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概要
東京におけるスニーカーは独自的な発展を遂げている。体育靴からスポーツシューズ、スニーカーへと
概念を変えていく過程について

2016年3月22日 . 出版社/メーカー: ASICS; メディア: ウェア&シューズ; この商品を含むブログを見る
· [アシックス] asics ランニングシューズ GEL-KAYANO 22-SW TJG938 4201 (ブルー/ホワイト/27.5).
出版社/メーカー: ASICS; メディア: ウェア&シューズ; この商品を含むブログを見る · [アシックス] asics
ランニングシューズ GEL-KAYANO 22-slim TJG937 1630 (ダークグレー/ホットオレンジ/27.5). 出版
社/メーカー: ASICS; メディア: ウェア&シューズ; この商品を含むブログを見る · 東京スニーカー史 (立
東舎). 作者: 小澤匡.
2017年7月16日 . TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」 7月16日(日)のゲストは、『東京スニー

カー史』著者・小澤匡行さんでした。 昨年3月、スニーカーの歴史をまとめた初の著書、 『東京ス
ニーカー史」を出版されました。 スニーカーの本と聞くと、写真が多くてカラフルなイメージがあります
が、 ページの上下、2段組の文字だらけで、全203ページ。 写真も一切無し、もはや教科書のよう
な超絶、硬派な仕上がりなんです。 今回は、その中でも『日本スニーカー史に残る3つのスニーカー』
と題しお話しして頂きました、. もはや、.
趣味・雑学>> 東京スニーカー史 / 小澤匡行の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古本・
DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしのレトロ
ゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
2016年7月10日 . 《东京球鞋史》（東京スニーカー史）：. 等不及的可以购买Kindle 版。 这书我
买错了，以为是本儿大量图片伴有少量文字的画册。拿到手发现是字儿书，但还是硬着头
皮读了一半儿了，发现挺有意思的其实。 图书的封面。 这本书以时间为轴，从球鞋的黎明
期到街头文化、Hip-Hop 文化、NBA，再到Air-Max，最后到新时代的现今。从那些创建了
球鞋文化的时代见证者口中取材，从这些夹杂着证言般言语的故事中可以感受到那时候
球鞋爱好者的心情和那个时代的状态。这种安静的热情真的挺.
2016年4月13日 . ハイテクモデルに復刻版、ファッションブランドとのコラボ…。現在、巷には多種多
様なスニーカーがあふれています。そんなスニーカー文化の成立過程を、業界のキーパーソンたちの
証言で紡いだ『東京スニーカー史』.
東京スニーカー史 / 小澤匡行 〔本〕. 発売日:2016年03月27日 / ジャンル:実用・ホビー / フォーマッ
ト:本 / 出版社:立東舎 / 発売国:日本 / ISBN:9784845627851 / アーティストキーワード:小澤匡行
内容詳細:スニーカー文化を創造した、時代の証言者たち。１９９５年のナイ. 古着 シューズ New
balance ニューバランス 「M1400」 レザー ランニン. □ ストア紹介 東京の吉祥寺に実店舗があり、
WEB通販も行っている古着屋ドラセナです。 ドラセナでは北米（アメリカ カナダ）より仕入れた アメリ
カ古着 ビンテージ アンティーク什器.
2016年3月25日 . スニーカー文化を創造した、時代の証言者たち。1995年のナイキエアマックスはど
うしてモンスターに化けたのか!?
スニーカーの歴史と、日本のスニーカーカルチャーを熱く解説！ 運動用の靴として誕生しながらも、そ
の後さまざまなカルチャーを吸収し、現在ではファッションアイテムとしても人気の高いスニーカー。日
本でも90年代には一大ムーブメントとなり、その盛り上がりは社会現象とも言えるほどのものでした。
本書ではそんな日本のスニーカー史を中心に、スニーカーの歴史を紐解いていきます。東京のスニー
カームーブメントの中心にいた関係者たちからの証言をもとに綴られた物語は、当時の空気感をリア
ルに伝えてくれるはず.
Amazonで小澤 匡行の東京スニーカー史 (立東舎)。アマゾンならポイント還元本が多数。小澤 匡
行作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また東京スニーカー史 (立東舎)もアマゾン
配送商品なら通常配送無料。
2016年12月28日 . 健康志向のライフスタイルがトレンドの昨今、スニーカーは幅広い層でファッション
アイテムの主役となり、90年代にブームとなった“名品”の復刻版モデルも数多く発売されています。そ
こで「東京スニーカー史」の著者である小澤匡行さんに、当時のスニーカーブームと現在を比較しな
がら、復刻版モデルの魅力を語ってもらいました。
2016年3月9日 . ストリート雑誌『BOON』（祥伝社刊）にてそのキャリアをスタートさせたエディター / ラ
イターの小澤匡行が関係者からの証言なども元に、スニーカー・カルチャーをまとめた新刊『東京ス
ニーカー史』（立東舎刊）が2016年3月25日（金）に発売されます。 本書では、「アスレチックシューズ
黎明期」「Made in U.S.A.とランニングブーム」「銘品の誕生」「スケートカルチャーとの邂逅」「1995年
のエアマックス」……といった章立てで丁寧にスニーカーの歴史を紐解きながら、現在に至るまでの東
京におけるスニーカー・.
狂乱のナイキ・エアマックス95ブームを振り返る もともとスポーツ用品として生まれ、現在では人々の
足元に欠かせない存在となったスニーカー。さまざまなブランドがしのぎを削るなかで、男女問わず根
強い支持を集めるのがナイキだ。 90年代後半に日本で巻き起こったハイテクスニーカーブームは、ほ
ぼナイキブームとイコールだったと言っても過言ではない。 最高額は？ エアマックスの値上がり 結局、

