
第2回プロジ広クトメンバープロフイ ｝ル（ ’ 97.4月～ ’ 98.3月） 一一 ヤングメイクブランド開発のためのトレンド予測 一一

一夕
日一申でか／イJ、ノ＋J研t

 ：：：；：：：

 

：：：：：：(A）高校生

情 幸日
NO 名 前 年齢 居住地 学校名（学年） 趣味・関心事 参加す戸川 ファッション レジャ ー施設 備 考

よく読む新聞・雑誌 よく見るT V番組

}tf註，＇主）／主t：勺J・ 1 6 習志野市 県立船橋高校 テニス、 英会話、書道、 テニススク－1v 読売新聞、 With、non-no 映画 7ニヱスb、 NICE CLAUP、 東京ディス
や

コザシド
2年 映画鑑賞 Can Cam、 JJ、Ray EAST BOY、 9－

，ゾイス、

CHILD WOMAN 

日：2 1 8 新宿区 立教女学院 部活、 '!J'' 'Iス ハント守

r Hル昔日 ELLE、 SPむR、ZIPPER、 HEY HEY HEY、ASAYAN、 Eステ？？クr ラマー

、NIKE、 ディス
。 ニHラシド

高校3年 CUTIE、an an、スト9－トニ:i.－ス ドラマ ZUCCA、 7ハ や

ハウス
s.o.s、 流行通信

．‘・・..・ー・ー

J(f 1 7 川崎市 県立百合丘 映画鑑賞、 美術鑑賞、 チアトディ'I'J. ヱル・γTホ。 シ、 ViVi、 恋のから騒ぎ、 L.L.Bean、 GAP、

高校3年 読書、ゲシス、 内か観戦 朝日新聞、 読売新聞、 イグアナの娘、 日曜美術館 ハ9!19ドラシチマHケyト、

ヒ。

ア／、 ウィシト
や

ウショ9t。

νr SOEN、 AERA、 マYシシ、 シネマ通信、アロ野球中継、 スウれず、カシオ、SAZABY、

友達と遊ぶ ホ。 ハ。 イ、メシスや

｝'IJ 、 non-no SMAP×2、 めざましTV ヱIvへや

、Pサや ル、アディゲス
ファイ＇／l}i" hイ；ぐ 、an an 

ー・司咽....

H4 1 7 浦安市 昭和学院秀英 rνス、 テニス、英会話、 ダシス同好会 日本経済新聞、 若葉のころ、 ナイスクラ？フ。

、 オ＇／＂ 9夕、 ディス
や ニーランド

高校3年 ラγ才、Yフトr 日ル テニス 朝日新聞、 明星、 それ行けキンキ大冒険、 アニヱスb、 ラfJ'' 1-J，.＂ 、

フ。

チセプ
守 ン、 ホ。 ホ。

R アイト
や ルオシステーγ、 BABY-G、 VIVA YOU

スや
－J...イシγハ。

νr

H5 1 7 世田谷区 都立広尾高校 テニス、t。 ア／、カラオケ meシスタヘセフ
や

シティーν、 恋のから騒ぎ、ドラマ マ9－クヲシト
3年 JUNIE 

H6 1 7 藤沢市 県立大清水 カラオケ、英会話 ASAYAN、 COUNT DOWN アニエスb、イネトや

、 マトクヲシト
高校3年 レフゃ ロン、メイヘ

守

Yシ

H7 1 8 椋馬区 都立杉並高校 ショッヒ。 シグ 、 映画鑑賞、 ハ
や レHホや

Hル フィYロ、 シ且プ。 】IV、JJ、 ドラマ、映画、歌番組、 古着、 インホ。

斗品、

(3年） "f"f＇

イン、スホ。
Hヅ クラブや Can Cam プ19シヨシニ:i.－ス スヒ。 ？クアシト守 スハ。 シ

H8 1 8 川崎市 県立百合丘 音楽鑑賞、 河内
。 'I'J'' f79－ディシゲ mcSister、non-no、

ロンYハ守

ケHショシ、 無印良品
高校3年 セフv yティーシ HEY HEY HEY、

ミ:i.－γyクステFショシ

H9 1 8 世田谷区 桐朋女子高校 絵、水泳、 カメラ 朝日新聞、 オトフ
守

、 SPUR、 めざましTV、 スマげ
。 ×2、 ZUCCA、 ツモy 世田谷区アサ

(3年） anan 海ごはん山ごはん

HlO 1 7 藤沢市 鶴見女子高校 ス；－，｝（ －ド 、 スキー

、 ZIPPER、オ9－フ や

、 Ray、
3年 雑誌読み non-no,ViVi、 朝日新聞
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第2回プロジぷクトメンバープロフィ ール（
’ 97.4月～

