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 2021 年 6月 29 日 

トレンダーズ株式会社 
   

  
 

10代女性の2021年下半期トレンド予測 

「INI」、「フォーエイト」、「プロセカ」、「ガルプラ」ら選出 

～ポイントは「音映え」、「推し外出」、「グローバル感」等～ 

2021年上半期のトレンドランキングも発表 
  

  
  
 

SNS トレンドと Z 世代インサイトの研究機関「memedays（ミームデイズ）」は、このたび「10代女性の 2021

年下半期トレンド予測および 2021年上半期トレンド」に関する調査を実施いたしました。 

[調査概要]  

・調査対象：15～19 歳 女性 525 名 ・調査日：2021 年 6 月 15 日 ・調査方法：インターネット調査 

 

◆ 2021年下半期の 10代トレンドキーワードを予測 

  

 

10 代トレンドとなるキーワードを予測するにあたり、10 代女性が回答した「2021 年下半期に流行しそうな

もの」の中から、特に注目すべきものを memedays で選出。「芸能人・インフルエンサー」部門と「エンタメ・

アイテム」部門でまとめました。 
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「芸能人・インフルエンサー」部門予測 

人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生したボーイズグループ「INI（アイ

エヌアイ）」を選出しました。番組の最終回が放送された 2021 年 6 月 13 日には関連ワードが多数 Twitter ト

レンド入り。翌朝から情報番組に出演するなど、デビュー前にも関わらず大きな注目を集めています。2021 年

内にデビューシングル発売が決定しており、2021 年下半期以降の音楽チャートを揺るがす存在になりそうで

す。 

次に選出した「フォーエイト（48）」は、YouTube や TikTok で活躍する 8人組。もともと TikTok で多くの

フォロワーを抱えていたメンバーが集まり、2018年に YouTube チャンネルを開設。チャンネル登録者数は 128

万人超となり、2021 年下半期はさらに活動の幅を広げていきそうです。 

「板垣李光人（いたがきりひと）」は、中性的なオーラが魅力の注目俳優です。2021 年 4 月から日本テレビ

系で放送されたドラマ「カラフラブル～ジェンダーレス男子に愛されています。～」で主演を演じ、一気に知

名度を高めました。独自の世界観のあるファッションやメイクで同世代の憧れの的でありつつ、「オタク」を

自称するなど親しみやすい一面も。次世代のオピニオンリーダーとしても注目されています。 

「とうあ」は、2020年から急速にチャンネル登録者数を伸ばしている 3 人組 YouTuber「ウチら 3姉妹」の

メンバーです。オカマを自称しており、自身のメイク方法を紹介した動画は再生数 527 万回超と大反響を呼ん

でいます。また、動画内で発するユニークな言葉遣いは TikTok でも大バズり。男女ともにファン層を拡大し

ています。 

5 人目は「ブリアナ・ギガンテ」です。インパクトのあるメイクと色っぽい話し方が特徴のミステリアスな

YouTuberです。2021年 5月に日本テレビ系テレビ番組「マツコ会議」に出演し、マツコ・デラックスがハマ

っていると発言したことで一躍有名に。今後、メディア露出も増えていくと予想されます。 

│POINT 

今回選出した「フォーエイト」の他、「すとぷり」（6 人組エンタメユニット）や「浦島坂田船」（4 人組

ボーカルユニット）といった若い世代から支持を集めているグループの共通点は、それぞれファンを抱えた個

人が集まってシナジーを生み出す、いわば「スター集団」とも言うべきユニット型であること。これがひとつ

のヒットパターンとなっています。また、「ジェンダーレス」な魅力を持つ俳優やインフルエンサーは、多様

な価値観を求める傾向にある若い世代の間で、さらに影響力を発揮していくことでしょう。 

 

「エンタメ・アイテム」部門予測 

スマホゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（略称：プロジェクトセカイま

たはプロセカ）を選出しました。10代に人気のスマホゲーム「バンドリ！」の運営会社とセガゲームスが協業

で発表したリズム＆アドベンチャーで、クオリティの高い楽曲と 10 代の共感性が高いストーリーが魅力です。

「YOASOBI」や「Ado」といった、いわゆる「ボカロ P」が関わるアーティストが人気の中、本作でも著名な

ボカロ Pがクリエイターとして参加しており、今後より一層の盛り上がりを見せそうです。 

2 つ目は、「ASMR スイーツ」を選出。「パリッ」「コリコリ」といった、開封や咀嚼の音が楽しい食べ物

が TikTok 映えするとして、人気を集めています。中でもカンロが発売している「グミッツェル」は、グミな
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のにパリパリした食感が特徴で、TikTok ではハッシュタグが 130 万回以上も視聴されているほど。今後もこ