定価1万5000円のエアマックスはいくらまで値上がりしたのだろうか？ 『東京スニーカー史』（立東舎よ
り3月25日発売）の.
moremix · #東京スニーカー史 の発売日に、丸の内からファッショントレンドを発信する、有名セレク
トショップと丸の内ハウスのコラボレーションイベントで、90年代の音楽、ファッション、カルチャーについ
て、僭越ながらスタイリストMASAHさんとお話しさせて頂きます。エントランスはフリーです。#sneaker

#peacefuljourney #beams #unitedarrows #baycrews #wildlifetayor http://www.marunouchihouse.com/event/2016/03/11584/ http://www.honeyee.com/sp/news/event/2016/009401/ - 2
years ago. 56 Likes.
2017年12月16日 . "キックス・フリーク"に向けた書籍「SNEAKERS」が12月22日に発売される。著
者はロドリゴ・コラール、アレックス・フレンチ、ホーウィー・カーンの3人で、書籍「東京スニーカー史」の
著者の小澤匡行と本.
SHOE DOGを買って来たので、所有するスニーカー関連の書籍を何となく並べてみる。 #shoedog
#outofstocksneakers #100sneakergrails #東京スニーカー史 #sneakertokyo #airjordanorigin
#philknight #kingmasa #小澤匡行 #sneakers #sneaker #スニーカー #book #bookstagram #本 #
スニーカー本 #soshimuzic #bb #sneakers #shoedog #スニーカー #kingmasa #100sneakergrails
#philknight #outofstocksneakers #bookstagram #bb #sneaker #soshimuzic #東京スニーカー史
#本 #スニーカー本.
もともとは、ほとんど興味なかったのに、てゆうか、限定スニーカーはレディースサイズがほとんどないか
ら関心なくて当たり前なんだけど、もう最近は自分の履けないメンズスニーカー情報にハァハァ興奮し
てる始末。「え？このスニーカー、なんでコイツがはいてるんだ！？ガルルルル！！」謎のジェラシー！
《SNEAKERS》はスニーカーデザイナー、ショップ、コレクターなどスニーカートレンドを動かす人々59名
のインタビューを掲載していて、2016年に私が読んでスニーカーカルチャーに開眼してしまった《東京ス
ニーカー史》の.
2016年3月9日 . スニーカーの歴史と日本のスニーカーカルチャーを一冊にまとめた「東京スニーカー
史」が3月25日に発売される。立東舎から出版され、価格は税抜1500円。
2016年11月17日 . ▽0808/ORA オランダの民族衣装 ▽0903/NAT 夏着物の文様とその見方
▽0904/MEI モスリン ▽1102/TOK 東京スニーカー史 ▽1204/CHI チープカシオ ▽1405/BEA
BEAUTY LEGENDS' STORIES ▽1606/EAS East End Fashionistas ▽1606/SAR サルトリアリス
トⅩ ▽1606/WHA What is Sapeur ? 中でもオススメはこちら sun ▽1204/CHI チープカシオ
dscn7784 時計メーカーのカシオから、安価で手に入るものを紹介した一冊です clock その掲載数
もさることながら、値段の安さに驚きます。
夜の読者に！ 小澤くんおめでとうございます！ #東京スニーカー史. 7:14am 03/30/2016 1 61.
izutatomonori. 泉田智則 ( @izutatomonori ). 築地トミーナ。 ちと高い。 東京都中央卸売市場
築地市場. 12:00am 03/30/2016 3 60. izutatomonori. 泉田智則 ( @izutatomonori ). 素晴らしい
写真を撮ってらっしゃる会いたい方に会えました。 小田っちありがとう。#奇怪遺産
#rootstobranches. 1:06pm 03/27/2016 4 157. izutatomonori. 泉田智則 ( @izutatomonori ). 神
楽坂の新名店。 佐野ラーメンの様な優しい透明スープ.
2016年3月9日 . ジョーダン7オリンピックモデルの表紙。東京スニーカー史というタイトル。著者は元
Boonライターの小澤さん。これは期待するなというほうが無理です。スニーカー関係者約60.
多くのトッププレイヤーが愛用するプロモデルJ リーガ一・Fリーガーの声を元に開発したガンバ大阪・
FC東京サプライ?. ユービック UBIQ スニーカー シード J(GREY SUEDE)ユニセックス 16SS-I. Made
In Japan Collection UBIQ 2016SS UBIQ SEED J 16SS-I 2016SPよりスタートするUBIQのメイドイ
ンジャパンライン。東京下町の熟練の職人の確かな技術で丁寧に仕上げられたシューズはアスレチッ
クシューズとは一線を画した仕上が?. 東京スニーカー史 / 小澤匡行 〔本〕. 発売日:2016年03月27
日 / ジャンル:実用・.
東京スニーカー史 (立東舎)の感想・レビュー一覧です。}
2017年10月5日 . 小澤匡行『東京スニーカー史』. 【メディア情報】政府スポーツ庁・鈴木大地長官
が、スニーカー通勤をビジネスマンに呼びかけ来年から施策を打つことでスニーカー需要が予想されま

