること
はできない。しかし、これだけは言えるだろう。

ミレニアル世代とは、モノが飽和した時代に
育った人々である。そんな世代にアパレル企業
がアピールしていくためには、自分たちが「い
いモノ」を扱っていると訴えるだけでは足りな
い。この商品に触れることで、どれだけ豊かな
生活が実現できるのか。そういったライフスタ

イルをリアルにイメージさせなければ、彼らの
物欲を刺激することは難しい。

編集者でコルク代表の佐渡島庸平氏は、2010
年代のものづくりのキーワードは「共感」であ
ると言う。「質がいい」「デザインがいい」といっ
たことは当たり前であり、それだけで商品を差
別化することはできなくなった。「安い」とい
う特徴も、もはや差別要因とはならない。大切
なことは、「モノの背景にあるストーリーに共
感してもらう」ことだと、糸井重里氏の「ほぼ
日刊イトイ新聞」の取り組みを例に説明する。

「『ほぼ日』では、『なぜこの商品を作らなけ
ればならないのか』『どんな人が作っているの
か』『どんな思いで作っているのか』というこ
とを何日もかけて、おもしろい記事にしていま
す。商品に興味がなくても、その記事だけで楽
しい。先に、ファンの心を満足させるのです。
記事のストーリーに満足した人は、『商品を買
いたい！』と思う。世の中のほとんどの記事は

『商品を買ってください』と頼んでいます。消
費者は、頼まれすぎているから、それだけで嫌
になってしまうのです」7

誤解してはいけないが、商品の背景にあるス
トーリーを届けるためには、商品それ自体に「ス
トーリー」を埋め込んでおかないといけない。
この素材にはどんな由来があるか、作った人の
思いは何か、どういう経緯であなたの手元に届
くのか。そういったことが商品に織り込まれて
いなければ、ストーリーに共感してもらうこと
はできないのである。

しかし、ストーリーへの共感を育むことがで
きれば、「お客様」を簡単には離れない熱心な

「ファン」に変えることができる。「ほぼ日」は

6：『商店建築』2013年9月号
7：佐渡島庸平・著『ぼくらの仮説が世界を作る』
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まさにこの方法で、1着10万円近いセーターを
売る「気仙沼ニッティング」を品切れ続出の人
気店へと育て上げた。

ネット口コミの悪評を無視せず、利用する
とはいえ、全てのアパレル企業が手作りを

ベースにしているわけではないし、商品そのも
のに特別なストーリーを与えられるわけではな
い。その場合は、スポーツブランドの取り組み
が参考になるだろう。

中でも、創業からわずか 10 年でアメリカ国内
の売り上げがアディダスを抜き、世界で 2 番目に
大きいスポーツブランドとなった「アンダーアー
マー」の施策は、ミレニアル世代の支持をいか
に集めるかという点で、学ぶべきところが多い。

最適な例は、スーパーモデルのジゼル・ブン
チェンを起用したプロモーションだろう。男性
的なイメージが定着していたアンダーアーマー
のリブランディングを図るために 2014年7月
に開始された「I will what I want（なりたい私
になる）」キャンペーンへのジゼルの起用が発
表されると、ソーシャルメディア上には「彼女
はただのモデルでアスリートではない」といっ
たネガティブな反応が飛び交った。

しかし、アンダーアーマーはこうした批判を
逆手に取り、批判コメントを集めた動画を制作。
ジゼルへの中傷コメントが壁に大きく投影され
る中でサンドバッグを力強く蹴り上げる彼女の
姿を通して、かえってブランドコンセプトを強
く印象づけることに成功した。

もはやどんなブランドも、ネット口コミの悪
評を無視することはできない。しかもミレニア
ル世代は、従来型の広告よりもネットの評判を
信用する世代なので、ミレニアル世代へのプロ
モーションを考えるうえでは、ネット対策が何
よりも重要になる。

ただし、ネット口コミは企業のコントロール
が及ばず、真っ向から反論しても勝ち目は薄い。

それならば、とアンダーアーマーが行ったのは、
合気道のようにネットの批判を自分たちのプロ
モーションに取り込んでしまうことだった。日
常的にネットの反応を気にしているミレニアル
世代にとって、こうした姿勢は共感が持てる対
応だった。

加えて同時期に、ミレニアル世代にはスポー
ツブランドのファッションを日常的に着こなす

「アスレジャー」というスタイルが台頭してい
た。「お金を払うに値する特別感」を追求して
いった結果、普段着にも快適さと機能性を求め
るようになったのである。アンダーアーマーは
この機会を逃さず、ミレニアル世代に焦点を
絞ったプロモーションを行った。それが同社の
急速な成長を支えた。

ここまでの流れを整理しよう。ミレニアル世
代とは、消費に理由を求める人々である。そん
な彼らにアピールするためには、「いいモノ」
を作るだけでは十分ではない。商品の周辺にあ
る「豊かなライフスタイル」を提案したり、商
品に宿る固有の「ストーリー」を伝えたり、彼
らの主要なコミュニケーションツールである

「ソーシャルメディアを活用した PR」に力を入
れることが要求される。

どのやり方を選ぶにせよ、共通するのは、企
業の売りたい意思を押し付けるのではなく、彼
らの価値観に寄り添った方法を考えなければな
らないということだろう。もはや、企業が主導
してトレンドをコントロールするという発想
は、過去のものと考えなければならない。

そして、こうした手法はミレニアル世代以外に
も通用する。世の中のトレンドを牽引するのは、
いつでも若者たちだった。彼らは「特殊な世代」
ではなく、世の中の変化を真っ先に体現してい
るだけなのであり、ミレニアル世代への対応を
考えることは、これからの消費文化の行方それ
自体を考えることにつながっていくのである。


