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カナダ全国のファッション･美容イベント
ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

カナダではファッションや美容のイベントが
盛んに開催されています。

オンタリオ州 トロント

例年11月下旬
開催場所：Holiday Inn Toronto Yorkdale
http://fashionbeautyexpo.com

例年9月下旬
開催場所：99 Sudbury Street
http://artoffashion.org

　オートクチュールやブライダル、ファッションデザ
イナーや、卸売を扱う一般に向けた博覧会で、
業界内でも重要な位置を占めているイベント。
開催期間は2日間だが、「トロント国際ブライダル
博覧会」「ファッション博覧会」「ランウェイ」「シー
クレットギフト博覧会」「美人コンテスト」という5
つのメインイベントのほかにも多くのイベントが行
われる。150以上の出展団体、3万人の来場者
が会場を埋め尽くす。

3月17日～ 21日（2014年）
開催場所：David Pecaut Spuare
http://worldmastercardfashionweek.com
　国内を牽引するファッションイベントとして、
カナダのデザイナーたちにフォーカスをあて、
彼らをさらなる国際的な表舞台へと後押しして
いく役目も担っている。オーディエンスや国際
的メディア、業界人たちの目の前で最新コレク
ションを発表する。2013年10月に開催された
2014年春夏コレクションファッションショーで
は、日系カナディアンデザイナーを含めた32
ブランドのデザイナー・団体が参加。

Fashion Beauty Expo World MasterCard Fashion Week

1月10日～12日(2014年)
開催場所：Winnipeg Convention Centre
http://www.wellnessexpo.com
　ヘルス・フィットネス分野の博覧会として、毎
年5,000人を超える人々が訪れる、カナダで
最も注目度の高いイベントの一つとして数えら
れている博覧会。100人のプロフェッショナル
たちで構成されるこのイベント。無料セミナー
やディスカッションを通して、最新の情報が来
場者に提供され、またサプリメントやフィットネ
ス用品、美容製品などもマーケットで手に入
れることができる。

Winnipeg Wellness Expo
5月1日～3日(2014年)
開催場所：Canada Place
http://www.bmovanmarathon.ca/runvan-expo
　バンクーバーマラソンの行われる週末3日間
に開催される一大博覧会。ヘルス、スポーツ、
ライフスタイルといったアクティブに過ごすための
サービスや用品が会場に集結。毎年17,000の
出展者、そして60,000人の来場者が集まる大
盛況ぶりに、2014年からは前年比30パーセン
ト広い場所に会場を移しての開催となる。入場
料が無料ということもあり、マラソン参加者以
外にも多くの人が詰めかける。

Health, Sports & Lifestyle Expo
3月26日～4月4日 / 9月18日～25日(2014年)
開催場所：TransAlta Arts Barns
http://www.westerncanadafashionweek.com
　アルバータ州で最も歴史のあるファッション
ウィーク。デザイナー、そしてファッション美
容業界コミュニティ形成を使命として行われて
いる。世界中に数あるファッションウィークの
中でも、デザイナーたちのプラットフォームと
しての役割だけでなく、コンテストなどを開催
して新しい才能を発見するインキュベーターと
しての側面もある。

Western Canada Fashion Week

4月6日、7日(2014年)
開催場所：255 Front Street West, South Building
http://www.biztradeshows.com/beauty-show-toronto
　265の企業団体をメンバーに持つ非営利登録
団体The Allied Beauty Association （ABA）が行う、
美容業界関係者のみ参加可能のプレミアビュー
ティイベント。ABAの会員は90パーセント以
上がカナダの美容関連団体。各企業の開く
ショーケースに国際的バイヤーたちが集まり、
各社製品をグローバル展開していくプラット
フォームとして機能しており、カナダ美容関連
企業との関わりで重要な役割を担う博覧会。

Beauty Show

オンタリオ州 トロント オンタリオ州 トロント オンタリオ州 トロント

アルバータ州 エドモントン

Art of
Fashion
　新生のアパレル・アクセサリーデ
ザイナーたちに作品発表の場を提供
することを目的とした団体Art of 
Fashionの主催するイベント。10人
の新生カナディアンデザイナーたちが
2つの賞、「最も有望なデザイナー
賞」、「最優秀展示賞」をかけてコ
ンペティションを行う。このコンペティ
ションでは業界関係者やメディア、
一般の人を含めての審査が行われ
る。そのほかレッドカーペットやVIP
イベントなども開かれる。

Vancouver
Fashion Week

3月18日～ 24日(2014年)
開催場所：Chinese Cultural Centre, 50 East Pender Street
http://vanfashionweek.com

　2000年に始まり、新興デザイ
ナー業界を牽引するポジション
として急成長を遂げ、世界から
も注目を集めるファッション
ウィーク。新生デザイナーから
世界的に有名なデザイナーまで
もが参加、バンクーバーだけで
なく12カ国25都市から60ブラ
ンドを超えるデザイナーたちが
一挙集結して華々しいステージ
を作り上げる。

マニトバ州 ウィニペグ ブリティッシュ・コロンビア州 バンクーバー

©ABA Beauty Show

©Art of Fashion©Vancouver Fashion Week

©World MasterCard Fashion Week©Fashion Beauty Expo

©Western Canada Fashion Week

©BMO Vancouver Marathon

©Wellness Expo
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　カナダ統計局が発表している最近5 年間の消費者物価指数をみると、食品や生活用
品の物価が年々増加している中、衣料品関連商品、特に服や靴の物価に限り、わずか
だが減少して いることがわかる。これは、近年のファストファッションの進出が大きく関
係しているといえる。後述する「カナダファッション事情」でも述べるが、米国などの人
気ファストファッション・ブランドの進出が めざましく、街中で店舗をみかけるようになった。
若者のファッション消費傾向の変化も相まって、価格も高く洗練されたハイブランドから、
“安くておしゃれ” なファストファッションが市場を大きく占めているのが現在の特徴であ
る。 手頃な価格に加え、 デザイン 性や品質が優れているものも増え、ファストファッショ
ンの購買に一層拍車がかかっているといえよう。またその他に最近の消費者の状況とし
て、デザインよりも機能性を求める動きにシフトしてきていること、 オフィスシーンにおいて、
よりカジュアルな服装も受け入れられてきていること、在宅ワークが増えてビジネスシーン
でのおしゃれ着の需要が減ってきていることなども挙げられている。

物価の動向とトレンド

大きく変わるデパート業界のビジネス環境

米国発のファッション小売店がビジネス・トレンドを作る。

カナダの美容・ファッション事情

　美容・ファッションブランドの集合体ともいえるデパートだが、トロント・バンクーバー
ともに慣れ親しまれているデパートに『HUDSON’ S BAY』と『Sears』がある。とも
にダウンタウンの中心や郊外の代表的なショッピングモールなどに店舗を構え、まさに
カナダのショッピングのアイコン的な存在の２つのデパートだが、2014年から数年かけ
て米国の高級百貨店を中心に大きくその業界地図が変わろうとしている。

　『Sears』は米国のカナダ子会社であり、トロントの中心イートンセンターに店を構え、
また地方などでもカタログ販売に力を入れ、非常に大きな売り上げを誇ることでも有
名だった。しかし昨今の業績不振により、トロントのイートンセンター店の他、バンクー
バーの店舗なども含め、大幅な店舗縮小やリストラを余儀なくされている。イートンセ
ンターには『Sears』撤退後、米国の大型小売店の『Nordstrom』が2016年にオー
プンする予定となっている。ちなみに『Nordstrom』のカナダ進出は、トロントに先立っ
てカルガリーから始まり、2015年にバンクーバー、オタワと展開し、2016年にトロント・
ダウンタウン、そして2017年にトロントの西に位置する『Sherway Gardens』にオー
プン予定と、カナダでの市場開拓に力をいれている。

　一 方『HUDSON’ S BAY』は 2013 年 に、米 国 の 高 級 百 貨 店『Saks Fifth 
Avenue』を約29億ドルで買収すると発表、日本でも大きな話題になった。トロントに
はイートンセンターの隣『HUDSON’ S BAY』の旗艦店の場所に『Saks Fifth 
Avenue』がオープンする予定となっており、特に米国高級百貨店の競争が激化する
市場となる。 

　『Walmart』は1994年にカナダ進出を果たし、いまやその店舗数は370店舗以上に達している。また『Target』も2011年以降にカナダへ
の出店を加速している。また日本でも話題の下着ブランド『Victoria’s Secret』も、注目度の高いショッピングモールへの出店がここ最近目立っ
てきている。さらに同ブランドを展開するリミテッドブランド社は、学生などの若年層をターゲットにした下着ブランド『Pink』や『Bath & Body 
Works』もカナダに進出させている。先述したファストファッション業界同様、美容業界も含め多くのアメリカ企業がカナダに進出してきている。
その進出・出店を拡大する背景として、消費者の嗜好が米国の傾向に似ていることや、英語圏でもあること、また物流の問題が少ないことなど
が挙げられている。

©Tourism Toronto / www.TorontoWide.com

Nordstrom

Saks Fifth Avenue

Victoria’ s Secret Bath & Body Works
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デパートとドラッグストアが基点となる化粧品のビジネス環境

　化粧品市場の売り上げの大きな割合を占めるデパート業
界だが、ここカナダでも日本同様、店舗の一階もしくはメイ
ンフロアが世界の高級ブランドなどで埋め尽くされている。

　2013年には『HUDSON’ S BAY』はトロントやバンクー
バーの旗艦店を中心に化粧品売り場の改装を15年ぶりに
実施し、今後も随時改装に着手すると発表した。その中で
もトロントにあるヨークデール店は、売り場面積を従来比2
倍に拡充したり、バンクーバー店も従来比130～140%に
拡充するなど、 売り場面積の増床を進めることで、さらなる
消費者のニーズの開拓や新たなブランドの導入など、まだ
まだ潜在的な市場の拡大が期待できることを物語っている。

　さらにカナダのような多民族国家は、それぞれの都市に
人種的な特徴をもつ関係で、各都市によってデパート内の
店舗配置にも個性があらわれている。カナダの最大都市
で経済の中心のトロントは、米国系の『Estée Lauder』
や『CLINIQUE』といったブランドが強く、フランス語圏
のモントリオールやケベックになるとフランス系の

『LANCOME』が強い。距離的にアジアに近いバンクー
バーでは『資生堂』などが優位に立っている。

　また日本でも人気のあるカナダのコスメブランド『M・
A・C』はトロント、バンクーバーに専門店が何店舗もあり
絶大な人気を誇る。移民の多い国ならではのコ ンセプト、
どの人種の人でも似合うものを提供する同ブランドは、ファ
ンデー ションやアイシャドウのカラーバリエーションが豊富
なため、現地でも日本人を含めアジア人にも多くのファン
を持つ。

　しかしながら昨今では、化粧品市場の売り上げが、徐々
にデパートから『Shoppers Drug Mart』を代表とするドラッ
グストアや、ショッピングモールでよく見かける『Sephora』
や 『L'Oréal』傘下の『Body Shop』などの化粧品専門
店へと、徐々にシフトし始めてきている傾向がある。