す。来年に向けてその歴史を一読してはいかが？ ▽https://t.co/8pSnQbxVtO
▽https://t.co/tpii6xgaIJ pic.twitter.com/vJegyVBCbo. — ブクログ 読書管理アプリ
(@booklogjp) 2017年10月3日.
2016年4月29日 . 東京スニーカー史：電子書籍ならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イ
トーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブ
ンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
2016年4月7日 . フリーエディターとして、ファッション誌をメインに、カタログ等の制作も手掛けている小
澤匡行氏著作の「東京スニーカー史」が書店、amazonにて発売しています。 全11章にも及ぶ、東
京のスニーカーシーンを時系列で追った内容であり、90年代のスニーカームーブメントの礎を築いた
人物の証言を元に、過去から現代、さらには行く.
2016年4月4日 . 3月25日に発売された『東京スニーカー史』（立東舎／1500円）。著者の小澤匡
行さんは、90年代にストリートカルチャーを牽引した雑誌『Boon』を出発点として、『MEN'S NONNO』や『UOMO』など多くのメンズ誌で活躍するエディター。メンズ服について質問するとなんでも答
えが返ってくるんじゃないかと思うほど、博識の人であります。 この本、スニーカーの変遷が写真で分
かるヤツかぁ.
小澤匡行 Masayuki Ozawa フリーエディター. 1978年千葉県生まれ。大学在学中にアメリカ留学を
経験した後、ライター業をスタート。ファッション関連の編集・ライティングを行う。著書に『東京スニー
カー史』（立東舎）。 大のスニーカー好きとして知られる小澤さんだが、革靴選びにも独自のこだわり
をもっている。「個人的に、革靴はメンズをレディスサイズにしたあの独特のキュッと詰まった感じが好き
なんです。レユッカスは、靴のフォルムがすごく繊細で女性的。レショップ別注のUチップは、オールデン
のような無骨さがなく、.
2016年6月7日 . 男性芸人のレイザーラモンRGさんのインスタグラム(Instagram)写真「｢東京スニー
カー史｣を読んでハイカットが生まれた背景を改めて考えた結果、今日から靴ひもはギュンギュンにし
ます。#靴ひもギュンギュン撮り #aj1highthereturn #かか黒」。芸能人・有名人のInstagram（インスタ
グラム）。
2016年11月15日 . 東京スニーカー史/小澤 匡行（暮らし・実用） - 東京におけるスニーカーは独自
的な発展を遂げている。体育靴からスポーツシューズ、スニーカーへと概念を変えていく過程について
考察し、バブルを迎え.紙の本の購入はhontoで。
2016年3月10日 . インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛けるリットーミュージック（東京
都千代田区）は、書籍「東京スニーカー史」を2016年3月25日に立東舎レーベルから発売する。
Image on instagram about #スニーカー本. . 最近スニーカー本が多々発売されてますが、個人的に
この「SNEARKERS」や、以前読んだ「東京スニーカー史」のようなカルチャーとしての側面からとらえ
た内容のモノが好き。これは名著！ . #MASTERPIECESNEAKERS #masterpiecesneakers #マス
ターピーススニーカーズ #今を楽しむスニーカーの教科書#sneakerfanbook #airjordanorigin #ス
ニーカー本#スニーカー#sneaker#ジャパスニ#足元倶楽部 #スニーカー #スニーカー本 #マスターピー
ススニーカーズ #8.
2016年8月10日 . エロに関する評論家としてはトップランナーである著者の決定版的一冊。アダルト
メディアの歴史を紐解き、「痴女」や「男の娘」などAVにおける流行の性癖が、我々の性生活に与
えた影響はどんなものなのか。エロ画像などは収録されていません。 小澤匡行『東京スニーカー史』
· https://www.amazon.co.jp/dp/B01EH3O3DU 『Boon』のライターだった著者が関係者からの証言
を聞きつつ、スニーカーの歴史を描いていく。東京のユースカルチャーの見取り図が見えてくる。90年
代エアマックスブームや2010.
2016年10月31日 . ありとあらゆるヒト・モノ・コトが交差して形作られた東京のカルチャー史40年を紐
とく1冊となっている。 中でも見所なのは、プロジェクト第1弾のMV『TOKYO CULTURE STORY
今夜はブギ―・バック(smooth rap)』で話題になった各年代のファッションや象徴的なアイテムを解
説、当時流行したスタイルやその背景ををまとめた特集。裏原の繁栄やスニーカーブームといった、
MVに登場したスタイルを取り巻くファッションムーブメントはもちろん、バブル期のスキーブームやギャル
文化、サードウェーブコーヒー.

