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編集者、芸能人、ファッションブロガーなど

のファッション業界の人達は毎年、年に２回、

ニューヨーク州に集まり、新しいファッション

の流行を分析し世界に広めます。このイベント

は、世界中の熱心なファッション業界の人たち

が一番好きな時期である、NYファッションウ

ィークです。 

ファッションウィークは１８００年代後期から１９００年代初期にかけてフランスのパ

リで始まり、市場で売る人が大勢の人たちに向けて商品を宣伝するために、その商品を身に

付け、公共の場所を歩き回りました。そして１９４３年に、初めて、ファッションウィーク

はニューヨーク州で組織されました。 

今では、ファッションウィークは世界中の大都市で開催されてい

ますが、一番注目されているのは、ニューヨーク、ロンドン、ミラ

ノとパリで開催されるファッションウィークです。このイベントは

年に２回、上に述べた順の地域で行われます。１回目は２月に秋冬

シーズンのファッションショーがあり、２回目は９月に春夏シーズ

ンのファッションショーが開催されています。最強の技術を持って

いるデザイナーたちが、高額（およそ２４６万円から４７０万円）

な出品料を払えるデザイナーでなければ自分のデザインした服を

展示することができません。公のイベントではないため、観客とし

て参加したい方は、デザイナーたちのＰＲ事務所から招待状をもら

わなければいけません。 

では、２０１７年９月のＮＹファッションウィークのコレクションでは、ファッション雑

誌やバイヤー達が、次の時期に流行りそうなファッションの素材やデザインに注目し選びま

す。今年度は、非対称のネックライン、アノラック（ウィンドブレーカーの一種）、や鮮や

かな黄色いオレンジ色の衣服や浅いラベンダー色などです。ランウェイに現れる前衛の服装

はデザイナーが自由に作り出したものですが、数カ月後に一般の店で落ち着いた服装のバー

ジョンが販売されると思います。 

 ファッションウィークはただ熱心なファッション業界の人だけに影響があるのではなく、

徐々に一般の衣料品店に入ってきて、モデル達だけではなく、一般の人々のファッションに

も影響があります。 

次のシーズンにどのようなファッショントレンドが出てくるのか楽しみですね！ 

 
＜写真出所＞ 
１.Katie Machiaの記事 
http://cdn1.theodysseyonline.com/files/2016/01/29/635896812618460669-1746794143_GTY_fashion_week_kab_150917_12x5_1600.j
pg 
2. WWDの記事 
http://wwd.com/fashion-news/fashion-features/gallery/the-5-biggest-spring-2018-fashion-trends-from-new-york-fashion-week-10989
352/#!2/anoraks-four-split 
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New York Fashion Week 

 

Editors, celebrities, style bloggers, and those alike all gather to New York twice a year to analyze and 

report on new trends coming into season. The event is none other than the most coveted time for 

fashion enthusiasts all around the world, New York Fashion Week. 

 

Fashion week dates back to the late 1800s and early 1900s in Paris, France when marketers wanted 

to showcase their items to mass people, so they had people wear their products and walk around in 

public spaces. It wasn’t until 1943 that the first organized “fashion week” was held in New York. 

 

While fashion week is now held in many large cities 

around the world, the most influential of them all 

are the ones held in New York, London, Milan, and 

Paris. The shows occur twice a year in this this 

order, once in February showcasing autumn and 

winter clothes and once in September showcasing 

spring and summer clothes. Designers of the highest caliber or ones able to afford the show expenses 

costing around $22,000~$42,000 are the ones who can showcase their designs at fashion week. For 

those wanting to spectate, the show is not a public event, and designers through their PR agencies 

are the ones who invite the guests. 

 

So what did New York Fashion Week September 2017 collections have to say 

about the current and upcoming season? Depending on the show and the fashion 

editor, they pick up similarities among styles showcased in the clothes. This year 

included asymmetric necklines, anoraks, and bright yellow and orange outfits as 

well as pale lavender colors. While runway styles display avant-garde looks 

created from the unhinged minds of the designers, a toned down version will hit 

the stores in the months to come. 

 

While the month of fashion weeks seem to only influence the sphere of fashion enthusiasts, these 

eventually trickle into main stream and stores that dictate what we all wear. It’ll be exciting to see 

what other fashion trends will be hitting the stores next! 

 

＜Pictures taken from＞ 

 １．A History of New York Fashion Week Article 

https://www.theodysseyonline.com/history-york-fashion-week 

2. Elle.com Article 

http://www.elle.com/fashion/trend-reports/g12205305/spring-fashion-trends-2018/?slide=13 
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