のような「音」を楽しむスイーツは、要注目です。 

3 つ目は「ライブ参戦服」です。コロナ禍以降、10代の「推し事」への情熱は「推しグラス」や「推しゴー

グル」といった、家の中で楽しむ創作に注がれていました。下半期はワクチン接種が進み、溜まっていたお出

かけ欲求が解放されそうな気配。今後はライブ会場やリアルな場へ繰り出す機会も増えると予想されるため、

推し事を思いっきり楽しむためのファッショントレンドが生まれそうです。 

4 つ目は「中国コスメ」をあげました。2020年頃から Instagram や TikTokでは「チャイナ風」の加工や撮影

が人気で、リアルでもこのトレンドが加速しそうです。日本のコスメにはあまりない、派手なラメやグリッタ

ーを使っていたり、パッケージもカラフルで華やかなものが多かったりと、SNS によく映えるものが多くなっ

ています。 

最後は、「Girls Planet 999」（略称：ガルプラ）を選出しました。10代の間ではリアリティショーやオーデ

ィション番組の人気が非常に高く、今後も注目のコンテンツがいくつか控えています。中でも必見なのが、

「PRODUCE」シリーズ（IZ*ONE や JO1らを輩出）、「I-LAND」（BTS の弟分となる ENHYPEN が誕

生）といったオーディション番組を手掛けた韓国企業による日韓中オーディション「Girls Planet 999：少女祭

典」（2021 年 8 月より ABEMA にて放送開始予定）です。すでに 2021 年下半期 No.1 の盛り上がりになるの

ではと、期待の声が寄せられています。 

│POINT 

2021 年下半期のエンタメ・アイテムにおけるキーワードは「音映え」、「推し外出」、「グローバル感」で

す。TikTok や Instagram リールといった短尺動画を好む 10 代にとって、「音」は非常に重要なエンタメ要素

です。彼ら・彼女らの心を掴む商品開発やプロモーションのためには、印象的な音やフレーズ作りが欠かせま

せん。また、コロナ禍で抑圧された「推し事」への情熱は、家の中から外へと向かうと考えられます。そして

もうひとつ、コロナ禍では SNS や配信サービスの利用時間が急増しました。世界中のコンテンツを楽しむこ

とが当たり前になり、今まで以上に「グローバル」という視点がトレンドに反映されていきそうです。 

 

◆ 「2021年上半期 10代トレンドランキング」を、一挙公開！ 

続いて、2021年上半期トレンドを調査し、「SNSミーム」、「芸能人」、「インフルエンサー」、「エン

タメ」、「アイテム」、5 つの部門ごとにランキング化しました。 

※前回調査結果「10 代女性の 2021 年上半期トレンド予測および 2020 年下半期トレンド」：https://memedays.jp/research/202/ 

「SNS ミーム」部門 ～自撮りトレンドは「盛る」から「隠す」へ～ 

Instagram や TikTok などで広がる投稿アイデア＝「SNS ミーム」のトレンドランキングでは、「顔隠し加工」

が 1 位となりました。ひと昔前までは自撮りをいかに「盛るか」が話題でしたが、最新トレンドはいかに「隠

すか」に変化してきています。「ミー文字加工」など、2021 年上半期はかわいく顔を隠した投稿が急増しまし

た。2位から 4位は TikTok で人気の SNS ミーム「いやヤバいでしょ」、「青森ナイチンゲール」、「クリテ

ィカルヒット」がランクイン。これらは 10 代を中心にミーム化し、著名人による投稿も多数見受けられまし

た。その他、YouTube きっかけで広まった大食い企画「1万円企画」などがあがりました。 

 

https://memedays.jp/research/202/
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「芸能人」部門 ～アーティストや芸人も YouTube で発信～ 