書籍: 東京スニーカー史,アニメ、ゲーム、アイドル関連商品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど
当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で会員価格や会員限定セールに参加！ 送料
無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
届いた届いた。さて読もうかな。 #東京スニーカー史 #kicks. 『知識欲が沸々と。』 ### #東京スニー
カー史 #. 好きなもの対しては探究心を持って追求と勉強。スニーカー. 東京スニーカー史 "Tokyo
Sneaker History". 小澤 匡行（@moremix） 「東京スニーカー史」 立東舎ISBN13. 見本誌をチラッ
と見せてもらいますた。明日届くかな？楽しみ. 愛読書 #東京スニーカー史 #小澤匡行 著 . 少し前
になるけど、かれこれ20年来の友人がスニーカーの書籍. トークショーが始まりました！ MASAHさん
と小澤さんの軽妙なトークで.
2016年5月3日 . 東京生まれメキシコ育ち、 日本人の母親とメキシコ人の父親を持つ。 2012年にリ
リースしたデビュー作「THE PACKAGE」は iTunes 総合チャートで初登場1 . ミニマルでソリッドなスタ
イルのウェアは、 今の東京の空気感に似合うので普段から活用しています。 僕はロングシャツが好き
でよく着るのですが、 今回着用した一枚にも、単体で . ファッション誌を中心に、ブランドのカタログや
ウェブサイトのエディットも手掛ける。 3月25日にスニーカーの歴史を体系化した書籍「東京スニー
カー史」（立東舎）を上梓.
休日に立ち寄られる店という事で当店をご紹介いただいております。 ○モール・オブ・ティーヴィー
『Soup.』2016年7月号 「武智志穂のTOKYO ONEMILE WALK! 神保町」のコーナー及び 「気に
なるカルチャーは、素敵なお店のひとに聞こう。」の特集にて、当店が紹介されております。 ○マガジン
ハウス『CASA BRUTUS』2016年6月号 新刊本案内ページにて『東京スニーカー史』の著者である
小澤匡行さまとmagnif店主が対談させていただいております。 ○枻出版社『Lightning』2016年6月
号 特集「スタイルを磨くための刺激.
東京スニーカー史 - 小澤匡行 - 楽天Koboなら漫画、小説、ビジネス書、ラノベなど電子書籍がス
マホ、タブレット、パソコン用無料アプリで今すぐ読める。
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小澤匡行 / 東京スニーカー史 /単行本(リットーミュージック)の買取業者を価格順に15社ランキング
化しています。新品状態で上限買取価格の最高値は60円で、最低値は54円となっているので、買
取価格を比較すると差額は6円です。 使用感のある中古状態で0〜40円程度の買取相場だと考
えられます。 そして、小澤匡行 / 東京スニーカー史 /単行本(リットーミュージック)が高く売れるおすす
めの買取業者はいーあきんどです。
2016年3月4日 . インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージッ
ク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、立東舎（りっとうしゃ）レーベルより
2016年3月25日、書籍『東京スニーカー史』を発売します。 運動用の靴として誕生しながらも、その
後さまざまなカルチャーを吸収し、現在ではファッションアイテムとしても人気の高いスニーカー。日本
でも90年代には一大ムーブメントとなり、その盛り上がりは社会現象とも言えるほどのものでした。本
書ではそんな日本のスニーカー史.
SNEAKERS, スニーカーの歴史と日本のスニーカーカルチャーを熱く解説した「東京スニーカー史」の
著者 小澤匡行氏が監修を担当された「SNEAKERS」（発売中）です。 価格 4,536円（税込）。
ティンカー・ハットフィールドからヴァージル・アブローまで最前線で活躍する著名クリエイター59名の証
言を介して如何に名作モデルは生まれてきたのか?メーカー、ショップ、コレクター三者の視点により語
られる、その舞台裏を完全紹介。かつてこれほどまでにスニーカー愛に溢れる本はあったであろうか?
すべてのキックス・フリークに.
2017年12月1日 . ドリームニュース プレスリリース） - 【インタビュー記事概要】 □ 公開日：2017年12
月1日□ 記事URL：http://door.abc-mart.net/14045 ナイキ創始者フィル・ナイトの自伝『SHOE
DOG―靴にすべてを。（東洋経済新報社発行）』。一人の男の歴史を振り返る本書は、その一癖
もふた癖もあるフィル・ナイトの個性的なスタイルが驚きと注目を呼び、多方面で話題となった。 ファッ

ション情報メディア『DOOR by ABC-MART』にて、『東京スニーカー史（立東舎発行）』の著者であ
り『ナイキ（NIKE）』への想い入れも.
2016年3月6日 . 楽天ブログよりこちらに移動しました。LAより最新のNIKEの限定スニーカー情報や
SUPREMEなどの情報をリアルタイムに更新しています。
スニーカーの歴史と、日本のスニーカーカルチャーを熱く解説! 運動用の靴として誕生しながらも、そ
の後さまざまなカルチャーを吸収し、現在ではファッションアイテムとしても人気の高いスニーカー。日
本でも90年代には一大ムーブメントとなり、その盛り上がりは社会現象とも言えるほどのものでした。
本書ではそんな日本のスニーカー史を中心に、スニーカーの歴史を紐解いていきます。東京のスニー
カームーブメントの中心にいた関係者たちからの証言をもとに綴られた物語は、当時の空気感をリア
ルに伝えてくれるはず.
2016年3月25日 . 運動用の靴として誕生しながらも、その後さまざまなカルチャーを吸収し、現在で
はファッションアイテムとしても人気の高いスニーカー。日本でも90年代には一大ムーブメントとなり、そ
の盛り上がりは社会現象とも言えるほどのものでした。 本書ではそんな日本のスニーカー史を中心と
したスニーカーの歴史を、180,000文字に及ぶテキストで、時系列に沿って紐解いていきます。東京
のスニーカームーブメントの中心にいた関係者たちからの証言をもとに綴られた物語は、当時の空気
感をリアルに伝えて.
東京スニーカー史 - 小澤匡行 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天
スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2017年10月1日 . 小澤匡行「東京スニーカー史」（リットーミュージック 2016年）p95 11. ポール・
ウォーレス「人口ピラミッドがひっくり返るとき-高齢化社会の経済新ルール」（草思社 2001年）p136
12. 塩之谷香「足のトラブルは靴で治そう-ようこそ足と靴の外来へ！」（中央法規出版 2005
年）p30 13. 塩之谷香「足のトラブルは靴で治そう-ようこそ足と靴の外来へ！」（中央法規出版
2005年）p132 14. 柴田英俊「子どもの成長は足で決まる！」（運動と医学の出版社 2016
年）p96−7 15. 柴田英俊「子どもの成長は足で決まる.
2016年5月15日 . スニーカーが好きだ。 この昨今の大ブームになるちょっと前から好きだった。（先見
の明があることをやたらと強調） 最初に買ったのがNIKEのAIRMAX95。 昔スゴい流行ったとかで、
会社に履いてったら、口々にこういわれた。 「エアマックス狩りされるよ？」 入手困難な時代があって、
居酒屋で履物脱ぐと、帰るときになくなっている、なんて物騒な時代があったらしい。 ↓これな。 【送
料無料】NIKE AIR MAX95 OG イエローグラデ ナイキ エアマックス95 OG. ￥33,264 楽天 軽くて、
足幅がわりと広くて、.
2016年3月25日 . 「東京スニーカー史 (立東舎)」を図書館から検索。カーリルは複数の図書館から
まとめて蔵書検索ができるサービスです。
2016年11月24日 . IoT時代の昨今、いろいろなものがネットにつながっちゃうのは当たり前。この
『Vixole』は、LEDディスプレイと8つのセンサーを搭載したスマートスニーカー。スマートフォンとの連携
でLED表示を自在にカスタマイズでき、自分好みの写真、デザイン、アニメーションなどを表示できる
スグレモノです。もし、あなたが起業家であれば、自分の会社の名前や製品名を表示させて、多くの
人がいる大通りを歩いて広告的に使うこともできますし、パーティをもっと盛り上げるためのメッセージを
表示させたりと、いろいろな.
タヌキの置物バックに #キモ撮り 初挑戦w 超難しい…(汗) タンの赤タグを目立たせる為に、靴ひも
ほぼギュンギュンにしました。 今日は有給休暇♪ 買物してオイル漏れの修理で預けていた愛車を取
りに行ってきます #airjordan #airjordan1 #aj1 #aj1og #陰陽 #靴ひもギュンギュン撮り #todayskicks
#足元倶楽部 #スニーカー大好き #standardcalifornia #champion #gramicci #エアジョーダン #
ジョーダン #sneaker #kicks #sneaker4life #sneakerhead #sneakerheads #japanesesneakerhead.
スニーカーカルチャーを歴史や証言から紐解く「東京スニーカー史」が刊行 | Fashionsnap.com. ス
ニーカーの歴史と日本のスニーカーカルチャーを一冊にまとめた「東京スニーカー史」が3月25日に発
売される。立東舎から出版され、価格は税抜1,500円。 全11章で構成された本書は、「アスレチック
シューズ黎明期」からスケートやヒップポップカルチャー、エアマックスなどのブームを経て「新時代」と呼
ばれる現在に至るまでの、スニーカーの進化や史実をまとめた一冊。東京. www.fashionsnap.com;

