[上比長⇔下比長]の年表 20歳レディス[1]
上
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●クロプトパンツ、サブリナパンツ ●トレーナー
●ロールアップされたジーンズ
●ビッグシャツ
●丈の長いジャケット
●7分丈ショートパンツ
●長いストラップのミニショルダーバッグ
●大顔キャラクター、「Ｄｒ スランプ アラレちゃん」
●オーバーサイズシルエット（着丈、襟ぐり、アームホール）
●70㎝×180㎝ビッグマフラー
●ラムウールのＶセーター
●ウールチュニックコート
●ジャケット代わりに一辺が100㎝のウールビッグスカーフ
●ブレザーとバミューダの組合わせ ●ビッグストール
●ブルゾン、ダウントレンド
●アラン（フィッシャーマン）セーター
●ショートブーツヒット、ロングブーツ落ちる
●ポロシャツ不振
●ニッカーゴルフパンツ
●ウールニット使いレッグウォーマー ●７・８分丈カラーショートパンツ
●ボートハウスのトレーナーに行列 ●キルト薄底ローヒール
●ティアラ（宝冠）にトレーン（引きすそ）を長く引くウエディングドレス
●大きなえりぐりの重ね着ニット
●ルーズフィットのカラス族
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●ショートパンツにロングソックス、Ｔシャツインのローラースケーター
●プルオーバーのボタンダウンシャツ
●半そで、供給が間に合わない
●スキーはリフトパンツ
●ミニスカート
●短い丈のピーコート
●ワッペン刺しゅう付きブルゾン
●カーペンターパンツ
●ハイウエスト、サイドカットのニュースリムジーンズ
●ジージャン
●ひざ上丈のショートパンツ
●45cm丈ミニスカート人気
●Ｔシャツドレス
●オイルクロスブルゾン
●ショート丈セーラーカラーのマリン
●着丈がウエスト丈に近い、スペンサースタイルのジャケット
●胸当て付きジャンパードレス
●スタジアムジャンパー
●ロングスカート予想外のヒット
●パーカー
●ヒザ上丈のショートパンツ
●バッグ、ショルダーからハンドへ
●スペンサージャケットのソフトトラ ●ウールニットのレッグウォーマー
●スカートはミニ丈とロング丈
●フルレングスパンツ
●ミニドレス
●半そでのＴシャツが秋冬に売れる
●着丈もアームホールも長い、オーバーサイズシルエット
●クロップパンツ
●共ひもジャンパースカート
●セーラーカラー
●７分丈のニュースリムパンツ
●ペダルプッシャー
●メンズ仕立てテーラードジャケット
●レギュラー丈スカート、超ロングと超ショート落ちる
●ミディ、ミモレの白いスカート。ミニは止まる。
●73cmの深Ｖジャケット
●セーターを腰に巻く、肩に掛ける
●ショート丈セーラーカラーこける ●ヒップが隠れるダブルテーラード
●下がりエリのテーラードコート
●ビッグセーター
●ウエアリング感覚のビッグマフラー ●ビッグなウインターコットンコート
●巨大セーラーカラーのピーコート ●深Ｖニット
●長袖のジャケットカーディガン
●ビッグストール
●ビッグなオーバーブラウス
●振袖
●ボックス型ジャケット
●麻のテーラードソフトジャケット
●ピージャケット
●ロングニットワンピース
●オフショルダー
●スタジアムジャンパー動かない
●白の外ベルト
●カットソーのビッグカーディガン
●サブリナタイプ７分丈カラーパンツ ●夏に長袖
●麻のジャケット
●ひざ切り替えマーメードスカート
●75cm丈ビッグテーラードジャケット ●セーラーズのトレーナー
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●ラムＶセーター
●ハーフ丈ソフトジョッパーズ
●大ぶりのエリのブラウス
●150㎝エルメス柄スカーフ
●ロングジャケットとショートボトム ●５月になっても長そでブラウス
●大版エルメス柄シルクスカーフ ●53㎝タイトスカートとロングニット
●ロング丈トップスとショートタイトスカートの組み合わせ
●ケープエリのドレス
●30cm深Ｖ65cm丈カーディガン
●テーラードスーツ
●テーラドカラーシャツブラウス
●「ワンレングス」ロングヘアー流行 ●上着、長ければ長いほど売れる
●深Ｖニットスーツ
●ダブルテーラードぺプラムドレス ●ロングスカート落ちる
●長袖ボーダーカットソー
●ひざ下まであるビッグストール
●革のでかショルダーバッグ
●大判スカーフ
●振袖
●ショートパンツ量販品になる
●深Ｖロング丈ジャケットとヒザ丈スカート
●ロングのソバージュヘア
●大ぶりのエリ使いドレス
●ウエストシェイプぺプラムスーツ ●ハイレグ量販になる
●ハイウエストパンツ
●デニムのクチュールタイプスーツ
●猛暑なのに長袖Ｔシャツ
●58ｃｍ丈キュロットスカート