『Shoppers Drug Mart』ではメインフロアにビューティブ
ティックがあり、世界のラグジュアリーブランドから安価でカ
ワイイ商品までといった充実な品揃えと、来店客が手にとり、
実際に試してみることができるようなコーナーの設置が消
費者のニーズを掴んでいる。ドラッグストアで世界の高級ブ
ランドまでもが手に入るというのは、世界的に見てもめずら
しい。この手軽さに、ドラッグストアの利便性なども加わり、
市場規模の拡大とともに、消費者の心は少しずつシフトし
ていっていると思われる。

1       The Body Shop
2       Sephora
3       M・A・C
4-7    HUDSON’ S BAY
8-11  Shoppers Drug Mart

4 5

6 7

8 9

10 11

1 2 3
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日本でも注目されつつある、カナダ発の化粧品ブランド

　日本で有名なカナダ化粧品ブランドといえば、上述
した『M・A・C』が有名だが、近年世界各地への
進出を果たし、欧米を中心に数々の賞を受賞するなど
多くの注目を集めている男性用化粧品ブランド

『4VOO（フォーヴー）』もファッションに関心の高い層
を中心にじわじわと広がってきている。“ラグジュアリー
かつセクシー” をコンセプトに、男性の魅力を高め、
自信を持たせる『4VOO』はハリウッドスターなどの海
外セレブリティも愛用する品で、日本では百貨店やセ
レクトショップで取り扱われている。ジェンダー問題に
寛容なカナダならではのアイディアが生んだ革新的男性
用化粧品ブランドだ。

　さらに、原材料はすべて自然由来成分のものという
こだわりを持つトロント生まれのリップバームブランド
『Bite Beauty』は、日本国内にオリジナルショップがな
いながらも、2012年に『Vogue Japan』誌で紹介さ
れたことを機に、モデルやプロメイクアップアーティスト
をはじめとするファッショニスタたちの間ですでに広がり
を見せている。オンラインショッピングで買い求める若
者も続出しており、日本への出店が望まれているカナダ
ブランドの一つだ。 

スモールビジネス・オーナーが多い
　カナダ統計局の調べによると、国内全土で4,600店以上もの
美容室があるとされており、その数はオンタリオ州で1,400店以上、
ブリティッシュ・コロンビア州で600店以上である。およそ60％の
業界従事者は、従業員１－４人のビジネス規模で働いており、
個人の美容室オーナーがスモールビジネスとして起業しているケー
スが多いことが伺える。また、政府機関サービスカナダの調べで
は、美容師・理容師の職種の人々は、全体の71.5%がフルタイ
ムで働いていて、年間給与所得は、
C$0～C$19,999が73.8%
C$20,000～C$49,999が24.7%
C$50,000以上が1.5%
という割合になっている。給与構成は日本同様に、基本給と顧
客数に応じた歩合で構成されているところが多い。

人気がある日本人美容師
　中国系を中心とするアジアからの若者や富裕層などを中心に
日本発のヘアスタイルのトレンドや技術、商品は非常に人気で
評価も高く、日本人美容師は多くのアジア系サロンから引く手あ
またであるのが現状である。近年は、日本の美容室業界で働
いていた若手がワーキングホリデー制度を利用してカナダに働き
口を探しに渡ってくるケースも増えてきており、技術力のある美
容師であれば、雇用主から就労ビザのオファーを受け、数年単
位で働く傾向が多い。

欧米系美容室は、中心地に。
　『TONY&GUY』や『Vidal Sassoon』などの世界のトップ
ブランドはトロント、バンクーバーにも進出しており、広 と々した
店内で従業員も基本的には欧米系で構成されているのが多く
見受けられる。カナディアンや欧米系の人が多く集まるエリアや、
お洒落なブティックエリアや目抜き通り、代表的なショッピング
モールなどに店舗を構えているのは、欧米系のヘアサロンの特
徴である。

アジア系美容室は非常に多いが、
日本人オーナーは少ない。
　アジアからの移民が多いバンクーバーを中心に、トロントでも
アジア系美容室は非常に多い。そのオーナーの中心は、ほと
んどが韓国人と中国人である。全体の割合でみると、日本人
オーナーによる美容室は非常に少なく、トロント・バンクーバー
ともに数店舗前後である。店は駅近く、もしくは交通の便が良
いところに開業していることが多く、コリアタウンやチャイナタウ
ンの店はC$15前後からのヘアカットが可能と、比較的低価格
な店が揃い、日本人オーナーの美容室は、ヘアカットC$40前
後からと比較的高価格帯の設定になっており、髪の長い女性
であれば、日本人によるカットと日本製の商品を使用したパー
マでC$200以上かかることも珍しくない。また、アジア系の美
容室でネイルサービスを併設しているところが近年非常に増えて
きているのも特徴である。

参考URL
・JETRO ／化粧品の現地輸入規則および留意点：カナダ向け輸出
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/ca/qa/01/04A-010706

・オンタリオ州サイト　スパやサロンの起業に関する情報
http://www.cbo-eco.ca/en/index.cfm/starting/how-to-start-a/how-to-start-a-spa-or-salon-in-ontario/

・ブリティッシュ・コロンビア州　スモールビジネスの起業に関する情報。
※サイト内にヘアサロンの起業などに必要な情報も有り。
http://www.smallbusinessbc.ca

アジア系オーナーも多く存在する、美容業界

©M·A·C Cosmetics 
©4VOO

©Bite Beauty
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大人気の北米、欧州の
カジュアルアパレルブランド
　カナダ で も 不 動 の 人 気 を 誇 る の が、『GAP 』や

『FOREVER21』、『H&M』 などのファストファッションブランド。
また『Abercrombie & Fitch』 や『Hollister』もカジュアルファッ
ションのアイコン的ブランドとして定着している。そしてスペイン
発の『ZARA』も手頃な価格でトレンドを取り入れたデザイン
が男女共に若者を中心に人気。トロント、バンクーバーの各
ファッションモールにはそれぞれのお店が必ず入っている。
　そ の 他 に も、世 界 中 の 女 性 か ら 愛 さ れ て い る

『ANTHROPOROGIE』、『kate spade New York』などのレディ
スアパレルブランドや日本でも人気が高い『Ralph Lauren』など
のブランドも直営店やデパートメントストアで販売されている。
　また、カナダ生まれのブランドの『Roots Canada』、『club 
monaco』、『ALDO』、『aritzia』などもカナダ国内に多数の
店舗を持ち、カナダ人にとって欠かせないファッションブランド
となっている。

セカンドハンドの文化
　セカンドハンド( 中古品販売) の文化もカナダには欠かせな
い。街中に米国の古着を中心とした古着屋も多く見かけるが、
広大な店舗内でアパレル製品から生活用品まで販売しているス
リフトストアと呼ばれるお店も多く存在する。中古品はお値打ち
の価格で販売されており、中には掘り出しものも見つかるので、
安い商品を買いたいだけではなく、お洒落好きなカナダ人はも
ちろん、日本の古着業者も買い付けで各店舗へ商品を探しに
訪れるほど。

ハイエンド/ロウエンド・ブランドの使い分け
　もちろん『PRADA 』や『LOUIS VUITTON』などのハ
イエンドなブランド店もトロント、バンクーバーと共に店舗を持つ。
『HUDSON’ S BAY』 や『HOLT RENFREW』などのデパー
トメントストアでは多くのブランドの商品が取り扱われ、トレンド
の商品を求める人々で毎週末は賑わいを見せる。
　過ごしやすい夏から、冬の厳しい寒さと積雪（トロント）や
雨季（バンクーバー）へと激しく変化する気候へ対応できるよう、
ハイエンド、ロウエンドのブランドの着分け、使い分けをして
いるように伺える。

いち早くトレンドを入手！

人気ファッションマガジン/ ファッションサイト
　カナダのファッショニスタのトレンドの情報源はもちろんファッショ
ン誌。日本でも有名な『VOGUE』や『NYLON』、『ELLE』といっ
た不動の人気誌はカナダでも多くの読者がいる。しかし、近年の
デジタル端末の普及から、オンラインで情報収集をする人 も々増え
ている。企業が掲載する地元のデザイナーショップなどの情報や、
ファッションスナップ、また個人のファッションブログなど様々な形
態で最新のファッション情報を手に入れることができる。電子書籍
が普及しているカナダでは『VOGUE』などの雑誌のデジタル版
をモバイル端末で読む人もかなり増加している。

カナダファッション事情

GAP H&M ZARA

ALDO

Value Village Value Village 店内

HOLT RENFREW HUDSON’ S BAY

club monaco kate spade New York
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日本でも大人気な

カナダ生まれのファッションブランド

　バックパックや財布、パソコンケース
などを扱うカジュアルバッグブランド。バ
ンクーバー発のこのブランドはジェイミー
＆リンドン兄弟によって起ち上げられた。
ブランド名は創設者たちの家族に馴染
みのあった地名から名付たもの。2009
年に設立されたばかりだが、今ではカ
ナダで誰もが知る大人気ブランドへと成
長を遂げた。価格はお手頃で、幅広
い世代のニーズに応えてくれるサイズや
カラーなど、毎シーズン商品が豊富な
のでリピーターも多い。

Herschel

http://www.herschelsupply.com

©Herschel Supply Co.

　カナダ、米国合わせて120店舗以上構え
るカナダのアイコン的なカジュアルファッショ
ンブランドの『Roots Canada』。1973年に
マイケル・バドマン氏とドン・グリーン氏によっ
て起ち上げられる。ふたりは幼少期のカナダ、
アルゴンキンでのサマーキャンプの経験を
元にコンセプトを立てる。当初は靴のみ販
売していたが、のちに様 な々アイテムを扱う
ようになり、今では誰もが知る国民的ブラン
ドとなった。レザー商品はカナダ国内の自
身の工場で作られているためとても上質。
カナダ土産として旅行者にも大人気だ。

　トレンドのデザインを低価格で提供する大
人気のシューズブランド。1972年にモントリ
オールで生まれ、創設当初は同じくモントリ
オールのブランド『Le Chateau』の元で販
売していた。1978年にオリジナルショップを
オープンさせ、今では65カ国、1000店舗以
上を持つビッグブランドとなった。トロント、
バンクーバーとも市内にショップがたくさんあ
り、男女共にファンが多い。アクセサリーや
その他服飾雑貨も扱っており(オリジナル店
舗もあり)、こちらも同じく大人気だ。