03.09. 35 users.
2017年4月21日 . スニーカーブーム再来. さて、現在はかつてほどではないものの、スニーカーの人気
は高いといえるだろう。ABCマートなどの靴店に行くと、スニーカーは売れ筋商品になっていて、目立
つ場所に陳列されている。ファッションアイテムとして、コンバースやニューバランスのスニーカーは定番に
なっている。 そんな日本人とスニーカーの歴史をまとめた一冊が『東京スニーカー史』（小澤匡行・著
／立東舎・刊）だ。巻末には懐かしのスニーカーから定番品まで、憧れのモデルがたくさん紹介されて
いる。スニーカーに.
2014年5月7日 . いわばローテクからハイテクへ移行するスニーカー史を実体験してきたわけだ。 しか
も毎日きちんとスーツを着て通勤しなくてもよい職種( . やむなく革靴選びをあれこれするわけだが、こ
の経験は、スニーカー派から革製の仕事靴へ転向せざるを得ない新米ビジネスマンへのアドバイスに
もなるかもしれないと、今回は僭越にも筆をとった次第である。 大好きな黒のサドルシューズ. スニー
カーと革靴には大きな .. 服飾評論家。1951年東京生まれ。日本大学理工学部建築学科出身。
取材を第一に、自らの.
小澤匡行 東京スニーカー史のことをもっと知りたければ、世界中の「欲しい」が集まるSumallyへ！
600円以下のお買い得本や、在庫僅少の売れ筋本が、自分の好きなジャンルを選ぶだけで簡単に
さがせるジャンル一覧コーナー。思わぬ掘り出し物にも出会えるかも！？
CONVERSE／コンバース. マーキス・M・コンバースが設立したコンバース・ラバー・シュー・カンパニー
が起源。コンバースの代表作である“オールスター”は1917年の誕生以来、そのスタイルは現在もほと
んど変わることなく生産され続けられています。また、その他にもジャックパーセルやプロレザーなど長
年愛され続け、スニーカー史に名を残す名作が揃っています。 CONVERSE／コンバース (50). こだ
わり条件で絞り込み. 性別. MEN. (20) · WOMEN. (18) · KIDS. (12). カテゴリ. シューズ. (50).
レーベル. レーベルを選択.
ACCESSORIES BOOK 東京スニーカー史. COLOR: -; YEAR: 2016; CORD: BOOK 東京スニー
カー史. BOOK 東京スニーカー史の商品画像-01; BOOK 東京スニーカー史の商品画像-1;
BOOK 東京スニーカー史の商品画像-2; BOOK 東京スニーカー史の商品画像-3; BOOK 東京ス
ニーカー史の商品画像-4. SIZE (cm). -. PRICE. 1,620 yen.
このピンは、soniiさんが見つけました。あなたも Pinterest で自分だけのピンを見つけて保存しましょ
う！
スニーカー1足に3時間並んだ情熱とはなんだったのか？ 社会. 2016/5/19. 『東京スニーカー史（立
東舎）』（小澤匡行/リットーミュージック）. 原宿のスニーカーショップに並ぶ、黄色と赤の〈リーボック イ
ンスタポンプフューリー〉と、グラデーションカラーの〈ナイキ エア マックス 95〉。誕生から20周年を記念し
て、2014年と2015年に相次いで復刻された名品スニーカーたちは、今もショーウィンドーの一番目立
つ場所に陳列されている。 1990年代半ばに、日本中で巻き起こった「スニーカーブーム」を象徴する
のが、この2足だった。
ま"慕・・器霊制た、帰りの真鶴駅行きのバス 19 駅駅根豆-の最終は 17 時頃発と早いので-東登
箱 S 主音が心亜だ海山根繋注意が必要だ。官線-バ半ス島停の|問合先|真鶴町観光協会
○0465-68-2500 森真鶴町産業観光課○0465-68-1131 箱根登山バス湯河原営業所○0465-622776 藍古三 r ぐ一 7 S 旦ご- -ダマ-- - - - Q)伊豆箱根バス湯河原駅前案内所○0465-62-2555
海岸ぎりぎりま堂で森が茂る与磐○霊コ小田原・東京圭宰のどかな漁港風景相模湾 A 魚市墨塾
競史クロマツやクスノキが A 聖道歩き」、空を.
On 21 Apr 2016 @REDSPIDER_JR tweeted: "読書#読書 #東京スニーカー史 #nike