1 位は、メジャー1 作目ながら今年を代表するヒット曲となった「うっせぇわ」を歌う「Ado」でした。TikTok

でも多くの 10 代が音源として採用しています。2 位は前回のトレンド予測で選出し、YouTube チャンネルも

人気の声優「花江夏樹」がラインクイン。3 位は今年の各種ストリーミングチャートを席巻した「ドライフラ

ワー」を歌う「優里」があがりました。メディア露出はそれほどないものの、YouTube の更新は積極的で、チ

ャンネル登録者数は 48万人を超えています。4位は関西ジャニーズ Jr.内グループ「なにわ男子」。CDデビュ

ー前にも関わらず多数のメディア出演を果たし、知名度をあげました。5位はお笑いトリオ「ぼる塾」で、仲

の良さが伝わるゆるさが魅力の YouTubeが好評。チャンネル登録者は 20万人を突破しています。 

「インフルエンサー」部門 ～地元仲間、兄妹、カップルなど多様な形に～ 

1 位は地元仲間で結成された 5 人組 YouTuber「コムドット」でした。2018 年にチャンネル開設以降、驚異

的なスピードで人気を獲得。チャンネル登録者数は 206 万人を超えています。彼らのよく使う「ピエロポー

ズ」は、2021 年上半期の定番プリクラポーズに。2 位は SNS 総フォロワー500 万以上を誇る「なえなの」で

す。YouTube や TikTok で見せる、飾らない等身大の姿が同世代の支持を集めています。3位は「中町 JP」と

「中町綾」からなる「中町兄妹」。それぞれがモデルや経営者として活動していましたが、2020 年より兄妹で

YouTube チャンネルを開設し、人気が急上昇しました。4 位はチャンネル登録者 1115 万人を超えるカップル

YouTuber「なこなこカップル」（なごみとこーくん）です。5 位は Popteen専属モデル「莉子」で、人気恋愛

リアリティー番組「月とオオカミちゃんには騙されない」（ABEMA）に出演したことで、10 代からの人気を

確固たるものにしました。 
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「エンタメ」部門 ～マンガ発の注目映画が続々～ 

1 位は前回のトレンド予測で選出していた「呪術廻戦」でした。12 月には劇場版公開が予定されており、下

半期も熱狂はまだまだ収まりそうにありません。2位はゲームアプリ「ウマ娘」です。Twitter トレンド入りを

何度も果たし、大ヒットコンテンツとなっています。3位の映画「花束みたいな恋をした」は SNS や若年層を

意識したプロモーションを展開し、見事に 10 代の心を掴みました。4 位はマンガ「東京卍リベンジャーズ」

で、7 月には実写版映画の公開を控えており、より一層ファンを広げそうです。5 位は全世界で人気を博して

いる、人狼系オンラインゲーム「Among US」でした。 

 

「アイテム」部門 ～TikTok 映えフードや、トイアクセサリー～ 

1 位は TikTok 発で話題になり、売り切れが続出したドイツメーカーのお菓子「地球グミ」です。地球儀の

ようなかわいらしい見た目だけでなく、噛んで開ける楽しさ、食べた後に舌が青くなる楽しさと、様々な

TikTok 映え要素が詰まっています。2 位は「ペッパーランチ」。ホットプレートで大胆に作るペッパーランチ

風レシピが TikTok で人気を博し、上半期を代表するトレンドフードとなりました。3 位は推しのアイドルや

キャラクターの名前をデコレーションする「推しグラス」です。他にも「推しゴーグル」や「推しカチューシ

ャ」といった手作りグッズが話題になりました。4 位は「血色マスク」で、長引くコロナ禍の中、マスクはメ

イクやファッションの一部として取り入れられていきました。5位はおにぎり型ケースの中に具の指輪が入っ

たカプセルトイ「おにぎりん具」がランクイン。上半期は他にも、「クレイリング」や「ビーズリング」など、

おもちゃのようなアクセサリーが流行しました。 
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※SNS や YouTube での UGC 数、フォロワー数、再生回数、チャンネル登録者数は、6 月 24 日時点のものです。 

※本リリースに掲載している商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。 

・YouTube は、Google LLC の商標です。 

・Twitter は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。 

・Instagram は、Instagram,Inc.の商標または登録商標です。 

・ABEMA 及び ABEMA ロゴは株式会社 ABEMA の商標です。 

 

 

SNS トレンドと Z 世代インサイトの研究機関。Instagram や TikTok などで広がる投稿アイデア＝「SNS ミー

ム」のトレンドを、生活者およびメディアや企業へ提供しています。 

Z 世代の消費動向に影響を及ぼす「SNS ミーム」は非言語で伝わるため、国境を越えて世界中で流行してい

ます。今後は、さらに世代を越えて影響を及ぼす可能性を秘めています。このトレンドをいち早くキャッチ

することで、好感と購買へ繋がる新しいマーケティング戦略を提案いたします。 

同時に、SNS のポジティブな楽しみ方を広めることで、若年層のメンタルヘルス問題にも取り組んでまいり

ます。 

 

ウェブサイト：https://memedays.jp/ 

Instagram：https://www.instagram.com/memedays_jp/ 

Twitter：https://twitter.com/memedays_jp 

 

■このリリースに関するお問い合わせや資料・取材をご希望の方は下記までご連絡ください■ 

トレンダーズ株式会社 東京都渋谷区東 3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル 8F 

佐藤 由紀奈（さとう ゆきな） E-mail：memedays@trenders.co.jp 

https://memedays.jp/
https://www.instagram.com/memedays_jp/
https://twitter.com/memedays_jp