Roots Canada

ALDO

http://canada.roots.com

http://www.aldoshoes.com

©Roots

　"Fresh style. Fresh price."をモットーにした大手
スーパーマーケット『Loblaws』を親会社に持つカジュ
アル・ファッション・ブランド。オリジナルの店舗も
『Loblaws』のスーパーと併設されている。2004年か
ら『Loblaws』と提携のブランドの構想が始まり、
2006年に1店舗目がオープン。スーパーにあるショッ
プならでは、家族向けの商品ラインナップとなっている。
レディス、メンズはもちろんのことキッズや低価格の化粧
品もありお母さんにも嬉しい。シンプルで飽きの来な
いデザインが多く、移民の多いカナダで様々 な人種の
人々 に愛されるブランドとして位置づけられていている。

joe fresh

https://www.joefresh.com
モントリオール発祥の、カナディアン・アウターウェ
ア・ブランド。カナダの寒い冬を過ごすのに最
適な上質、かつデザイン性に優れたなアウター
を創り出すデザイナー、エラン・エルファッシー
氏とエリサ・ダハン氏の手によって1999年に生
まれた。冬の天候が変わりやすく、雪の日が多
いカナダではアウター自体がファッションそのも
のになるが、同ブランドはそんなアウターにファッ
ション性を兼ね備え、冬のお洒落をサポートして
くれるので、カナダの若い世代から年配の方まで、
多くのファッショニスタに愛されている。

http://www.mackage.com

Mackage

過ごしやすい夏、厳しい寒さが訪れる冬。
四季がはっきりしているカナダだからこそ誕生した
カナダが誇るファッションブランドをご紹介。
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　トロント生まれのアウター、ファッション・アク
セサリーブランド『nobis』。防寒の機能性はも
ちろん、ファッション性も兼ね備えており、日本
を含めた20カ国以上の国で販売されている。
『nobis』はラテン語で“us”という意味を持つ。
それは消費者ひとりひとりのライフスタイルにぴっ
たりな商品を作ることを心がけている同ブランド
のモットーへと繋がる。もちろん上質なウィンター
ジャケットは大人気だが、ボンボンが取り外せ
たりとバリエーション豊富な帽子も、ウィンター
ハットを中心に世界中で愛されている。

http://www.nobis.ca

nobis

日本でも大人気な

カナダ生まれのファッションブランド

　厳しい寒さを知るカナダ人が、カナダ
の原材料を使用し作られた『CANADA 
GOOSE』。その素材の上質さを保つため、
生産数が上がってもそのポリシーは守ら
れている。カナダ国内だけでなく米国、ヨー
ロッパでも人気で、近年では日本でも人
気が上がっており、日本オリジナルの商品
が出るほどだ。男女、キッズどれもが豊
富なバリエーションで、厳しい寒さの冬と
なるトロントやモントリオールなどでは
『CANADA GOOSE』を着ている人を街
のいたるところで見かける。

CANADA GOOSE

http://www.canada-goose.com

©CANADA GOOSE

　1998年にチップ・ウィルソン氏が起ち上
げたヨガ用品を始めとするスポーツブランド。
のち2000年にバンクーバーの近くに位置
するキツラノのヨガスタジオでヨガウェアを
販売したのが始まり。「ヨガやランニングな
どの運動を通して精神的、身体的に体を
健康にして、生活を豊かにしよう！」とチッ
プ氏は唱え、現在では米国、カナダに
140店舗以上構える大人気ブランドへと成
長した。決して安くはない価格だが、良質
で機能性に優れていることが保証されてい
るので、カナダ国内外にファンが多い。

lululemon athletica

http://shop.lululemon.com

©lululemon

　現在本社はニューヨークに構えるが、生まれ
はカナダ、トロント。1985年にブランドが設立され、
現在もあるトロントのクイーン通り西に1号店を
オープンし、現在世界中で140以上もの店舗
を持つ。トレンドを取り入れながらも独自のこだ
わりが感じられ、また流行に左右されずいつま
でも着ることができるデザインをモットーとしてい
る。レディース、メンズともに都会のカジュアルさ
の中に洗練された遊びを取り入れているデザイ
ンは、カナダを越えてアメリカやヨーロッパなど
世界各地で人気だ。

http://www.clubmonaco.com

CLUB MONACO

厳しい寒さや雪道でもお洒落を忘れたくない。
そんな方にぴったりなカナダ生まれのウィンター
ブーツブランド『SOREL』。ウィンターブーツブラ
ンドとしては世界一の売り上げを誇る。1967 年、
オンタリオのキッチナーで『Kaufman Footwear』
により設 立されたが、同 社の倒 産の際、

『Columbia Sportswear』が買収した。現在は
ブーツ以外にもアウターなどの製品も販売してい
る。寒さや雪から完全に脚を守ってくれる同ブラ
ンドのブーツは、デザインが豊富でたくさんの人々
のニーズに答えてくれるのが嬉しい。

http://www.sorel.com

SOREL

©lululemon
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主な商業施設in トロント

1.Toronto Eaton Centre

　ダウンタウン最大の大型ショッピングモール。ダウンタウン中
心地のダンダス駅とクイーン駅に直結しており、カナダのショッ
ピングセンターといえば一番初めに名前が挙がるモール。学校や
会社帰りにも寄りやすく、連日時間を問わず幅広い世代が訪れ、
年間およそ5,000 万人の人が訪れている。天井はガラス張り、さ
らに各階が吹き抜けとなっており、自然光溢れる開放的空間で
ショッピングを楽しむことができる。1,300 台の駐車場も完備。
3 棟のオフィスタワーも敷地内にあり、地下のフードコートは平日・
休日ともに賑わっている。

総売り上げ：C$1,300/sq ft
店舗数：230以上
総面積：オフィス…189万4,413 sq ft、リテール…172万sq ft
住所：220 Yonge Street, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:30pm / 土　9:30am～9:30pm
                 日　10:00am～7:00pm
http://www.torontoeatoncentre.com

Information

2.Fairview Mall

　ドンミルズ駅直結の、ノースヨーク地域に位置するショッピン
グモール。他のモールと比べるとやや店舗数は少なめではあるが、

『Apple』や『Hol l i s t e r』『ZARA』『BENCH』、化 粧 品
『SEPHORA』やバス・スキンケア用品の『Bath & Body Works』
な ど を は じ め と す る 主 要 店 が 揃 い、ま た『Sears』や

『HUDSON'SBAY』といったデパートや映画館も入っている。人
ごみを避けながら、ゆっくりと買い物が楽しめる雰囲気にファン
も多く、規模は小さめながらもトロントの中で人気上位のモール。

店舗数：175
住所：1800 Sheppard Avenue East, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～9:00pm
                日　11:00am～7:00pm
http://www.fairviewmall.ca

Information

3.Scarborough Town Centre

　トロント東のスカボロー地区にあるタウンセンターで、トロン
ト東部における最大のショッピングセンター。世界最大手の小売
業者『Walmart』やデパートの『Sears』に『HUDSON'S BAY』
が入っており、そのほかファッションストアや書店、各種サービ
スなど生活に必要なものを網羅しており、周辺住民を中心とした
買い物客が多い。この地域は新興地域でトロント中心部よりも素
朴で落ち着いた雰囲気で、モールに入っている店舗も比較的同様
の空気を持つものが多い。

店舗数：250
総面積：14億sq ft
住所：300 Borough Drive, Scarborough
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～7:00pm
                日　11:00am～6:00pm
http://www.scarboroughtowncentre.com

Information

4.Sherway Gardens

　トロント西部にある大型ショッピングモール。まるでテントのよ
うな形をした3つの屋根が特徴的。こちらは高級店が多く集まるモー
ルで、ファッションストアを中心に、『 COACH』や『Pottery Barn』

『 Williams Sonoma』『Abercrombie & Fitch』など、 200以上の店が質
の高い商品とサービスで、訪れる人々に上質なライフスタイル構築
を提案している。買い物客には観光客なども少なく、凛とした空気
感がモール内に漂っている。また、トロントとミシサガの間に位置
しているため、ミシサガからの買い物客も多い。

店舗数：200以上
総面積：97万2,540 sq ft
住所：25 The West Mall, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～9:00pm
　　　　　日　11:00am～6:00pm
http://www.sherwaygardens.ca

Information

©Fairview Mall

©Scarborough Town Centre ©Sherway Gardens
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　1964 年にオープン、
2014 年に50 周年を迎
えた歴史あるショッピ
ングモール。ヨークデー
ル駅に直結していて、
また駐車場スペースも
7400台用意されている
ため、地下鉄・車とも
にアクセスが非常に良

い。『lululemon』や『Mango』などのブランドや高級デパート『Holt 
Renfrew』もある。とくにカナダでは『COACH』が日本と比べ安くなっ
ているので、自分用に、お土産にと『COACH』を求める人は多い。
トロント北方面のモールとしては最大規模で、周辺住民を中心としな
がらダウンタウンからも多くの人が訪れる。

主な商業施設in トロント

5.Yorkdale Shopping Centre

総売り上げ：C$1,300/ sq ft
店舗数：250以上 / 総面積：16億sq ft（リテールスペースのみ）
住所：3401 Dufferin Street, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～9:00pm　
　　　　　日　11:00am ～ 7:00pm
http://www.yorkdale.com

Information

　トロント郊外・ヴォーンにあ
る巨大アウトレットモール。
『CalvinK l e i n O u t l e t 』や
『BananaRepublicFactory 
Store』、『TommyHilfiger 
Outlet』をはじめとする人
気ブランドのアウトレット
ショップが集まる。また
ショッピングだけでなく、

『Pro Shops Outdoor World』や『Pro Hockey Life』など様々なアト
ラクションが楽しめる。特に若い家族連れが多く訪れており、買い物客
の75パーセントを15～44歳の年齢層が占める。ユニオン駅からシャト
ルバスが運行しているので、車がなくともダウンタウンから気軽にアクセ
スが可能。

8.Vaughan MILLS

総売り上げ：5億4,000万カナダドル（2013年/ ホームページより）
店舗数：250以上（2014年リニューアル後 / ホームページより）
総面積：13億sq ft
住所：1 Bass Pro Mills Drive, Vaughan
営業時間：月～土　10:00am～9:00pm / 日　11:00am～7:00pm
http://www.vaughanmills.com

Information

　ベイビュー駅の目の
前、歩いて数分の場所
にあるショッピング
モール。その他の郊外
ショッピングモールと
比べると規模は小さい
ながらも、高級感溢れ
るオシャレな雰囲気が
感 じ ら れ る。最 新 の

ファッションストアの他、レストランやカフェ、『LCBO』（オンタリオ
酒類管理委員会の酒類販売店）、高級食材店の『pusateri's』やスーパーマー
ケットの『Loblaws』、さらに公共図書館などがある。住宅地に位置する
こともあり、平日の日中にも近隣に住む家族連れの姿が多くみられ、そ
の落ち着いた品のある雰囲気から住民たちの憩いの場となっている。

9.Bayview Village

総売り上げ：5億カナダドル（2013年 / ホームページより）
店舗数：110以上 / 総面積：44万sq ft
住所：2901 Bayview Avenue, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～6:00pm
　　　　　日　noon～5:00pm
http://www.bayviewvillageshops.com

Information

　トロントのダウンタウン
の地下街の総称で、北はダ
ンダス通りから南はクイー
ンズ・キー、東はヤング通
りから西はCNタワー付近
までという約30キロメー
トルともなる高範囲に広
がっており、ギネス記録も
保持している。イートンセ