#chronicledeluxe.." - read what others are saying and join the conversation.
【艦これ】初月のインナーがどうなってるのか気になります 他 : あ艦これ ～艦隊これくしょんまとめブロ
グ～

1978年生まれ。千葉県出身。大学在学中に1年間のアメリカ留学を経験した後、ライター業をス
タート。ファッション関連の編集・ライティングをしています。著書に『東京スニーカー史』(立東舎)。集
英社『UOM…
東京」に於けるスニーカーカルチャーを歴史や証言から紐解く「東京スニーカー史 "Tokyo Sneaker

History"(トーキョースニーカーシトーキョースニーカーヒストリー)」。 アスリートのパフォーマンス向上を
目指しスポーツメーカーが開発したスポーツシューズは、様々なカルチャーを吸収しながら現在では
ファッションアイテムの1つとして老若男女問わず多くのユーザーから支持を集めています。 「東京」で
も90年代に"ハイテクスニーカーブーム"と呼ばれた社会現象が起こりスニーカーが市民権を得てから
は、世界を牽引する.
2016年12月22日 . 発売されたのは2016年の3月。当時は結構話題になっていたそうですが、私は
全然知りませんでした。多分仕事で忙殺されていたころだったと思います。 エアマックスがファッションに
ハマるきっかけだった私はスニーカーが大好物。「東京スニーカー史」というタイトルから「スニーカー業
界の身内トーク集的な感じかな」とあまり期待せずに読み始めたのですが、あまりの内容の充実っぷ
りに久し振りに楽しく集中して読書ができました。著者のインタビューはこちら。 『東京スニーカー史』
の著者・小澤匡行さんに.
東京スニーカー史 - 小澤匡行／著 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完
全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配
もお選びいただけます。
2016年2月1日 . 第1回：'70～'80年代 / 第3回：'00年代以降. イノベーションを繰り返す激動のス
ニーカー史から“本物の個性”を探るシリーズの第２回目（第1回はこちら）。続いて紹介するのは、
数々のハイテクスニーカーが誕生した「'90年代」です。日本でも空前のスニーカーブームが到来し、ス
トリートファッションという新しいカテゴリーが誕生した時代でもあります。果たして、東京屈指のスニー
カーショップ『atmos』はどんなエポックメイキング・モデルを厳選してくれたのでしょうか？
スニーカーの歴史とカルチャーが詰まった『東京スニーカー史』がすごい！ 2016.03.29.
sneaker_cover. みなさんは“上梓”という言葉の読み方と意味がわかりますか？ 私Ｈ條は今回、知
りました。 メンズノンノ本誌で活躍中のフリーエディター小澤匡行さん（誌面にもたびたび登場）が、
書籍を上梓されました。タイトルは『東京スニーカー史』！ スニーカーの歴史と、日本のスニーカーカ
ルチャーを、小澤さんが熱く解説されております。帯にコメントを寄せている著名人の方々が、やばい
レベルですね。 640_2_2_f; 640_3_2_d.
ナイキ（Nike, Inc.）は、アメリカ合衆国オレゴン州に本社を置くスニーカーやスポーツウェアなどスポー
ツ関連商品を扱う世界的企業。1968年に設立。ニューヨーク証券取引所に上場。 社名は、同社
社員のジェフ・ジョンソンが夢で見たギリシャ神話の勝利の女神「ニーケー (Nike)」に由来する。 目
次. [非表示]. 1 歴史; 2 ロゴマーク; 3 主なテクノロジー. 3.1 ワッフルソール; 3.2 AIR（エア）; 3.3
Lunarlon（ルナロン）. 4 主な製品. 4.1 コルテッツ; 4.2 エア・フォース1; 4.3 エア・ジョーダン; 4.4 エア
マックス; 4.5 ショックス. 5 サッカー.
東京食種男款高幫繫帶帆布鞋學生黑色彩繪休閒百搭鞋男運動球鞋潮. sq好新態. 格物體
育訂製師：2470_ custom 東京食屍鬼私人訂製球鞋. ¥ 550 30天銷量: 0. 格物體育訂製師：
2470_ custom 東京食屍鬼私人訂製球鞋. 好不容易湊夠九個字. 現貨東京disney chip n dale
花慄鼠奇奇蒂蒂鑰匙鏈掛件. ¥ 105 30天銷量: 0. 現貨東京disney chip n dale 花慄鼠奇奇蒂
蒂鑰匙鏈掛件球鞋. bonita0625. 東京スニーカー史東京球鞋文化史球鞋波鞋雜誌. ¥ 153 30
天銷量: 0. 東京スニーカー史東京球鞋文化史球鞋波鞋.
2016年3月10日 . インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛けるリットーミュージック（東京
都千代田区）は、書籍「東京スニーカー史」を2016年3月25日に立東舎レーベルから発売する。運
動用の靴として誕生後さまざまなカルチャーを吸収し、ファッションアイテム…
2017年8月15日 . 今週8/17のSOPH.ではナイキのスニーカーが登場します。エアマックスを搭載した
ウーブンブーツでカッコイイです。今時期から履けそうなので要チェックですよ。
インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛けるリットーミュージック（東京都千代田区）は、
書籍「東京スニーカー史」を2016年3月25日に立東舎レーベルから発売…（2016年03月10日 16時
00分00秒）

. #mrt580th #mrt580 #mt580 #converse #weaponhimswl #weaponhi #weapon #whizlimited
#mitasneakers #ミタスニーカーズ #tokyocustommade #東京改 #mrshigeyukikunii #国井栄之氏
· ミタスニーカーズ (mita sneakers). 2. 39. 小澤 匡行（@moremix） 「東京スニーカー史」 立東舎

