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Press Release                 2015 年 4 月 3 日 

 

台湾最大のファッションイベント「タイペイ・イン・スタイル」で 

ランウェイショーおよびコレクション展示を実施 

 

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、台湾・台北で開

催されるファッション総合展示会「タイペイ・イン・スタイル」で、4 月 10 日（金）にニューヨークの

メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク内で実施した「Asia Fashion Collection NY ステージ」参

加デザイナー6 名のブランドコレクションのランウェイショーを実施致します。 

ランウェイショーは、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（アジアファッションコレクション）」の事業化支援プログラムとして行い、また 4 月 9 日（木）

～12 日（日）の会期中、参加デザイナーのコレクション展示もあわせて実施致します。AFC の「タイペ

イ・イン・スタイル」参加は、2014 年に続き 2 度目です。 

アジアから世界に向けて挑戦し続けるデザイナーたちの活躍にご期待ください。 

 

  

- 2014 年 4 月「タイペイ・イン・スタイル」で実施したランウェイショーの様子 - 

 

【実施概要】 

日程： ランウェイショー 2015 年 4 月 10 日（金）16：00 スタート（現地時間） 

  コレクション展示 2015 年 4 月 9 日（木）～12 日（日） 

会場： 松山文創園区（ランウェイショー、展示会） 

内容： ニューヨーク 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 

  ブランドコレクションのランウェイショーおよび展示 

公式サイト： http://asiafashioncollection.com/  
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【参加デザイナー】 

日本： 『TSUBASA SHINYO（ツバサシンヨウ）』  榛葉翼（しんようつばさ） 

  『ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）』    星拓真（ほしたくま） 

  『old honey（オールドハニー）』    原まり奈/鈴木優（はらまりな/すずきゆう） 

韓国： 『noirer（ノイア）』       リ・ヤンゴン 

台湾： 『Athena Chuang（アテナ・チャン）』   アテナ・チャン 

香港： 『NelsonBlackle（ネルソンブラックル）』  ネルソン・ロン 

 

【ニューヨーク・ファッション・ウィークで発表した各デザイナーのコレクション】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   日本：『TSUBASA SHINYO』榛葉翼    日本：『ZOKUZOKUB』星拓真    日本：『old honey』原まり奈/鈴木優 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      韓国：『noirer』リ・ヤンゴン       台湾：『Athena Chuang』アテナ・チャン  香港：『NelsonBlackle』ネルソン・ロン 
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- 左から榛葉、鈴木、原、ネルソン、アテナ、リ、星 - 

 

【タイペイ・イン・スタイルについて】 

「タイペイ・イン・スタイル」は、AFC の後援団体である台湾テキスタイ

ルフェデレーションが 2006 年から実施している台湾で最大規模のファッ

ション総合展示会です。ファッションブランドのコレクション発表をはじ

め、合同展示会、セミナーなどのイベントを行い、国際市場に繋げるプラ

ットフォームの構築を目指しており、2014 年は国内外のブランド 299 社

300 ブースの出展や、21 本のランウェイショー、2 回のトランクショーを実施し、バイヤー・メディア

を含め 19 カ国から 40,000 人以上が来場しました。今回も 2014 年に続き台北 101 などがある台北の中

心地 信義（シンイー）エリアに位置する、各種展示会、ファッションコレクション発表や芸術活動を行

う現在一番人気の文化総合施設「松山文創園区（ソンサンウェンチァンユェンチュ）」で開催されます。 

 

【AFC とは】 

韓国、台湾、香港、そして日本の若手デザイナーたちがしのぎを削り、各国の代表デザイナーとしてニュ

ーヨークのメルセデス・ベンツ ファッション・ウィークでのランウェイデビューを目指す“コンペティ

ション”の要素と、その後のパルコでのコレクション展示やタイペイ・イン・スタイル等の国際的な展示

会への参加機会を提供し、デザイナー自身がビジネスチャンスをつかんでいく“インキュベーション”の

要素を兼ね揃えたプロジェクトで、昨年に続き、今回で 2 度目の開催となります。 

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、FASHION NEWS 

協賛： セーレン株式会社、株式会社ジェーシービー、株式会社ジェーシービー・インターナショナル

  カフェベネジャパン株式会社 
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【AFC の 2014 年度の取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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】 