ンターやオフィスビル、地下鉄駅などにも繋がっており、地上に出るこ
となく通勤やショッピングを楽しむことができる。複雑に各ビル同士が
繋がっており迷いやすいので、各所に表示されている地図を頼りに進もう。
地図はトロント市ホームページからもダウンロード可能。 冬の寒さが厳し
いトロントならではの注目スポットで、現在も開発が進んでいる。

10.PATH

店舗数：約1200
総面積：300万sq ft（リテールスペースのみ）
営業時間：各店によって異なる
http://www.toronto.ca/path

Information

　ヤング×スティール
スの近くにある大型
ショッピングモール。
ホ ー ム セ ン タ ー の

『Canadian Tire』やスー
パ ー マ ー ケ ッ ト の

『nofrills』、デパートの
『HUDSON'S BAY』に
ディスカウントデパー

トの『Target』らを店舗に持ち、ほとんどすべての生活必要品を網羅し
ながら、さらに120以上の店舗が商品・サービスを提供している。最寄
り駅であるフィンチ駅近くの住民を中心に、多くの人が日常的に買い物
に訪れる。また、敷地内には別棟で、『The BeerStore』『Ichiban Sushi』
ら6店舗が営業している。

6.Centerpoint Mall

住所：6464 Yonge Street, Toronto
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm / 土　9:30am～6:00pm
　　　　　日　noon～6:00pm
http://www.centerpointshops.com

Information

　トロントから西のミ
シサガにあるオンタリ
オ州最大規模の大型
ショッピングセンター
の一つで、四角い回廊
の両側に専門店が配置
されているというユ
ニークな設計が特徴的。
米国、カナダ、そして

ヨーロッパのブランドを取り揃える。ファッションストアの他にも、ギ
フトショップ、インテリアショップ、書店、電気店なども充実。モール
への出店数は350以上、フードコートには40もの店が集まる。年間平均
2,100万人以上の人が訪れている人気の高いショッピングセンター。

7.Square One Shopping Centre

店舗数：360以上 / 総面積：100万sq ft以上（リテールスペースのみ）
住所：100 City Centre Drive, Mississauga
営業時間：月～金　10:00am～9:00pm　土　9:30am～9:00pm
　　　　　日　11:00am～7:00pm
http://www.shopsquareone.com

Information

©Bayview Village Shopping Centre

©Centerpoint Mall

©Square One

©Yorkdale Shopping Centre

©Vaughan Mills
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主な商業施設in バンクーバー

1.Pacific Centre

　ダウンタウンの中心地にあるショッピングモール。幻想的なガラスドー
ムの入り口が象徴的で、地上・地下合わせて100 の店舗が入店して
いる。『Hermes』や『Tiffany and Co.』といった高級ブランドの入
るデパート『Holt Renfrew』から日本でも人気の『GAP』や『ZARA』、
『H&M』といったファストファッションまで幅広いファッションストアが揃
い、若 者 からお 年 寄りまで 世 代を超えて多くの 人 が 集まる。

『Hollisters』のブリティッシュ・コロンビア州1号店なども入店している。
ファストフードの集まるフードコートもあり、買い物途中の休憩も便利。
グランビル通り沿いのロブソン通りとペンダー通りに挟まれた約3ブロッ
クに渡って建物が立ち並ぶ。

総売り上げ：C$1,259 / sq ft
店舗数：100
総面積：102万6,487 sq ft（※現在50万sq ftを改装中 ）
住所：701 West Georgia Street, Vancouver
営業時間：月・火　10:00am～7:00pm / 水～金　10:00am～9:00pm
土　10:00am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm / 祝　11:00am～6:00pm
http://www.pacificcentre.ca/en/Pages/default.aspx

Information

2.Aberdeen Centre

　スカイトレインのカナダ線のアバディーン駅すぐ近くにある、
アジアを中心とした世界各国の特色を集めたショッピングモール。
創業当初はアジア系ショッピングセンターとしての色が現在より
濃かったが、2004 年の全面改築を経て、より国際色豊かなモール
となった。元々中国人買い物客が多くを占めるが、100 円ショッ
プ『ダイソー』（ ※アバディーンセンター店ではほとんどの商品が
C$2）やシュークリーム専門店の『ビアードパパ』、とんかつ『新
宿さぼてん』、『MOTHER’ S CREPE』といった日本でも人気のあ
るお店が出店していることもあって、日本人買い物客も足繁く通
うスポットとなっている。

総売り上げ：4,000万カナダドル
総面積：75万sq ft（※Aberdeen Centre＋Aberdeen Square）
店舗数：240
住所：4151 Hazelbridge Way, Richmond
営業時間：月～水　11:00am ～ 7:00pm / 木～土　11:00am ～ 9:00pm
                 日・祝　11:00am ～ 7:00pm
http://www.aberdeencentre.com/en/index.php

Information

3.Metropolis at MetroTown

　スカイトレインのエキスポ線のメトロタウン駅に直結するブリティッシュ・
コロンビア州最大のショッピングモールで、店舗数は約400 にもなる。
その規模やアクセスのしやすさから、バンクーバー・ダウンタウンから郊
外にあるこのショッピングモールにわざわざ足を運ぶという人も多い。
ファッションではベビー用品から大人もの、ファストファッションからカナ
ディアンブランドまであらゆるものが揃っている。また、スーパーマーケッ
トや薬局、文房具や本屋なども入っており、生活に必要なもの全てがこ
こで手に入るといっても過言ではない。フードコートも大きく、モール内
をじっくりと散策するのにもぴったり。

店舗数：約400
総面積：約170万sq ft 
住所：4700 Kingsway,  Burnaby
営業時間：月～土　10:00am ～ 9:00pm /日　11:00am ～ 7:00pm
http://metropolisatmetrotown.com/

Information

4.Richmond Centre

　リッチモンドにあるショッピングモールで、バンクーバー・ダウン
タウンからでも、バンクーバー国際空港からもスカイトレインのカナ
ダ線を利用して簡単にアクセスが可能。リッチモンドで最大規模を誇
り、リッチモンドに多く住む中国系や日本人買い物客が多く見られる。
そのため、店舗でも日本人の体形に合うサイズの洋服や靴を置くなど、
アジア人買い物客向けの工夫がなされていることが多いのが同ショッ
ピングモールの大きな特徴。ファッションではカジュアルブランドや
カナディアンブランドの店舗が多く、デパートの『HUDSON’ S BAY』
や『Sears』なども店舗を構えている。

店舗数：200以上
住所：6551 No.3 Road, Richmond
営業時間：月・火　9:30am～7:00pm / 水～金　9:30am～9:00pm
                 土　9:30am～7:00pm / 日・祝　11:00am～6:00pm
http://www.richmondcentre.com/en/Pages/default.aspx

Information

©Aberdeen Centre©Pacific Centre

©Metropolis at Metrotown
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主な商業施設in バンクーバー

5.HUDSON’S BAY
  （バンクーバー・ダウンタウン店）

　現在北米で最も長い歴史を持つ『Hudson’ s Bay Company 』の運営
するデパート。バンクーバー店は1913年開店。地下でグランビル駅やパ
シフィック・センター・モール と連絡しているため、天候に関係なく買い物
を楽しむことができる。老舗デパートということもあり、幅広い年齢層の買
い物客が訪れる。6階建ての建物の1階は化粧品売り場で、カナダ化粧
品ブランドの『M・A・C』などをはじめ、有名ブランドが並ぶ。

住所：674 Granville Street, Vancouver
営業時間：月・火　9:30am～7:00pm / 水～土　9:30am～9:00pm
                 日　11:00am～7:00pm
http://www.thebay.com/webapp/wcs/stores/servlet/en/thebay

Information

6.Sinclair Centre

　ウォーターフロント駅からすぐ近くのファイナンシャルディストリクトに位置する
ショッピングセンター。歴史を感じさせる4 つのビル群から成るこのショッピ
ングセンターには、『Leone』や『L2』、『Armani』といったブティックとともにフー
ドコート、そしてカナダ政府サービス機関も入っている。ビジネス地区に位置
することから、平日には地域住民に加えスーツ姿のビジネスマンたちで賑わう。
そのほか、サービスにはヘアサロンや旅行代理店、パスポート用写真撮影
の店などがある。フードコートにはピアノも置かれており、忙しい日々 の中にも
少しのやすらぎを感じることができる。

店舗数：35
住所：757 West Hastings Street, Vancouver
営業時間：月～金　10:00am～5:30pm / 土　10:00am～5:30pm
http://www.sinclaircentre.com

Information

7.Oakridge Centre

　バンクーバーで最もスタイリッシュなショッピングセンターとの
名高いショッピングセンター。スカイトレインカナダ線のオークリッ
ジ・センター駅目の前にある。ビルは1階建てで圧迫感なく、ガラ
ス天井からの自然光がさらに開放感を演出し、ゆったりとした居心
地 の 良 い 空 間 が 広 が る。『Max Mara』や『Stuart Weitzman』、

『Tiffany and Co.』 などのブランド店が並びながらも、公共図書館
やシニアセンターなどコミュニティスペースも共存しており、地元
の人たちの憩いの場ともなっている。スーパーマーケットの

『Safeway』から出てすぐの場所に駐車場があるため、大量買いを
してしまった時にも便利。

店舗数；140以上
住所：650 West 41st Avenue,Vancouver
総面積：57万5,168 sq ft
営業時間：月・火　9:30am～7:00pm / 水～金　9:30am～9:00pm
                土　9:30am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm
http://www.oakridgecentre.com

Information

　ウエストバンクーバーにあるノースショア最大のショッピング
モール。バンクーバー・ダウンタウンから渋滞がなければ車で10分
ほどの距離で、バス1本で行くことができる。敷地内は北館と南館、
そしてVillage at Park Royalに分かれており、北館はブランド店がメ
イン、南館ではフードコートや世界のグルメ関連商品が扱われている。
Village at Park Royalの店舗はすべてサイドウォークに面しており、
室内とはまた違った開放感のなかでショッピングを楽しむことがで
きる。オシャレで個性的な店がひしめく中、『HUDSON'S BAY』や

『Winners』といった大型デパートも軒を連ねる。

店舗数；280以上
住所：Corner Taylor Way & Marine Drive, West Vancouver
総面積：120万sq ft以上
営業時間：月・火　10:00am～7:00pm / 水～金　10:00am～9:00pm
                 土　9:30am～6:00pm / 日・祝　11:00am～6:00pm
http://www.shopparkroyal.com

Information

8.Park Royal Shopping Centre

©Oakridge Centre ©Park Royal

©Sinclair Centre
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　ファッションストリートとして有名なク
イーン通り西に本店を持つメンズ＆レディー
スの靴屋『getoutside』とメンズとユニセッ
クスの鞄屋『te koop』。若者を中心に多くの
人が訪れるこの2つの人気ファッションスト
アは、肩書きとしてはそれぞれ別会社での運
営であるが、元々は同じ流れを汲む店だ。今
回はカナダファッション業界に25年以上携
わってきた『getoutside』オーナーのダグ・
マルコムソンさんとその妻で『te koop』オー
ナーの美和さんの二人にカナダファッション
業界について伺った。