ISBN13. fjmt583_jy17. @fjmt583_jy17. 小澤 匡行（@moremix） 「東京スニーカー史」 立東舎
ISBN13：978-4845627851 copped in the anazon.jp #小澤匡行 #東京スニーカー史 #立東舎 #リッ
トーミュージック #今日の一冊.
東京スニーカー史. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 1,500円. 税込価格 1,620円. 在庫あり.
本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合
があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサイ
トでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、配送方法はお取扱いショップサイトでご確認くだ
さい。 商品により、購入可能な最小・最大個数が設定されている場合があります。 ショップ: 未来
屋書店. 本体価格 1,500円. 税込価格.
東京スニーカー史,小澤匡行,書籍,暮らし・健康・美容,ファッション・美容,リットーミュージック,スニー
カーの歴史と、日本のスニーカーカルチャーを熱く解説！運動用の靴として誕生しながらも、その後さ
まざまなカルチャーを吸収し、現在ではファッションアイテムとしても人気の高いスニーカー。日本でも
90年代には一大ムーブメントとなり、その盛り上がりは社会現象とも言えるほどのものでした。本書で
はそんな日本のスニーカー史を中心に、スニーカーの歴史を紐解いていきます。東京のスニーカー
ムーブメントの中心にいた.
秀島高広さん. 代表取締役社長. 「トレーディングポストの新業態開発に取り組む」. 牧野克彦さ
ん. マーケティング部部長. 「トレイルランニングは広がる土壌ある」. 北島義典さん. 代表取締役社
長. 「定番のバリエーション化で価値を追う経営を具現化」. 中塚博さん. DTCシニアマネージャー.
「ブランド訴求につながる出店を」. デイビッド K.トダさん. 日本法人代表 社長. 「豊富な構成で横
へ展開、シェア拡大へ」. 冨田智夫さん. 代表取締役社長. 「2020年の売上高を16年比1.5倍に」.
インタビュー一覧へ. close. 東京.
スニーカーの歴史と日本のスニーカーカルチャーを一冊にまとめた「東京スニーカー史」が3月25日に発
売される。立東舎から出版され、価格は税抜1500円。このコンテンツは Fashionsnap.com が配信
しています。

This Pin was discovered by sonii. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
2016年3月31日 . 結局、定価1万5000円のエアマックスはいくらまで値上がりしたのだろうか？ 『東
京スニーカー史』（立東舎より3月25日発売）の著者で、ストリートファッション誌『Boon』（祥伝社）で
長くライターを務めてきた小澤匡行さんに話を聞いた。 「私が当時の関係者に取材した範囲では、
中野の某ショップで38万円というのが実際に売れた最高額でした。ほかにも、委託販売ショップでア
ルバイトをしていたスタッフの方からは、『紫のスーツを着た、明らかにソノ筋の方が、セカンドバックから
現金30万円を出してエア.
2016年3月9日 . 日本でも1990年代に一大ブームとなったスニーカーの歴史を題材にした『東京ス
ニーカー史』が3月25日に立東舎から発売される。 本書は当時のムーブメントの中心にいた関係者
たちの証言をもとに構成されており、スニーカーの誕生から進化という視点も、過程や史実を詳しく紹
介。今までになかった、「スニーカーの歴史とカルチャー」を解説する1冊になっているという。 書籍『東
京スニー.
東京スニーカー史 [単行本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、
Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無
料、即日・翌日お届け実施中。
2016年3月9日 . スニーカーの歴史と日本のスニーカーカルチャーを一冊にまとめた「東京スニーカー
史」が3月25日に発売される。立東舎から出版され、価格は税抜1500円。東京スニーカー史」が刊
行の元木々を読む全11章で構.
立東舎 「東京スニーカー史」に掲載されました. septis ( 2016年4月23日 11:38 ). 立東舎 「東京ス
ニーカー史」 著：小澤匡行にSEPTISが掲載されました。 sneaker_20160423.jpg. 社会現象とも言
える東京のスニーカーの歴史と文化を、. 当時のスニーカームーブメントの中心にいた関係者などか
ら. 解説を踏まえ集約した物語は"リアルな空気感"を感じられます。 その中心核でスニーカーに触れ
ていたオーナー玉木も今回こちらの書籍に携わっています。 スニーカーフリーク必見の内容となってい

ますので、是非ご覧ください。
東京スニーカー史. 4:28am 07/21/2017 3 19. cchanitsu. Itsuki ( @cchanitsu ). 自分の"スニーカー
好き"っていうのは気に入ったものをばかすか買いまくることじゃなくて、歩きやすさとか見ていて飽きな
いかとかかっこいいかとかあれこれ考えて選び、結果論として20も30も靴が集まった、ということなんで
すこんな考えってちょっと変かもと思っていたところに待ったをかけてくれたのがこの本。ビームス、アトモ
スの代表取締役のインタビューとか、あらゆるスニーカーの歴史が書いてあってとてもとても面白い！
その中でこの世.
2018年1月6日 . [本･情報誌]『東京スニーカー史』小澤匡行のレンタル・通販・在庫検索。最新刊
やあらすじ（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レン
タルも購入もできます。出版社：リットーミュージック.
2016年3月6日 . スニーカーの歴史と、日本のスニーカーカルチャーを熱く解説する1冊が登場！ 運
動用の靴として誕生しながら、その後様々なカルチャーを吸収し、現在ではファッションアイテムとして
も人気の高いスニーカー。 そんな日本のスニーカー史を中心に、スニーカーの歴史を、 東京のスニー
カームーブメントの中心にいた関係者達からの証言をもとに紐解いていく1冊になります。 発売日
2016年3月25日（金） 東京スニーカー史定価 1620円 JAN 9784845627851 アマゾン 楽天ブックス ·
セブンネット コンテンツ
【CONVERSE】 マーキス・M・コンバースが設立したコンバース・ラバー・シュー・カンパニーが起源。 コ
ンバースの代表作である“オールスター”は1917年の誕生以来、そのスタイルは現在もほとんど変わる
ことなく生産され続けられています。 また、その他にもジャックパーセルやプロレザーなど長年愛され続
け、スニーカー史に名を残す名作が揃っています。 ※シューホールの数は靴のサイズによって異なる
場合がございます。 こちらの商品は、SLOBE IENAでの取り扱いになります。 直接店舗へお問い合
わせの際はSLOBE.
下駄スケートに関連した本. 東京スニーカー史 (立東舎) 小澤 匡行 リットーミュージック; 昭和の悪
童(西村悠一 木彫人形作品集) 西村 悠一 川辺書林. >> 「下駄スケート」を解説文に含む用語
の一覧. >> 「下駄スケート」を含む用語の索引. 下駄スケートのページへのリンク.
GOODS 東京スニーカー史 "Tokyo Sneaker History" (tokyosneakerhistory01). ¥1,620. mita