’ 98.3 月）

(B）大学生

一一 ヤングメイクブランド開発のためのトレンド予測 一一

NO 名 前 年齢 居住地 学校名（学年）

Ul  1 8  渋谷区 東短期京大
文化
学2年

U2 24 福生市 共立女子大学
4年

・＜tf・f·・ 2 1 船橋市 学習院大学
4年

J!i聖 20 台東区

U5 20 保谷市 東 京音楽大学
3年

U6 2 1 越谷市 学習院大学
4年

U7 20 江戸川区 明海明治
大学1年

－：回日目：：＆｝ 1 9 逗子市 学習院大学

U9 2 1 文京区 明治学院大
4年
学

UlO 1 9 調布市

趣味・関心事 参加トクル

ス山悪戦、音楽鑑賞
ヒ。7J、

映画鑑賞、洋裁、 華道部
フ

。
ラモデJv

剣道、ストレけ、写真、 剣道部
韓国語 （体育会）

シヨ？ヒ。ンY、r Jvメ、 ア9－γ4】

おしゃべり、
絵
物
をかく、映画鑑賞、
をつくる

ゲルフ、料理、河内。ンゲ コ‘
IVフ

Make up 

ウ華
イン
道
ド
、ト着フ付ィシけ、茶、

道、 ウィνトやすHフ イン
サークル

お菓子づくり

雑誌を読
資
む、

宅建の 格

料理

料理、音楽鑑賞、
ト守

ライフ
や

音楽鑑賞、滞。サ観戦 料理部

情

よく読む 新聞・雑誌

non-no、an an、STLUDA、
ぴあ、Tokyo Walker、
CUTI E

新
、フ

。チセフ
やン、

朝日 開

an an、CREA、Can Cam 

Tokyo Walker、an an、
日経新聞

non-no、an a n、
mcSister、セ7やシティ－：；、
フ

。チセブゃ
ν、Can Cam、Ray、

Vi Vi、BG、PATi PAT 

朝日新聞、日経新聞

読売新聞、日経新聞、
JJ、Fine、Can Cam、
News week、
Tokyo Walker 

読売新聞、non-no

朝日新聞、シュフ
。サ、フラウ

an an、Caz、Hanako、
少年マYγン

才トフ
寺 、an an、non-no、

セゲ

幸R

よく見るT V番組

Mステ
然
ーション、急性

ト、吉本ぶ炎、す天 超7スト と く
り、林やスケ、

ら
フ

。ロ野球ニrス
渋谷系う りんご、
Yキ使い、DABO銀、ドラマ、
フ

。ロ野球ナイト、ニュース

ピハやトヒJvスや青春白書、
ひとつ屋根の下2、
トウナイト2

ニrスステーショシ、Y 171}17:-'DX
料理の鉄人

色々見る

f:z.-l};'' Hですよ、
恋のから騒ぎ

音
6時
楽
と番l

組
l時のニュース、ドラマ

ハシマーフ
。ライス

年
、トや

ラマ、
金田 一少 の事件簿、
THE夜もl:7ハ。レ

笑っていいとも

笑っていいとも、
ひとつ屋根の下2、
N恋HK

の連か続ら
ド騒ラマぎ

ニrスストション、やじうま
テレビ、17xr'＇ インYへやIV

ファッション

FLANDLE CLUB、
VIVAYOU、
MAPLECLEAKS、
イHストr Hイ、ヒロミチ・ナカ／、
アニエスb、無印良品、
JUNKO SHIMADA 

組曲、SHIPS

MARTI NE SIT BON、
as know as 
フ

。サフ
。トム、りやィトシ、

ROLEX、PITTI、4℃

VIVAYOU、アニエスb、
ナイスクラ？フ 、ozoc、
Nicole club、BATY

マ？クスマドラ、
ストウぃディオフェレ

アルハやロ－f＇ 、カルハやシクライン
アニエスb、ビームス、
Max Mar a、
ロドカ JvモHション、FILA、
シ＇＼＇/VJVγョivfン

コムサデモード、7ニエスb、
SAZABY、カ IVハやンクライン、
ANNE KLEI N、
キャサ9：；ハムネ？ト

特に決めていない

ナイスクラyフ
。、D GRACE、

ABA HOむSE、
TRANCE CONTINENTS、
キャサ9：；ハムネ7ト、Fin

ピHムス、トゃ ウファミ？ヘ
7ニエスb

良
、スt。？クアシトやスハ。、

無印 品 ｜ 

： ： ： ： ： ： ： ； ： ： ； ： ： 一タニモクイ』、ノ十Jmt 

レジャ ー施設 備 考

東 京ディスやニ寸ント。

東 京ディス、ーランド

ディスゃ ニHランド、
ナムコナンγャタウン

東 京ディス守〉ランド 社会人

東 京ディス 。ニサシド
Joy Police 

（お台場）
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