まず、両店の特徴を教えてください。
美和さん　両店とも各ブランドで豊富な種類
の 商 品 を 揃 え て い ま す。靴 で は

『CONVERSE』などを壁一面にディスプレイし、
トロントで一番の品揃えを誇ります。その内
容も、コアアイテムの在庫を切らさないよう
にしながら、毎年新しいスタイルを、そのと
きのファッショントレンドに合わせ、先を読
みながら仕入れています。『te koop』に最初に

『Herschel』（カナダの鞄ブランド）を置いた当
時は、『Herschel』はまだまだ小さな会社でし
たが、今では日本でも人気のあるブランドへ
と成長しており、『Herschel』の品揃えも国内
最多の規模です。

ダグさん　とにかく売って、売って、売って…。
私は数を多く売ることよりも “今日仕入れた
ものを明日売り切る”ということを考え、ロ
ングライフ製品を売ることを旨としています。
長く愛される靴には5つの要素が備わってい
る必要があり、それは “Good Name（発音の
しやすさも含める）” “Good Value” “Simple”
“Different” “Unisex” ということです。これ
は靴のほか、『CANADA GOOSE』などの
服やポピュラー音楽にも同じことが言えると
思います。シンプルながらも少し違ったもの

を合わせることで、そこから面白さが生まれ
てくるのです。

ファッションにおけるカナダと日本の違い
を教えてください。
美和さん　一番の違いはファッションにかけ
るお金の違いだと思います。日本は化粧品な
ども含め、上から下まできっちりと着飾って
いる人が多いのですが、こちらは学生が自分
で学費を払いながら、シェアハウスに住んで
節約しているケースも多く、経済面から
ファッションにあまりお金をかけることがで
きないという人も多いです。またトロントの
冬は特に寒いですから、お客さんは実用性を
第一に考えて靴を購入します。そしてこの実
用性に重きを置くというのは通年を通して見
られる部分でもありますね。

ダグさん　『getoutside』のコンセプトは
“Soles for the city” です。外へ出掛けたくな
るような気持ちにさせる、ファッショナブ
ルかつ実用的な靴を取り揃えています。た
とえばハイヒールに関してですが、日本女
性はファッションのために足が痛いのも我
慢して日常的に着用しますが、カナダでは
夜出掛ける時など限られた場面で履かれる
程度ですし、足が痛い靴となれば、すぐに
返品されてしまいます。そのため当店では
ハイヒールは取り扱っておらず、煌びやか
すぎずスポーティすぎない、日常生活を快
適に送るための靴を用意しています。

美和さん　靴は消費物ですから、あまり履
かれる機会のないハイヒールはビジネスと
してもそれほど魅力的ではないのです。カ
ナダは日本と比べ、場所によって靴や服の
使い分けがなされており、日本では会社帰
りに予定があれば、仕事場にそれなりの恰
好をしていき、終業後そのまま出掛けると

いうことも多いのですが、カナダでは食事
やパーティに行く前には必ずというほど一
度家に帰って着替えてから出掛けます。こ
ういった文化の違いもファッションに与え
る影響は大きいですね。

長年カナダでファッション業界に携わって
きたお二人が感じる、カナダにおけるファッ
ションの変遷について教えてください。
美和さん　以前はクイーン通り西というと、
デザイナーたちがつくる一点ものを扱うよう
な店が多かったのですが、近年続々と

『H&M』や『ZARA』といったファストファッ
ション店が進出してきたことで、そういった
個人店は地価の上昇も追い打ちとなってどん
どんとさらに西の方へと追いやられています。
やはり、低価格や商品回転率の早さでは、個
人店はファストファッションに太刀打ちする
のは難しいのですよね。ですが、靴屋にはファ
ストファッションによる影響はそれほどあり
ません。ファストファッション店では同じ種
類の靴が多く並んでいて、種類はそれほど多
くありませんから、専門店での靴の需要はそ
れほど変わっていないように思います。

ダグさん　そして近年はカナダの多くの人
が、品質に対する意識を高め、ローカル製
品を選ぶようになってきたと思います。カ
ナダブランドの推進を国も積極的に支援し
ています。

美和さん　また、特に男性の、普段からの
ファッションに対する意識がここ最近で高
まってきたように思います。男性の履く靴
下といえば今までは黒と白、そしてスポー
ツ靴下という3種類しかなかったように思い
ますが、最近では靴下でもオシャレを楽し
む人が増えてきました。当店でも様々な靴
下を扱っており、そのなかには日本からの

ダグ・マルコムソンさん
靴屋『getoutside』オーナー

×
マルコムソン・美和さん

鞄屋『te koop』オーナー 

対 談ファッション

創業25年。地元民から愛され続ける
老舗ファッションストアのオーナー二人に聞く、

カナダで愛されるファッションのかたち。
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靴下もあるのですが、非常に人気が高いです。

ダグさん　これはインターネットの普及によ
る影響が大きいのではないかと思います。カ
ナダでは男女ともに日本のようにファッショ
ン誌が細分化されていなかったため、イン
ターネットが広まるにつれて海外のファッ
ション事情などから様々な刺激を受けるよう
になったためだと思います。

美和さん　こういった流れに対し、最近で
は当店でも店内に靴と靴下、服をトータル
コーディネートした写真を飾ったり、ソー
シャルメディアを使いながらスタッフと協
力して情報を積極的に発信しています。
　次に鞄に関してですが、男性が鞄を持つ
という文化の始まりは、カナダは日本と比

べ圧倒的に遅かったのです。そして近年ま
で鞄を持っていない人や自転車通勤のため
にバックパックを持っている人が多かった
のですが、最近ではパソコンを使うような
クリエイティブな職種が増えてきたことで、
バックパックであってもナイロンでなく、
スーツにも合うような素材にこだわったも
のを持つという人がだんだんと見られるよ
うになりました。ですが、デザインや素材
は変わっても、やはり型でとしてはバック
パックが圧倒的に人気があることに変わり
はありませんね。
　現在、個人店でメンズ鞄のセレクトショッ
プは当店以外にありません。当店ではユニ
セックスも扱ってはいますが、それもメンズ
よりのユニセックスですから、メンズ鞄屋と
も言えるでしょう。女性はメンズ風の鞄で
あっても気に入ればほとんど気にしないので
すが、男性は女性もののような鞄を持つこと
に抵抗があるようです。多くの鞄屋が女性も
のを重点的に取り揃えていますから、そう
いった店に入りにくさを感じる人も多いよう
です。以前は当店でも女性ものも扱っていた
のですが、そのような男性からの需要を感じ
て、現在ではメンズ鞄屋となりました。

多くのカナダ人スタッフと日本人スタッフ
がそれぞれ働いていますが、スタッフ教育
で工夫している点はありますか？
美和さん　日本人はコツコツとまじめに働い
てくれますが、カナダ人と比べるとクリエイ
ティビティには欠けてしまいます。また、慣れ
ない英語環境ということもあり、最初から接客
では萎縮して潰れてしまう人もいることでしょ
う。ですから、靴屋であれば在庫管理のポジショ
ンで知識や経験を積んで、その後希望する人に
は接客を担当してもらうという方法をとってい

ます。日本人の行う丁寧なサービスはとても良
いものだと思いますから、まずは慣れ、そして
自信をつけさせることが大切だと思います。

getoutside downtown
（1989年開業、1995年現住所移転）
437 Queen Street West, Toronto
営業時間：月～土　10:00am～9:00pm
　　　　　日　11:00am～8:00pm
getoutside uptown

（2007年開業）
3456 Yonge Street, Toronto
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm
　　　　　日11:00am～ 7:00pm
http://shop.getoutsideshoes.com

te koop （2003年開業）
421 Queen Street West, Toronto
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm
　　　　　日　11:00am～ 7:00pm
http://shop.te-koop.ca

getoutside

getoutside

getoutsideメンズエリア

Herschelのバックパック

getoutside te koop

te koop
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カナダから発信 ! ! 
グローバルな美容業界で活躍する異職種のプロに聞く、
世界の美容の面白さ!

永川源さん   タカラベルモント カナダ支社 社長
      ×
林弘和さん   『salon bespoke』オーナー 

　理美容およびデンタル・メディカル業界にお
いて、世界中で高い認知と評価を受けているタ
カラベルモント社。同社は、椅子・シャンプー
機器、デンタルユニット、手術台など理容・美容・
歯科・医療向けの設備機器やシャンプーなどの
化粧品を製造販売する業界トップメーカー。 5
年前に赴任して以来、現地社長として活躍され
ている 永川 源 さん。一方、世界的有名サロン

『TONI＆GUY』にて長年、クリエイティブディ
レクターとして活躍し、2011年に一緒に働いて
いた（イタリア系、ポルト ガル系、ベトナム系と）
それぞれのバックグラウンドの異なる３人のカ
ナダ人女性トップスタイ リスト達と 『salon 
bespoke 』をオープンした、林弘和さん。毎日
マルチカルチャーな文化に触れつつも、日本で
培った細かな気配りと長年の経験による技術で、
常にグローバルなお客様の心を掴む、トロント
で活躍する日本人美容師だ。
　今回は、同じ美容業界の中で理美容機器を
作る側、また現場にて理美容機器を使う側と
いう関係のお二人に熱く語って頂いた。

20世紀はモノの時代。21世紀は「心の時代」。
永川さん　経済の成長に伴い生活が豊かに
なった21世紀の現在、人々の『心』を動かす
のはモノから付加価値の高いサービスへ移り
変わりつつあると思うのです。

林さん　おっしゃるとおりですよね。日本が西
洋に誇るのは気配り、サービスなどソフトの面
だと思います。今後成長していくには、製品で
はなくサービスや技術を充実させていくことが
鍵になって来るのではと思います。

西洋と日本で感じる違い。
林さん　日本にはハグやキスの文化がない分、
パーソナルスペースを大切にする傾向があり
ますよね？ でも、こっちはいい意味で距離が
近くて、シャンプー台やイスとイスの間隔が
近く、隣り合ったお互いを知らないお客様が

突然会話を始めるなんてこともしばしば。こ
れには初め驚きましたね（笑）。

永川さん　確かに、お客同士がそんなに近
いって日本じゃあんまり考えられないですよ
ね（笑）。その関係もあって、西洋と日本の
サロンとではまずレイアウトや空間作りにお
ける違いが見られますね。次にサロンで働く
人の社会的ステータスや仕事に対する姿勢に
大きな違いがあります。日本では理美容師は
専門教育を受けて国家試験にパスしないとな
れないけど、海外では宣言さえすれば明日か
らでも美容師になれる国が多くて（笑）、カ
ナダでも州によっては未だに資格を必要とし
ません。他には、そこに住んでいる人々の髪
質もそうなんですが、美容に対するこだわり
そのものに大きな違いがありますね。日本人
の髪は平均すると直径が0.08ミリぐらいなの
に対して西洋人は0.05ミリと細く、その分日
本人の毛量は10万本なのに対して西洋人は
14万本と多い。西洋人の髪は弱そうに見える
んだけど、実はキューティクルの層が日本人
の倍くらいあって、ダメージには結構強い。
だから、日本と海外のメーカーが販売してい
るカラーやパーマ剤の薬剤成分には大きな違
いがあります。 西洋人は羨ましいことに顔の
輪郭や頭の骨格が良いので無造作なヘアスタ
イルでも格好良く見えますが、日本人の髪を
デザインするには確かな技術とセンスが要求
されます。だからお客様のこだわりも強いも
のがあって注文も多いですよね。（笑）