●チロリアンショートジャケット
●白えりワンピース
●ショートレングスのジャケット
●サスペンダー付きスカート
●ジージャンタイプのブルゾン型
●オーバーニーソックス
●80cmロングフレアスカート
●スペンサージャケットのリクルート
●カットソーのミニタイト
●ストーンウォッシュのジージャン
●7分丈カジュアルパンツ値崩れ ●すそ前結びブラウス
●女子大生、トランクスをアウターに ●ショートパンツ
●レディス向け75cmティーラードジャケット量販品になる
●ショート丈お嬢様カーディガンスーツ ●スエードのモカシン
●超ハイレグカット水着、人気
●ショート丈ロリータドレス
●ジャストフィットベルト
●デニムショートジャケット
●帽子ブーム
●ロングジャケット、不振
●オーバーニーソックスとミニボトム ●レザーブルゾン
●胸切り替え
●ジャンパー、大量に出る
●ロングブーツ
●ミニのボディコンドレス
●スペンサーリクルートスーツ ●ショート丈コート、３/４丈コート
●ショートスカート
●ショートダッフル、ピーコート
●ウールロングコート苦戦
●フライトジャンパーＭＡ-１
●シェープラインのロング丈ジャケットとひざ丈スカート
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●８５ｃｍ丈トレンチ
●スカーフ
●フェイクファーの付け襟
●90cmのショートコート
●ダッフルコート
●ショートトレンチ
●ハイウエストタイトスカート
●スペンサージャケット
●ボレロとワンピースのアンサンブル
●ショートジャケット
●脇が上がったランニング
●ロゴプリントカットオフトレーナー
●ハイウエストロングフレアスカート
●ショートジーンズジャンパー
●タータンチェックのミニスカート
●ショートカットオフトレーナー
●キルティングジャンパー

●切り替えハイレグ水着
●ショート丈のボディコンシャス
●70㎝リバーシブルコート
●ハーフ丈レザーコート
●ボレロとミニフレアスカート
●85cm丈ロングフレアスカート
●ケープ襟のドレス
●バンダナ使い超ショートスカート
●綿のジョギングパンツ
●ショートヘア
●多ボタンポロシャツ
●スパニッシュタイプジャケット
●パーカー
●コートとミニのスソの位置が同じ
●ロングプリーツスカート
●40cm丈レザーブルゾン
●ショート丈ファージャケット
●革やスエードのライダーズジャケット ●スーパーショートパンツ
●エレッセハイウエストスキーウエア
●ミニキュロット
●ダッフルコート、ピーコート ●ショートフレアスカート

