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Asia Fashion Collection 実行委員会 

Press Release                   2014 年 2 月 10 日 

 

アジアの若手ファッションデザイナーがニューヨークコレクションでランウェイデビュー 

渋谷パルコ・台湾「タイペイ・イン・スタイル」での展示も決定！ 

 

 

株式会社バンタン（本部：東京都渋谷区）と株式会社パルコ（本社：東京都豊島区）は、アジアにおけるファッション産

業のさらなる発展を目指し、アジア各国機構と連携しアジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートするプロジェクト

「Asia Fashion Collection（AFC）」の NY ステージを、2 月 8 日（土）にニューヨークコレクションで開催しました。 

 

メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク内で行った NY ステージでは、韓国のウォン・ジ・ヨン『R-SHEMISTE』、

台湾のズユン・ウー『AUSTIN.W』、香港のミン・マク『HANG』、およびバンタンデザイン研究所の学生デザイナー 岸

本明子『is』、清優海子『SEi』、鈴木まあく『VIANAD ViVijoanne Anais dorsbien』の 6 名が、ランウェイショーを行い

ました。 

 

当日はファッション関係者をはじめ、世界中から集まったプレスやバイヤー等、680 名以上の方々にご来場いただき、シ

ョー終了時には大きな拍手が沸き起こるなど、大盛況を博しました。 

 

      

      －日本：清優海子『SEi』－     －台湾：ズエン・ウー『AUSTIN.W』－ 
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また、AFC 実行委員会は、コレクション発表後の事業化支援プログラムとして、メルセデス・ベンツ ファッション・ウィ

ークに参加したデザイナー6 名のコレクションを、2 月 28 日（金）～3 月 6 日（木）までの期間中、渋谷パルコ・パート

１ 1 階にて展示するほか、4 月 17 日（木）～20 日（日）に台湾で行われる台湾最大規模のファッション総合展示会「タ

イペイ・イン・スタイル」にて展示することを決定しています。 

AFC 実行委員会では、今後もアジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートすることでアジアのファッション産業の発

展を目指します。 

 

【会場の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【NY ステージ実施概要】 

日程：  2014 年 2 月 8 日（土）START 20：00（NY 現地時間） 

場所：  ニューヨーク リンカーンセンター 特設会場“The Salon” 

   ※NY Mercedes-Benz Fashion Week 内のショーとして実施 

内容：  日本、韓国、台湾、香港の各代表デザイナーのランウェイショー 

公式サイト： http://asiafashioncollection.com/ 

主催：  Asia Fashion Collection 実行委員会 

後援：  コリア ファッション アソシエーション、台湾テキスタイルフェデレーション、香港貿易発展局 

   毎日新聞社  
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【各デザイナーのコレクション】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    日本：岸本明子『is』    日本：清優海子『SEi』   日本：鈴木まあく『VIANAD』 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  韓国：ウォン・ジ・ヨン『R-SHEMISTE』  台湾：ズエン・ウー『AUSTIN.W』    香港：ミン・マク『HANG』 

 

【参加デザイナー】 

 日本： 岸本明子（きしもとあきこ）  『is（イズ）』  

   清優海子（せいゆみこ）   『SEi（セイ）』  

   鈴木まあく（すずきまあく）  『VIANAD ViVijoanne Anais dorsbien 

          （ヴィアナド ヴィヴィジョアンネ アナイス ドールビエン）』 

 韓国： Won Ji Yuen（ウォン・ジ・ヨン） 『R-SHEMISTE（アルシミスト）』 

 台湾： Tzu-Yun Wu（ズユン・ウー）  『AUSTIN.W（オースティン・ウー）』 

 香港： Mim Mak（ミン・マク）   『HANG（ハング）  
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【AFC 今後の展開】 

■渋谷パルコ パート１ 1 階 特設スペース 2014 年 2 月 28 日（金）～3 月 6 日（木） 

メルセデス・ベンツ ファッション・ウィークに参加したデザイナー6 名のコレクション各 1 体ずつ計 6 体を、2 月 28 日

（金）～3 月 6 日（木）までの期間中、渋谷パルコ パート１ 1 階にて展示（入場無料）します。 

 

■Taipei IN Style 2014 2014 年 4 月 17 日（木）～20 日（日） 

AFC 後援団体である台湾テキスタイルフェデレーションが主催し、4 月 17 日（木）～20 日（日）に台湾で行われる台湾

最大規模のファッション総合展示会「タイペイ・イン・スタイル／Taipei IN Style 2014 AW14/15」に、メルセデス・ベン

ツ ファッション・ウィーク参加デザイナー6 名のコレクションを出展します。その他イベントについても計画中です。 

 

【AFC とは】 

株式会社バンタンと株式会社パルコが実施するアジアにおけるファッション産業のさらなる発展を目指し、アジア各国機

構と連携しアジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートするプロジェクト。コリアファッションアソシエーション、

台湾テキスタイルフェデレーション、香港貿易発展局と連携し、各国を代表する若手デザイナーが手掛けるブランドを選

出、2013 年 10 月に東京コレクション、2014 年 2 月にニューヨークコレクションでのランウェイデビューの機会を提供し

ます。また選出されたブランドは、ニューヨークのランウェイデビュー後、日本を含むアジアでの販売や受注を目的とし

た事業化支援プログラムにも参加できます。 

 

【AFC の目的】 

Asia Fashion Collection 実行委員会は、アジアのファッション業界の未来を担う若手デザイナーを各国機構と連携し発掘、

インキュベートすることで、若手デザイナーのアジアの国々の行き来を通じ、ファッション業界資産の有機的な交流の実

現を目指します。 

 

【AFC 実行委員会について】 

Vantan （バンタン） http://www.vantan.jp/ 

1965 年の創立以来、クリエイティブ分野に特化して人材の育成を行っている専門スクール。現役のプロクリエイターを講

師に迎え、ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画 映像、フォト、ゲーム、マンガ、アニ

メ、パティシエ、カフェ、フードコーディネーターなどの分野において、業界と連携した「実践型デザイン教育」で、即

戦力となる人材を育成する教育事業を展開し、これまでに 18 万人以上の卒業生を輩出しています。 【東京・大阪】 

 

PARCO （パルコ） http://www.parco.co.jp/group/ 

1969 年の「池袋 PARCO」オープン以来、ファッションのみならず、音楽やアート、演劇などのカルチャーを積極的に紹

介し、さまざまな新しい才能の発見や応援をしています。パルコの企業姿勢として、ショッピングセンター事業、エンタ

テインメント事業、総合空間事業、専門店事業、Web・EC 事業など各事業領域において、「新しい才能の発見・支援」に

重点的に取り組んでいます。その取り組みは日本国内に限らず、海外の若手デザイナーの成長支援や、日本のデザイナー

やクリエイターの海外での事業成長の支援などグローバルに展開しています。各事業での「新しい才能の発掘・支援」を

通して成長したブランドや、共感軸で広がったネットワークは当社事業の新しい取り組みに繋がっています。 
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