sneakers · GOODS SHOES MASTER vol.25 2016 SPRING/SUMMER (shoes-master-25).
¥779. mita sneakers · GOODS JASON MARKK PREMIUM SHOE CLEANING KIT "PATTA"
"LIMITED EDITION" (JASONMARKK-0495). ¥3,456SOLD OUT. mita sneakers · GOODS
JASON MARKK REPEL 8 OZ. (JASONMARKK-0493). ¥2,484. mita sneakers · GOODS
FINEBOYS靴 VOL.03 (fine-boys-03). ¥699.
著者はロドリゴ・コラール、 アレックス・フレンチ、ホーウィー・カーンの3人で、書籍{東京スニーカー史」
の著者の小澤匡行と本郷誠が監修した。 同書は名作スニーカーがどうやって誕生したのかを探る
書籍で、メーカー、ショップ、コレクター三者の視点で語られる。誌面では「オフ-ホワイト c/o ヴァージ
ル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）や、キ
ス（KITH）」のオーナー ロニー・ファイグ（Ronnie Fieg）、アレキサンダー・ワン（Alexander Wang）、元
バスケットボール選手の.
2015年8月25日 . JPでは我らのスニーカー番長こと、mita sneakersのクリエイティブディレクターである
国井栄之氏を緊急招集し、セルジオ氏とのエクスクルーシヴな対談を敢行。国籍こそ違えど、世界
のスニーカー史にその名を刻むセルジオ氏と国井栄之氏に、たっぷりとエア マックス 95の魅力を語って
もらった。 Photo：Takuya Murata、Text&Edit：Keita Miki. 1 / 2. ページ. _MIM0495. エア マックス
95が、もしも存在しなかったら、東京にスニーカーカルチャーは存在しなかっただろうし、もしかしたら
mita sneakersのよう.
2016年3月22日 . スニーカーは運動用の靴として誕生したが、その後に各種のカルチャーを吸収し、
現在ではファッションアイテムとしても人気が高い。特に1990年代には日本でも一大ムーブメントとな
り、社会現象とも言えるほどの盛り上がりを見せた。本書では、そのような日本のスニーカー史を中心
に、スニーカーの歴史を詳しく解説。東京のスニーカームーブメントの中心にいた関係者たちからの証
言をもとに綴られており、当時の空気感がリアルに伝わる。スニーカーの誕生から進化という視点で

も、その過程や史実が.
12月29日発売 HUMAN MADE SPECIAL BOOK 雑誌付録はオリ… 裏原ブランド界のカリスマ
NIGO氏が手掛けるファッションレーベルHUMAN MADE（ヒューマンメイド）初のブランドムックが遂に
リリース。 全国の書店、主要コンビニエンスス12月23日 16時27分. 12月22日発売 SNEAKERS ロ
ドリゴ・コラール / アレックス・フレンチ… スニーカーヘッズの為のスニーカービジュアルブッ
ク“SNEAKERS”が日本上陸。 英語版に続いて、「東京スニーカー史」の著者小澤匡行氏が監修
した日本語版がリリースとなり12月17日 04.
東京スニーカー史(小澤匡行)。スニーカーの歴史と、日本のスニーカーカルチャーを熱く解説！運動
用の靴として誕生しながらも、その後さまざまなカルチャーを吸収し、現在ではファッションアイテムとし
ても人気の高いスニーカー。日本でも90年代.
2016年3月24日 . 今週の『おもしろ人間国宝』には、スニーカーの歴史と日本のスニーカーカルチャー
を. 一冊にまとめた『東京スニーカー史』の著者である小澤匡行さんにお越し頂きました。 国宝
160324.jpg. 小澤さんはストリート誌『ＢＯＯＮ』でライターのキャリアをスタートさせ、現在はフリーの.
エディターとして活動されています。 そんな小澤匡行さんが書かれた『東京スニーカー史』の中から、
今回は「スニーカーを. 知らない人にも知ってほしい、スニーカーの歴史的トピックベスト５」をご紹介
頂きました。 ○「アディダスとプーマ.
デッキシューズ/ペタンコぺたんこスニーカーパンプスヒッピー激安SALE. 1,990 円(税込) 送料無料
20P(1.0%) クレカ ｜ ケータイ払い. 値下げ処分祭り!!LOVEMYUラブミュウ. お気に入り. ログインま
たは会員登録. お気に入り登録をするためには、ログインまたは会員登録が必要です。 キャンセル
ログイン 会員登録. 4. 送料無料有/[書籍]/東京スニーカー史/小澤匡行/. 送料無料有/[書籍]/東
京スニーカー史/小澤匡行/著/NEOBK-1935248. 1,620 円(税込) 16P(1.0%) クレカ ｜ ケータイ払
い. Neowing 1500円以上ゆうメール.