●58cm丈キュロットプリーツスカート ●スカーフ失速
●ミニスカートと７分丈スパッツ組合わせ
●金ボタン紺ブレザー
●ソバージュのロングヘアー
●夏に長そでシャツ
●大型ショルダーバッグ
●ロングトルソー（胴長）
●ショートスカート値崩れ
●ロング丈ジャケット
●ロングカーディガン
●ロングニット
●テーラードジャケットのセットアップ
●深いＶのセットアップスーツ
●ハーフ（チュニック）丈革コート
●カウチンセーター
●レディス向けマウンテンパーカー ●Ｖゾーンの深いシャツ
●アンクル丈ブーツ
●やや長めのミニキュロット
●大ぶりのビビッドカラーストール ●ショート丈のウエスタンブーツ
●ベリーショートパンツ期待はずれ ●ヒップが隠れるＡラインジャケット
●チュニック丈トップスとひざ丈ボトムスの組み合わせ
●大きいサイズの金ボタン紺ブレザー人気続く

●また下10㎝のショーツ

●ロングスカート、フルレングスパンツ ●ロングソックス
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●メンス仕立てのボタンダウンシャツ
●コートのすそがミニと同じ位置
●中途半端丈のスカート苦戦
●ショート丈のフレンチカジュアル ●帽子が好調
●44㎝丈ミニスカート、なんでもヒット
●ハイウエストスカート
●紺ブレがショート丈になる
●短いボトムス快走
●ボタンダウンのシャツ
●ロングブーツ
●伊勢丹ウールショートコート
●ジーンズジャンパー
●半そでレディススーツ
●ボレロのマリンアンサンブル
●サロペットパンツ
●紺ブレ止まる
●ラルフローレンの子供用ポロシャツが大人に人気
●Ｔバッグショーツ、タンガ
●ミニキュロット
●超ハイレグ水着、Ｔバック水着
●ロング丈イージーパンツ
●ハイウエスト
●鈎針編みのボレロ
●厚パン（厚底）サンダル
●ショートコート
●振袖不発、在庫の山
●レディステーラードスーツ苦戦
●ストローバッグ
●ロング丈ジャンパースカート
●キャップ、ハンチング、ベレー
●レザーのライダーズ短ジャケット
●ロングタイトスカート
●ジップアップブルゾン
●イカエリのショートコート
●巻きスカートのロングタイプ
●ボレロやショート丈トップス、外れの素材でも動く

究所
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●アンクル丈ブーツ
●パール持ち手のパールバッグ
●アニエスｂのコピー大洪水
●深い襟ぐりのだらっとした重ね着フリーマーケットスタイル
●パレオ付き水着大ヒット
●深Ｖシャツ
●半そでが６月になっても売れない ●ロングベスト
●ミネラルウォーターを、革のホルダーに入れて首からぶら下げる
●フルレングスのワンピース
●ロング丈トップスのプリコン
●肩ヒモの長いずり落ちリュック
●ワーキングブーツ
●ショートブーツ、爆発的なヒット
●腰を包むほどのロングセーター
●だらっと下がるヒッピーネックレス ●ロングジャケット
●大判スカーフ、ショール、マフラー、ストール、ケープ、ブランケット、タバード
●スエード調ショートブーツ
●ハイカットのスニーカー
●深いスリット入りロングタイトスカート ●厚パンサンダル、量販品になる
●ペダルプッシャー
●ショートキュロット落ちる
●ロングブラウス
●ロングスカート、期待はずれ
●襟ぐりと脇下が深いスリップドレス ●ルーズソックス
●手がかくれる超ロング長そで
●くるぶし丈ロングワンピース
●夏に長袖
●だらりと下がったスリップドレス
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●ソックスとたるませたレッグウォーマーの重ね履き
●超でかトップス
●ロールアップのサブリナパンツ
●テーラードジャケット
●アンクル丈ソックス
●尻が見えるジーンズ
●甚平
●たるませてはく足カバー
●腰の後ろのヒップバッグ
●ロングパレオ
●ゆったりとしたオーバーオール ●外下げベルト
●縦長シルエットのエゴイスト
●ロングスカーフを背中にながす
●ロングコート
●２頭身の電子ペットファービー
●携帯電話や財布を首からぶら下げる「ネックピース」
●ロング丈のカバーオール
●クロプドパンツ
●ロングの付け毛、即完売
●スパッツの上にショートパンツ
●大判スカーフを頭から垂らす
●テーラードレディスジャケット
●上下切り替えスカート
●尻が見えるジーンズ
●画面が大きい携帯電話［Ｎ５０１ｉ」 ●64cmひざ下丈のスカート
●ロングパレオ人気続く
●セクシーなスーパーＶネック
●外腰ベルト
●７分丈のクロプドパンツ
●ロールの入ったロングヘア
●若い女性に甚平