林さん　確かに、東洋と西洋では髪質もトレ
ンドも全く変わってきますからね…（苦笑）
歴史上では、髪を切るという技術は割と最
近なんです。世界的に現代美容の基本カッ
ト技術は、ヴィダルサスーン氏が考案した

「サスーンカット」だとされています。ただ、
あくまで世界に広がった基本技術であり、
その後、日本では髪質の違い、文化の違い、
その時の流行によって、さらに細かい技術
によるアレンジが加えられたのが現代のス

タイルといえるの
ではないでしょう
か。例えるなら、
髪のすき方やレイ
ヤー等、日本には
独特のカット技術
の進化があったと
思います。

スタイルの需要
永川さん　そういえば、同じヨーロッパでも
北欧の女性は短いヘアスタイルが割と多くて、
南の方に行くほど髪が長くなるという傾向が
あります。だから髪の長さに合わせて地域毎
に流通するシャンプーユニットのボウルの深
さや幅には違いが存在します。また、同じア
ジアでも日本では「ゆるふわパーマ」を中心
に「かわいい」のがトレンドだけど、中国、
韓国では女性らしいセクシーなスタイルを好
む傾向がありますね。

林さん　それがクリエイティブの面白いとこ
ろですよね。　ただでさえマルチカルチャー
なこのトロントで、最初に僕が選んだサロン
の『TONI&GUY』 がホントに世界中に展開す
るサロンだったため、毎日いろんな国籍/人種
の髪を切りました。やっぱり最初は、それぞ
れの国の「感覚」や「テイスト」を理解して
施術するのは簡単ではなかったけど、、僕自身
すごく勉強になりましたし、面白かったですね。
僕個人的には、そういう点で美容師の仕事は
料理人と共通するところがあると思います。
　お客様の好みに合わせてクリエイティブな仕
事をするのは、常に驚きと楽しみの連続ですね。

永川さん　世界のパーマ需要はほんの2パー
セントにも満たないというデータがあるんで
すけど、その需要のほとんどはアジア圏なん
ですよね。だからワインディングという髪を
ロッドに巻きつける技術って日本の美容師さ
んは当たり前にできるけど、実は欧米の美容
師さんは殆どパーマが巻けない（笑）。

LEGACY BARBER CHAIR

対 談美 容
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林さん　確かにそうかもしれないですね（笑）。
日本人は西洋人のようなゆるいカールのふん
わりしたスタイルにしたいっていう要望が多
いけど、逆に西洋人はアジア人のようなスト
レートに憧れる人が多いですしね。

永川さん　結局、お互いないものねだりなん
ですよね。（笑）

日本人の美意識
林さん　日本人はとにかく美意識が高いです
よね。日本の街を歩いている人を見てもみん
なすごくきちんとしているし、日本人の多く
は一人一人が自分のスタイルを持って、美容
に時間とお金をきちんと費やしている。美容
室に行く頻度も外国と比べて高いです。

永川さん　髪や肌の手入れは時代や国、民族、
性別を超えて全ての人にとって欠かせないも
のですけど、サロン件数といい、人口比率と
いい、日本が世界の最大マーケットであると
いう事実は我々日本人の美意識が高いことの
表れなのかも知れないですね。 

現場の声をもとに開発する
タカラベルモント社のシャンプー台

永川さん　以前は「サイドウォッシュ」といっ
て美容師さんがシャンプー台の横に立って腰
をかがめながらシャンプーをするスタイルが
主流でしたが、この施術方法は腰にかなりの
負荷がかかります。体への負担を少しでも軽
減し美容師さんが一日でも長くキャリアを続
けられるように、「バックウォッシュ」スタイ
ルのシャンプーユニットやシャンプーベッド
を開発し、癒しのサービスが受けられる「ヘッ
ドスパ」という技術やサービスメニューまで
も開発し普及活動を行ってきました。僕もそ
の一員としてやってきたので、実はシャンプー
テクニックにはかなりの自信があります。（笑）
ほかには世界初の全自動洗髪機なんてのもあ
ります。

林さん　本当にサイドシャンプーは腰がキツ
イんですよね。それが原因で腰痛が悪化し、
美容師を辞めていった先輩や同期もいるくら
い。僕も自分と相性が悪いシャンプー台があっ
たサロン勤務時は腰痛がかなり悪化して、寝
ていても痛く、勤務中はコルセットを服の下
に着用してました。
　シャンプーを休みたくはないが、腰を痛め
て大好きな美容の仕事ができなくなるのもど
うかと、当時は悩んだ事もありました。

永川さん　でも、ヘアサロンで受けるサービ
スで一番気持ちがいいのはシャンプーのとき
ですよね。 欧米のサロンだと2-3分で終わるの
が普通で、耳に水は入るし、顔に水はかかるし、
お湯がでなくて冷たい水で洗われるし、タオ
ルドライをしっかりしないから服が濡れるな
んてこともある。シャンプーブースはお金が
取れないという考えが根底にあって、オーナー
もそこには力を入れない。日本では生産性が
あろうがなかろうが、手は抜かない。だから、
その価値や良さを見いだす機器を開発して、
美容師さんの想いに応えるのが我々の役割だ
と感じています。 

トロントから発信する。

林さん　うちの美容室はスタッフのご両親が
移民系カナダ人なこともあり、僕らもほぼ全
員が2カ国語話しますし、僕はスペイン語も
話します。ですので、お客様も 非常に国際色
豊かですね。一日で何カ国語聞くんだ!?って
ことがあるくらいに、色んな言語が飛び交う
ような職場です。今後も移民が増えていく中で、
人口は引き続き、トロント／ GTAを中心に広
がるのでないかって思ってますね。

永川さん　そうですね。でもトロントは他の
大都市圏に比べて在留邦人の数が多いわりに
日本のサロン数がとても少ないですね。日本
のおもてなし精神と確かな技術力は、世界各
国の名だたる有名サロンで活躍する日本人ヘ
アスタイリストが多いことを見ても、世界に
通じるものがあることを証明しています。日
本にはモノ作り以外にも、世界に誇れるもの
がたくさんあります。自信をもって出店して
もらいたいですね。その際にはぜひとも当社
へご用命ください。（笑）

林さん　美容室を海外展開するには、その土
地のスタイルを理解して対応する柔軟さも求

められますよね。日本
人美容師の高い技術や
気配り精神を気に入っ
て、他の国や都市から
トロントに移ってきて
も日本人美容師を求め
て来店してくださる欧
米人のお客様もいらっ
しゃるんです。それは
他の国、都市で活躍す
る日本人美容師達のお
かげであり、 僕もその
一人でありたいし、世

界中の日本人美容師が各国、都市で評判を上
げて、我々のハイ・クオリティを証明すると
いうこの動きをぜひ今後も活発にしていきた
いですね。

美容と健康に関る仕事は面白い
永川さん　美容と健康に関する仕事は本当に
面白い。

林さん　人対人の仕事だから、感情もあるし、
そこにあるパッション（情熱）も直接感じる
ことができる。

永川さん　物質的な欲求は金銭的に解決する
ことができるけど、精神的な欲求はなかなか
満たされない。だから美容と健康に対する人々
の追求心に終わりはありません。

林さん　僕らのような現場の人間の働き易さ
とか効率とかを実際にサロンに足を運んで、
現場の声に応えて製品を開発してくださる。
これは単にモノ作りの域を超えていて、理解
がなければ成立しないんです。永川さんのよ
うな方がトップでいて下さる限りは、僕ら現
場の人間も心強いし安心して、現場で働けま
すね。

永川さん　僕は今でも現場の第一線で働くこ
とを心がけています。現場が見えてないと経
営判断に支障がでるということもありますが、
何度もキャリアを変えて美容師になりたいと
思ったほど美容に関する仕事が好きで興味が
尽きないからかも知れません。世界中のサロ
ンを見てきた経験を活かして、理美容業界の
潤滑油となり業界の発展に役立ちたいといつ
も考えています。

永川源さん
1970 年生まれ。小 3 の時に観た映画『スー
パーマン』に 感化されて異文化に強い感
心を抱くようになる。Alliant Int'l 大学を卒
業後、金融機関を経てタカラベルモント(株) 
に入社。国際事業部 アジア・オセアニア
地域営業、英国 駐在を経て、2009 年より
カナダ法人社長。趣味は旅行、 ヘアカット、
テコンドー、ゴルフ、スキー。

林 弘和さん
1979 年生まれ、名古屋出身。日本国内
のサロン数店舗を経 て渡加。若い頃から
憧れた、NY のサロンや 『Vidal Sassoon』 
からの誘いを断り、世界中に展開するサ
ロン 『TONI&GUY』(ト ロント店)へ就職。
1 年目から著名人の担当や撮影等も経験
し、 一躍トップスタイリストへ。その後、日
本帰国や中米滞在を 経 て 、 再 び 、ト 
ロ ン ト の  『TONI&GUY』 へ 復 帰 。ク 
リ エ イ テ ィ ブ デ ィ レクターとして活躍し、
北米 Top10 も受賞。2011 年に 『 salon 
bespoke』 をオープン。

YUME ESPOIR

ROLLERBALL-F 

林さんの経営するsalon bespoke
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トロント・ヘアサロン/ エステサロン紹介

TONI & GUY Toronto
グローバル経営のサロン

　約50年前に創業し、現在世界に400店舗以上を展開している、
『TONI & GUY』のトロント店。優れたスキルのスタイリストによ
るサービスが評判で、常に地元の顧客で賑わう忙しいサロン。
住所：180 Bloor Street West, Toronto / TEL：416-929-4997
営業時間：火・木・金10:00am～8:00pm / 水　10:00am～7:00pm
　　　　　土　9:00am～6:00pm
http://toniguytoronto.com

SASSOON SALON
　ヨークビルエリアに佇む、セレブリティーに人気のヘアサロン。
日本でも有名な『VIDAL SASSOON』ブランドのサロンで、ヘア
ケア製品も良質なモノを揃えている。
住所：37 Avenue Road, Toronto / TEL：416-920-1333
営業時間： 火　9:00am～7:00pm / 水　8:30am～7:45pm
　　　　　金　8:30am～8:00pm / 土　8:00am～6:30pm
http://www.sassoon.com

DF Hair & Skin Care Salon

ローカル経営のサロン

　アジア系のサロンで、日本人スタイリストも在
籍している。すべてのスタイリストがディレクター
のダニエルさんから最新のカットデザインやカ
ラー・ホイルテクニックの手ほどきを受けており、
常に最新の技術を顧客に提供している。
住所：26 Cumberland Street, Toronto
TEL：416-966-6703
営業時間：火～土　9:00am～7:00pm
http://www.dfhairsalon.ca