ファッション分野をはじめ、クリエイティブ分野に特化して人材育成を行うバンタンデザイン研究所で

は、世界標準のプロフェッショナルによる英語の授業でアジア最高峰のクリエイティブを学び、世界デビ

ューを目指す特別進級クラス「X-SEED（エクシード）」の運営を行なっています。 

 

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。

2014 年 10 月 19 日 東京コレクション 

2015 年 2 月 28 日～3 月 7 日 渋谷パルコ館内にて作品展示 

2015 年 2 月 14 日 NY コレクション 
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参考資料【NY ステージ参加デザイナー＆ブランド紹介】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

榛葉 翼（しんよう つばさ） 

バンタンデザイン研究所 特別進級クラス X-SEED 出

身。AFC 東京ステージでは、BEAMS 創造研究所の南

馬越一義氏と、ヌメロ・トウキョウの軍地彩弓氏の 2

名から審査員賞を受賞し、注目を集めた。 

 

ブランド：『TSUBASA SHINYO（ツバサ シンヨウ）』 

理屈じゃない、純粋で感情的な【なんか良い】を創る 

星 拓真（ほし たくま） 

バンタンデザイン研究所 特別進級クラス X-SEED に

在籍。AFC 東京ステージでは、FASHION NEWS の

村上要氏から審査員賞を受賞。 

 

ブランド：『ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）』 

ゾクゾクしい（ゾクゾクする）+美しいの造語。デザイ

ナーが見たゾクゾクした物や形を洋服に落とし込む。

毒々しい色彩のグラフィックを得意としたユニセック

スブランド。 

原 まり奈（はら まりな）／鈴木 優（すずき ゆう） 

バンタンデザイン研究所 特別進級クラス X-SEED 出

身。AFC 東京ステージ後に行われた最終審査で NY に

参加できる最後の 1 枠を勝ち取った。 

 

ブランド：『old honey（オールドハニー）』 

甘さが苦味に変わる瞬間の儚さを纏う。感情に訴えか

ける服作りを体感してもらうことで多くの美意識を産

み育てたい。 
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リ・ヤンゴン／Lee Younggon（韓国） 

2014 年 7 月に韓国で行われた「第 4 回インディーブラ

ンドフェア」に参加、150 名を越えるエントリーの中

からコリア ファッション アソシエーションの審査を

経て AFC 参加デザイナーに選出。 

 

ブランド：『noirer（ノイア）』 

noir（黒）+er（人）モノトーンの抑制されたカラー、

クラシックに裏付けられた現代的再解釈で暗く、深

く、濃い世界観を実現する。着る人とコミュニケーシ

ョンをとる情熱を持っているブランド。 

 

アテナ・チャン／ Athena Chuang（台湾） 

2014 年 4 月に台湾で行われた「Taipei IN Style」出展

デザイナーで、台湾テキスタイルフェデレーションなど

による審査を経て、AFC 参加デザイナーに選出 。 

 

ブランド：『Athena Chuang（アテナ・チャン）』 

エレガンスとオリジナリティのあるフェミニンさをコア

コンセプトに、自分の中にある様々なファンタジーや物

語を表現するブランド。古代と現代、クラシックとポッ

プ、柔らかさと堅さなど異なるもの同士をミックスしな

がら新しい素材や色合い、シルエットに落とし込む。 

ネルソン・ロン／ Nelson Leung（香港） 

2014 年 1 月に香港で行われた「The Hong Kong Young 

Fashion Designers' Contest」（応募者約 200 名から選

抜 16 名が出場）のチャンピオンに輝いた実績を香港貿

易発展局が評価し、AFC 参加デザイナーに選出 。 

 

ブランド：『NelsonBlackle（ネルソンブラックル）』 

大胆なテイラーの技術で魅惑的で洗練されたプロダクト

を生み出すメンズブランド。日常生活のささいな出来事

をインスピレーション源とし、デザイナーのユニークな

視点を織り交ぜながら服作りを行なっている。 
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