99

年 下

比
94

長
年

上
95

比
年

長

96
年 下

比
97

長
年

上

03年12月5日作成、04年5月31日チェック加筆

●パレオ値崩れ、商品回転率低下 ●超ハイレグ，Ｔバック水着
●バスケットシューズ落ちる、クラシックシューズ伸びる
●マイクロミニスカート
●ジャンパースカート、エプロンドレス
●超ミニピタＴシャツ
●スカート丈はミニかロングの両極
●ハイレグカットのマイクロパンツ
●ワイドロングパンツ
●半そでワンピース
●ニーソックス
●ミニピタＴシャツ
●ソックスガーター
●ストライプのワイドロングパンツ
●厚底コルクサンダル、クロッグス ●脇が上がったアメリカンスリーブ
●マイクロミニスカート
●ミニスモック
●ベリーショートパンツ
●へそ出しルック
●ハイレグ水着
●パンツ、売れる丈は100㎝
●リュックサック
●首元にプチスカーフ
●スポーツシューズ女性客急増
●黒のハイゲージニーソックス
●ひざ上表革ロングブーツ
●冬にモヘアの半そでワンピース
●マイクロドレスにロングブーツ
●ストール、ダバード

●7分丈カラーパンツ
●ペタンコソール
●チュニック丈のシャツブラウス
●ビッグシルエット
●首からカメラをぶら下げて歩く
●ロングヘアー
●サンダルとレッグウォーマーのセット、夏にヒット
●サブリナパンツ
●バミューダーパンツ
●ロング丈トップス
●ハローキティ
●ロング丈ワンピース
●超ロングニットカーディガン
●Ｖネックラムセーター
●ウエストバッグ
●ロングダウン大ヒット
●チュニック丈定着
●古着のミリタリー調マキシコート ●超ロングウールコート
●120cm以上のマキシコート
●ナポレオンカラーのマキシコート
●ミニワンピースとサブリナパンツの組み合わせ
●バミューダー、サブリナパンツ
●ずた袋ショルダー、ヒッピーバッグ
●スリット入りスカート
●ストレッチショートブーツ
●スーパールーズソックス
●オーバーオール
●ロールアップのジーンズ
●ロング丈トレーナー
●巨大エリ
●ヒップスターパンツ
●セーラー襟
●ミニピタＴシャツ
●ショート丈プリーツスカート
●トリンプHipp Up Bottom
●スタジアムジャンパー
●タイトなまとめ髪
●ラグランベースボールＴシャツ
●マイクロミニ、マイクロドレス
●ウールロングコート値崩れ
●厚底ブーツ
●スエードのモカシン
●Gジャン
●４ボタンシングルのリクルート
●マイクロドレス
●胸切り替えワンピース爆発
●トップスのショート丈
●フルレングスパンツ
●足長アールジーン大ヒット
●胸切り替えキャミソールドレス
●カラフルなワラビー
●ショート丈プリーツスカート
●厚底サンダル
●ひもの短いショルダーバッグ、フェンディバゲット
●ショート丈トップス
●胸元オシャレブーム
●ひざ下ニューレングス止まる
●パフスリーブ
●ロング丈ボトム
●スーツ不振
●マラボー付き超ミニワンピース
●フラップ付き胸ポケット
●超ミニ
●100㎝丈胸元切り替えコート爆発
●手作り足カバー
●3/4丈ウールコート
●コットンロング巻きスカート
●お尻が見えそうなマイクロパンツ
●半そでセーター、冬にヒット
●マイクロミニ真冬に爆発