Concepts Salon and Spa Toronto
　カナダ人経営のヘアサロンながら、日本人ヘアスタイリストのいる
サロン。ヘアカットだけでなくスパも併設し、マッサージや日焼けサー
ビスを受けることもでき、全身から美しさやリラックスした居心地の
良さを感じることができる。
住所：60 Bloor Street West, Toronto / TEL：416-922-1558
営業時間：月・火　9:00am～7:00pm / 水～金　9:00am～8:00pm
　　　　　土　8:30am～6:00pm / 日　11:00am～5:00pm
http://www.conceptstoronto.com

bob + paige salon

　グリークタウン内にある、地元のファッショニスタたちがこぞって通
うヘアサロン。腕のいいヘアスタイリストとサービスの良さが人気で、
地元誌をはじめとするメディアからの取材も多い。
住所：239 Danforth Avenue, Toronto / TEL：416-850-9719
営業時間：火～金　10:00am～8:00pm / 土　9:00am～5:00pm
http://www.bobandpaige.com

Barberella
　リトルイタリー内にある、レトロな雰囲気が可愛いブティックヘアサロン。
地元の人たちを中心に多くの人から愛されている。クラシックなヘアスタ
イルから色鮮やかなカラーリングまで幅広い要望に的確に応えてくれる。
住所：891 Dundas Street West, Toronto / TEL：416-408-0440
営業時間：火～金　11:00am～7:00 pm / 土　11:00 am～5:00 pm

John Steinberg and Associates
　ファッションディストリクト内にある、お洒落なサロン。個人個人に合わ
せたヘアスタイルを近代的なアプローチから作り出していくクリエイティブ
なスタイリストたちが集まっており、いつでも洗練されたサービスを受ける
ことができる。
住所：585 King Street West, Toronto / TEL：416-506-0268
営業時間：火　10:00am～6:00pm / 水・金11:00am～7:00pm
　　　　　木10:00am～7:00pm /  土　9:00am～5:00pm
http://www.johnsteinberghair.com

Topcuts
　格安価格とサービスのスピー
ドの早さに地元の人も多く集う
ヘアサロン。予約は不要で、
思い立ったが吉日とばかりに気
軽に訪れることができるのが嬉
しい。上記店舗以外にも市内
に15店が点在する。
住所：3248 Yonge Street, Toronto (他店舗あり） / TEL：416-640-6928
営業時間：月～金 9:00am～9:00pm / 土 8:30am～6:00pm / 日11:00am～5:00pm
http://www.topcuts.com

Atrier May

　ダウンタウンの便利なロケーションに位置し、
レベルの高い技術とサービスで地元のお客様も
多く集う日本人経営のヘアサロン。自然光の入
る明るい店内で、インテリアにもこだわりを持っ
たお洒落なサロン。
住所：3529 Yonge Sreet, Toronto
TEL：416-488-8776
営業時間 ：月・水～土　10:00am～6:30pm
　　　　　日　完全予約制
http://www.atelier-may.com

アジア系ヘアサロン ( 日系含む )
sa-lon bespoke

　日本製の縮毛矯正・パーマ液を取り揃え、日
本人に特に嬉しいサービス提供をしてくれるヘア
サロン。アートギャラリーをイメージして作られた
店内奥では、季節毎に地元アーティストの作品
展示も行われている。
住所：846 Yonge Street, Toronto
TEL：647-346-8468
営業時間：火～金　10:00am～8:00pm 
　　　　　土　9:00am～6:00pm
http://www.salonbespoke.ca

©bob＋paige salon
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トロント・ヘアサロン/ エステサロン紹介

トロントの人気エステサロン・スパ

 Sora Beauty Salon
　コリアタウン内にある、日本人ヘアスタイリストのサービスが良
心価格で受けられるサロン。場所柄も相まって、日本人だけでなく
多くの韓国人たちがそのサービスを求めて通う。
住所：5457 Yonge Street, Toronto / TEL：416-733-0152
営業時間：火～日　9:30am～7:00pm
http://www.ysbalance.com

Maya Hair Salon
　どんなスタイルにしようか決められない人も安心。経験豊富で感性鋭いスタ
イリスト達が、自分に似合う髪形やカラーリングをみつけてくれる。トリートメン
トも充実しており、カットではなくても足しげく通いたくなるようなサロン。
住所：635 Bloor Street West, Toronto / TEL：416-588-1480
営業時間：月～土　10:00am～8:00pm

STILLWATER SPA
　パークハイアットホテル内に併設されているスパ。あわただしい日常から
抜け出し、ゆったり、じっくりと体をいたわることのできる極上のサービス
が待っている。マッサージやサウナはもちろん、施術後にはゆっくりとくつ
ろぐことのできるティーラウンジもある。
住所：4 Avenue Road, Toronto / TEL：416-926-2389
営業時間：月～金　9:00am～10:00pm / 土 8:00am～10:00pm
　　　　　日10:00am～6:00pm
http://www.parktoronto.hyatt.com

Hammam Spa
　ファッションディストリクト内にある極上スパ。古くから伝わる伝統的な
施術と、現代の技術の融合。サウナなど日本人にも嬉しいスパメニュー
が揃っている。
住所：602 King Street West, Toronto / TEL：416-366-4772
営業時間：月～金　11:00am～9:00pm / 土　10:00am～8:00pm
　　　　　日　11:00am～7:00pm
http://www.hammamspa.ca

Summerhill Spa
　ボディやフェイシャルマッサージのみでなく、ネイルやWAXINGのサー
ビスも行っているローカルスパ。
住所：154 Cumberland Street, Toronto / TEL：416-924-0531
営業時間：月・日 11:00am～7:00pm / 火～土　10:00am～8:00pm
http://www.summerhillspa.com

Civello Salon & Spa
　ヘアサロン、スパ、フェイシャルメイク、ブライダルなどバラエティ豊かなサー
ビスを受けられる。下記の住所以外にもトロント市内に2店、オークビルに
1店と、支店が点在。（店舗によりサービス内容は異なる）
住所：269 Queen Street West, Toronto / TEL：416-977-7755
営業時間：月　8:00am～5:30pm / 火・水・土　8:30am～7:30pm
　　　　　木・金　10:00am～9:00pm / 日　10:00am～7:00pm
http://civello.com

balance Hair & Nail Studio
　ネイルサロンやまつげエクステのスペースを
併設した日本人経営のヘアサロン。“外面だけ
でなく内面もキレイに”をコンセプトに、顧客
一人一人に合わせたヘアデザインを提案する
ことを心掛けている。

住所：5457 Yonge Street, Toronto / TEL：416-733-0152
営業時間：火～日　9:30am～7:00pm
http://www.ysbalance.com

Kamiya Hairdressing
　日本・海外での経験も豊富で個性的な日
本人スタイリストが多数在籍している人気ヘ
アサロン。イートンセンターの目の前という立
地も加わって、平日でも混雑していることが
多い。Webサイトからのオンライン予約も可能。

住所：211 Yonge Street, Toronto / TEL：416-916-1868
営業時間：月～日10:00am～8:00pm
http://kamiyahairdressing.com

CHURA HAIR SALON
　日本とバンクーバーに支店を持つヘアサロン。
それぞれに個性を持ったスタイリストが在籍して
いるため、あらゆる角度のヘアスタイルに対応
できる。顧客の要望に沿い、かつ顧客自身の
個性をいかすヘアスタイルを実現してくれる。

住所：161 Baldwin Street Unit 4, Toronto / TEL：416-979-5405
営業時間：月～日10:00am～8:00pm
http://chura-hair.com

Tac-TiQ Hair Salon
　日本のヘアスタイル技術とクオリティの高い
サービスを良心的な価格で提供することをコ
ンセプトしたサロンで、日本人ヘアスタイリス
トのサービスが受けられる。インテリアはモダ
ンな雰囲気で、駅のそばでアクセスも良い。

住所：561 Bloor Street West, Toronto / TEL：647-961-0561
営業時間：月～日　10:00am～8:00pm
http://tac-tiq.com

hair happiness
　幸せをもたらすと言われる四つ葉を店の
ロゴに持つ、日本の技術とサービスを真心
込めて提供するアットホームなサロン。トロ
ント市内には北に位置するシェパード駅近く
とダウンタウンにそれぞれ1店舗ずつある。

　日系コミュニティタウン内にあるヘアサロ
ン。思い通りのウェーブを空気の力で仕上
げるデジタルパーマ、「Air Wave」を導入。
髪にも優しい施術提供をしてくれるサロン。

住所(ウェルズリー店)：546 Yonge Street, Toronto / TEL：416-590-7770
営業時間：月～土　12:00pm～8:30pm
http://www.hairhappiness.com

Elmwood Spa
　青色を基調とした清
潔感の溢れるスパ。常
に自分を美しく保ちたい、
日常のストレスから解放
されたい、など、どんな
要望にも応えてくれる理
想の場所。レストランや
ジュースバーも併設され
ている。

住所：18 Elm Street, Toronto / TEL：416-977-6751
営業時間　月～木　10:00am～9:00pm / 金 9:00am～9:00pm 
　　　　　土　 9:00am～8:00pm / 日　10:30am～6:30pm
http://www.elmwoodspa.com

STUDiO T

住所：3160 Steeles Avenue East, Markham (J-TOWN) / TEL：905-475-4247
営業時間　火～土　10:00am～7:00pm / 日　11:00am～6:00pm
http://www.studiot.org

©Elmwood Spa
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グローバル経営のサロン
Aveda Tonic
　高い技術力と研ぎ澄まされた感覚で、ファッションと美と健康をつなぐ。当店で使用
している『AVEDA』の製品は、天然資源由来にこだわっており、人だけではなく自然界
にも優しい成分。ヘアケアサービスも充実している。また、メイクアップレッスンも人
気が高い。それぞれの顔の特徴を分析し、アイシャドウやチークはどんな色味が合うか
など、個性を生かしたメイクアップ法を提案してくれる。ヘアスタイルからメイクまで、
まさに美のトータルコーディネートを受けることのできるサロン。

住所：2714 Granville Street, Vancouver
TEL：604-697-9227
営業時間：月・日　11:00am～6:00pm
　　　　　火～金　10:00am～8:00pm
　　　　　土 9:30am-7:30 pm
http://avedatonic.ca

Bangtown Hair Saloon
ローカル経営のサロン

　レトロな雰囲気が可愛いヘアサロン。値段に
相応するヘアケアサービスで人気。
住所：438 W Pender Street, Vancouver
TEL：604-682-7775
営業時間：月　9:00am～8:00pm
　　　　　火～土　9:00am～9:00pm
　　　　　日　10:00am～6:00pm
http://bangtown.ca

East Vanity Parlour
　ノスタルジックな気分に包まれる店内は、ピ
ンクの壁にオレンジの温かな光で、来た人を心
地よくさせてくれる。老若男女、幅広く愛され
るサロン。

住所：2408 Main Street, Vancouver
TEL：604-637-1122
営業時間：毎日　10:00am～8:00pm
http://eastvanityparlour.com