●ニューレングス

●足元のオシャレ
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●トップスに革ひもドローストリング ●ロングタイトスカート
●アイメークアップ
●エレガンスＶネック量販品になる
●チェックのミニスカート
●ヘア小物
●カプリ、クロプトパンツは量販品 ●横編ニットのチビＴ
●半そでのハイネックセーターとマイクロミニスカートのセットアップ
●冬でも７分ソデ
●少し短めのピーコート
●シマロンのローライズジーンズ ●Ｇジャン、メガヒット
●ベアトップ、オフショルダー、チューブトップ
●ストッキング、スティフィット
●胸切り替えタンクトップ
●小さな手持ちバッグ
●ロングスカート
●子供用Ｔシャツを大人が買う
●ニューレングス（ひざ下丈）苦戦
●胸にロゴのＴシャツ
●コンパクトＧジャン
●５分そでショートブルゾン
●ロングスカート
●甚平値崩れ、年齢上がる
●丈が短いアロハ
●ソデも短いショート丈ブルゾン
●ライダーズジャケット
●腰骨丈のダウンジャケットとピージャケット
●超ミニスカートとロングブーツ
●丈が短いフード付きブルゾン
●クロス（十字架）のペンダント
●ストールを襟元や腰に巻く
●ＭＡ-1ジャケット
●短いジャケットのリクルートスーツ
●大判ストール
●スパッツとひざ下丈スカートの重ね着
●結んで垂れ下がるベルト
●トレンチコート
●チュニック丈のトップス
●ベアトップ、夏まで持たず
●スニーカーが女性に
●襟ぐりの大きいギャザーブラウス ●フリンジベルト
●ヒザ下丈スカートとパンツのレイヤード
●ティアードスカート
●７分丈のクロプトパンツ
●テーラードジャケット
●スネまであるロングカーディガン
●股上が20㎝を切るジーンズ「セブン・フォー・オール・マンカインド」
●ストールを腰に巻く
●アフガンストール
●ジャケット丈のＮ-３Ｂブルゾン
●ロング丈ニットブルゾン
●ミドル丈ブーツ
●ロングブーツ不振
●胸元重ね着
●ゆれるロングピアス
●ローウエスト深Ｖカーディガン
●長そでが早く売れ出す
●長めのジャケットのリクルートスーツ
●7分丈や８分丈のカーゴパンツ
●太い折り返し付き７分丈ジーンズ ●長めのビッグカーディガン
●ロールアップカーキパンツ
●カプリパンツ、クロプトパンツ
●斜め掛けができるポシェットタイプのショルダーバッグ
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●結んで垂らすベルト止まる
●真夏にブーツ
●ミニスカートとロングブーツ
●ツイードのミニスカート
●ショートブルゾン
●ショートトレンチ
●ニーハイソックス
●ライダーズジャケット
●丈の短いジャケット
●ひざ上まで届くレッグウォーマー ●ショート丈チェックシャツ
●ショートツイードコート
◆３０ｃｍミニスカート
●ひざ上まで届くブーツカバー
●Ｇジャン
●ひざ上までのニーハイブーツ
●ヒップの半分までのショートコート
●ショートコート
●重ね着チュニックワンピース
●ひざ上15cmショートパンツとハイソックスの組み合わせ
●胸下切替えチュニックワンピース ●ロールアップパンツ止まる
●クリスチャンディオールのロゴＴ ●ショートブルゾン
●ショートパンツ
●ミニスカート爆発、OLにも人気
●超ショートコート
●ロングブーツ爆発
●短いカットソーと長いカーディガン
●ちょっぴり長めのショートパンツ ●ミニボトムとショートブーツ
●ロングマフラーとミニスカート
●長い袖のショートブルゾン
●深Ｖビッグカーディガン
●７分丈パンツ

●ドロップショルダー
●ミニスカートとスパッツの重ね着

究所