L'atelier Hair Boutique

　赤を基調としたインテリアにもこだわった
お洒落なヘアサロン。老若男女問わずたくさ
んの地元の人が訪れる。
住所：1063 Mainland Street, Vancouver 
TEL：604-685-2444
営業時間：火～金　9:00am～7:00pm
　　　　　土　9:00am～5:00pm
http://latelierhair.com

Rain Hair Salon Vancouver
　個性的なスタイリストぞろいのサロン。
ニューヨークやサンフランシスコのブ
ティックから発想を得ているというそのセ
ンスで、顧客をトレンドの最先端へと導く。
また、地元のデザイナーによるアクセサ
リーの販売も行っており、ヘアスタイルを
変え、新しいアクセサリーに挑戦できる
のも魅力の一つ。　

住所：207-1540 West 2nd Avenue, Vancouver
TEL：604-733-7246
営業時間：月　10:00am～5:00pm
　　　　　火・水　11:00am～7:00pm
　　　　　木・金　10:00am～8:00pm
　　　　　土　9:00am～6:00pm
　　　　　日　11:00am～6:00pm
http://rainhairsalon.com

Farzad's Barber Shop(men's)

　男性専門の理髪店。オーナーは30年近くこ
の仕事に携わるプロフェッショナルであり、もう
一人の美容師である日本人女性も東京で長年
の経歴を持つ。店内には２台しか席をもうけて
いないため、静かなひとときを過ごせる。 
住所：126-1208 Homer Street, Vancouver
TEL：604-408-0060
営業時間：月～金9:00am～6:30pm
　　　　　土　9:00am～5:30pm
http://farzadsbarbershop.com

KENZO HAIR SALON

　イエールタウン内にある、男性カットも女性カット
も技術に富んだスタイリストがかっこよくスタイリング
してくれるサロン。
住所：1141 Mainland Street, Vancouver
TEL：604-681-3885
営業時間：月～土　10:00am～6:00pm
http://www.kenzohair.ca

Avant Garde Hair Studio

　優秀なスタイリストを揃えたデザイナーズサロン。
ナチュラルなヘアスタイルからユニークなスタイルま
で自由自在に仕上げてくれる。

住所：075 Mainland Street, Vancouver
TEL：604-688-1986
営業時間：火～土　8:00am～7:00pm
http://www.avantgardehair.com

Studio 16 Hair Design

　居心地がよく、心からくつろぐことのできる空間で、
訪れた人はそれぞれスタイリストによる細やかな気配
りと丁寧なカウンセリングを受けることができる。結
婚式などのパーティのためのヘアスタイリングも人気。

住所：1224 Bute Street, Vancouver
TEL：604-684-6636
営業時間：月～金 10:30am～7:00pm
　　　　　土　10:30am～6:00pm
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人気エステサロン・スパ absolute spa
　センチュリープラザホテル＆スパ内にあるスパ。９つのプライベート施術
ルームとハンド・フットケアルーム、そしてなんといってもオススメなのは、
夫婦または恋人と隣同士で施術を受けることのできるプライベートカップル
ルームである。日々の疲れを大切な人とともに癒す素敵な時間が過ごせる。
住所：2525 Arbutus Street,Vancouver
TEL：604.736.2111 
営業時間：月～金　10:00am～8:00pm / 土・日　10:00am～6:00pm
juilletsparesort.ca

Le Petit Spa - Day Spa Services
　日々の疲れから体も心も解き放ち、ほっと一息つくためのデイスパ。全
身のマッサージや、マイクロクリスタル・ピーリングというフェイシャルトリー
トメントで、疲れとともに老廃物も取り去ることができる。
住所：3701 W Broadway, Vancouver / TEL：604-224-4314
営業時間：火　11:00am～6:00pm / 水～金　10:00am～7:00pm 
　　　　　土　9:30am-6:00pm
http://www.lepetitspa.ca

Willow Stream Spa
　フェアモントパシフィックリムホテル内にあるスパ。ここで施術をうけるこ
とのできるウィロー・ストリーム・スパは、人間が本来持つエネルギーと
再生力を取り戻すことをテーマとしたもの。ウィロー＝柳のように、しなや
かで強靭な肉体と明るい精神とのバランスを手に入れることができる。
住所：1038 Canada Place, 5th Floor, Vancouver / TEL：604-695-5550
営業時間：毎日　7:00am～10:00pm
http://www.fairmont.com/pacificrim

Vancouver Shiatsu
　バンクーバーで本格的な指圧マッサージを受けられる。薬ではなく、
人の手による自然治療法である「指圧」。体の内側のエネルギーを引
き出し、病気知らずの体に。価格も良心的。
住所：2678 W Broadway, Vancouver
TEL：604-657-7756
営業時間：金～日　9:00am～7:00pm
http://www.vancouvershiatsu.com

Juillet Spa & Wedding
　丁寧な接客から、訪れ
る人をまるでセレブリティか
のように思わせてくれるス
パ。最新の技術を駆使し
た施術も人気の高い理由
のひとつ。また誕生日や
結婚パーティに、最大45
名までのゲストを迎えて開
くことができるスパ・パーティ
というサービスもユニーク。

住所：2525 Arbutus Street,Vancouver
TEL：604-736-2111 
営業時間：月～金　10:00am～8:00pm / 土・日　10:00am～6:00pm
http://juilletsparesort.ca

Chura Hair Salon
　日本、トロントにもチェーン店があるヘアサロン。
日本人スタイリストがアジア人にあったヘアケア
サービスを提供してくれる。
住所：571 Howe Street, Vancouver
TEL：604-685-1006
営業時間：毎日　10:00am～8:00pm
http://chura-hair.com

Guild hair Salon
　ナチュラル志向でオーガニックケアにこだわりをも
つ。カットだけでなく、パーマやカラーもアジア人の
髪質にあった施術を提供。
住所：918-736 Granville Street, Vancouver
TEL：604-806-0918
営業時間：毎日　9:00am～8:00pm (祝日休業)
http://guildhairsalon.com

KAEN Beauty Design Studio

　ナチュラル志向でオーガニックケアにこだわりをもつ。
カットだけでなく、パーマやカラーもアジア人の髪質にあった施術を提供。
住所：846 Thurlow Street, Vancouver
TEL：604-696-6080
営業時間：日～木　11:00am～7:00pm / 金　11:00am～10:00pm
　　　　　土　11:00am-8:00pm
http://kaenvancouver.com

ROBERT MAX

　男性客も多いヘアサロン。
日本人スタイリストだけでなく、多国籍出身のスタイリストがいる。
住所：524 W Pender Street, Vancouver
TEL：604-685-0649
営業時間：月～土　10:30am～6:00pm / 日　予約のみ
http://robertmax.ca

Sakura Salon
　スタッフは皆日本人のヘアサロン。オススメ
は、スカルプマッサージ。ウェディングや着付
けも対応可。
住所：555 Bute Street, Vancouver
TEL：604-558-0393
営業時間：火～日　10:00am～7:00pm
http://sakura-hairsalon.com

TSUBAKI HAIR EXPRESS
　良心価格で日本人の髪質にあったヘアカットが評判。カット時間も素早く、
仕事や学校の休憩時間に訪れるお客さんもいる。

住所：515 Dunsmuir Street, Vancouver
TEL：604-685-7257
営業時間：月～金　10:00am～7:00pm / 土・日　10:00am～6:00pm
http://tsubakihair.com

アジア系ヘアサロン ( 日系含む )

KOTO Salon
　ロンドンの『Toni & Guy Academy』で技術を磨き、美容業界のコンペティ
ションで数多くの受賞経験をもつスタイリストが在籍。日本人スタイリストもいる
ので、カラーやパーマも日本人の髪質にあったサービスを受けることができる。
住所：156 E Hastings Street, Vancouver / TEL：604-558-0550
営業時間：火～金　10:00am～6:00pm / 土　9:00am～6:00pm
　　　　　日　10:00am～5:00pm　
http://kotohairdressingsalon.ca

©Juillet Spa & Wedding
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街角ファッショ
ンスナップ

トロント編

① オリビアさん（23 歳）
② 学生
③ アニー・ホール

④ Levi’s
⑤ スリフトストア ( 中古品店 )
⑥ 約C$100

① マシューさん（30 歳）
② ファッションスタイリスト
③ ストリートスタイルブログ

④ PRADA
⑤ ハイエンド、ロウエンドのショップ
⑥ 約C$500

① キーランさ ん（22 歳）
② PR / マーケティング
③ 自分

④ Phillip Sparks
⑤ クイーン通り西
⑥ 約C$500-1000 (3ヶ月ごと)

① ミラさん（26 歳）
② 役者
③ ビョーク

④ ARCHIVAL
⑤ どこでも
⑥ 約C$50～100

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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街角ファッショ
ンスナップ

トロント編

① ペイジさん（19 歳）
② 学生
③ Herapatra

④ STAR FASHION
⑤ クイーン通り西
⑥ 約C$20～40

④ ユニクロ(ニューヨーク)
⑤ ケンジントンマーケット
⑥ 約C$150

① タカさん（29 歳）
② 学生
③ 街で見かけるおしゃれな人

④ Ralph Lauren
⑤ クイーン通り西
⑥ 約C$100～300

① ミランダさん（24 歳）　　　　　　　　　
② 大学院生　
③ ブリジット・バルドー

① ロヴィスさん（24 歳）
② ミュージシャン
③ ファレル・ウィリアムス

④ OBEY
⑤ urban outfitters / ZARA
⑥ 約C$100

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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街角ファッショ
ンスナップ

バンクーバー編

① ナキアさん（24 歳）
② 学生
③ ケリー・ローランド

④ H&M
⑤ METROPOLIS at metrotown
⑥ 約C$1,000

① スミさん（21 歳）
② 学生
③ いない

④ TOP SHOP
⑤ Holt Renfrew
⑥ 約C$300～400

① イアンさん（42 歳）
② 教師
③ イギ―・ポップ

④ The Stooges
⑤ なし
⑥ 約C$400

① ヴィヴィアンさん（22 歳）
② 学生（ESL）
③ いない

④ Miu Miu
⑤ なし（各ショップに買い物へ行く）
⑥ 約C$400～500

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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街角ファッショ
ンスナップ

バンクーバー編

① まよさん（22 歳）
② 飲食店店員
③ 水原希子

④ GARAGE
⑤ METROPOLIS at metrotown
⑥ 約C$100

① サラさん（21 歳）
② メイクアップアーティスト
③ オードリー・ヘップバーン

④ Sincerely Jules
⑤ Oakridge Centre / Pacific Centre
⑥ 約C$500

① マイクさん（67 歳）
② リタイア
③ いない

④ Calvin Klein
⑤ HUDSON’S BAY
⑥ 約C$500

④ こだわらない
⑤ Pacific Centre
⑥ 約C$200～300

① サラさん（32 歳）
② 衣料販売店人事
③ いない

①名前・年齢
②職業
③ファッションアイコン

④好きなファッションブランド　
⑤ショッピングによく行くエリア・ショップ
⑥月々ファッションにかける金額
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