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2016 年 2 月 14 日（日）NY コレクションでランウェイショーを実施 

 

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、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、以下 AFC）NY ステージ」を、2016 年 2 月 11 日（木）～18 日（木）の期間に行われるニュ

ーヨーク・ファッションウィークの関連イベントとして、2016 年 2 月 14 日（日）、ニューヨークの PIER 

59 STUDIOS（ピア・フィフティナイン・スタジオ） で開催致します。 

 

  
- 2015 年 2 月にニューヨーク・ファッションウィーク内で実施した Asia Fashion Collection - 

（左）日本：『ZOKUZOKUB』星拓真、（右）香港：『NelsonBlackle』ネルソン・ロン 

 

AFC の NY ファッション・ウィークへの参加は、2015 年 2 月の 2015 A/W に続き今回で 3 回目となっ

ており、これまでに NY のランウェイショーでデビューしたデザイナーたちは、AFC での実績とビジネ

ス支援をもとに、衣装制作の受注、店舗での販売、出資者の獲得など、それぞれがブランドとしてのビジ

ネスを拡大させています。 

今回、ニューヨーク・ファッションウィークに参加するブランドは、各国の厳しい審査によって選ばれた

韓国 イム・オリョンの『Chungpepe（チョンぺぺ）』、台湾 イーホン・チャン、ジーチン・シンの『(A)crypsis

（エイ・クライプシス）』、香港 カート・ホーの『KURT HO（カート・ホー）』などのアジア勢と、10 月

にメルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク東京内で行なった「AFC 東京ステージ」を勝ち抜いた熊

谷渓（バンタンデザイン研究所・大阪）の『KEI KUMATANI（ケイクマタニ）』、相馬慎平（バンタンデ

ザイン研究所 X-SEED）の『Shinpei SOMA（シンペイソウマ）』、星拓真（バンタンデザイン研究所 X-

SEED）の『ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）』の日本勢を合わせた計 6 ブランドが参加します。 
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アジアから世界に羽ばたく若手デザイナーたちの活躍にご期待ください。 

 

【NY ステージ参加ブランド／デザイナー】 

日本： 『KEI KUMATANI（ケイクマタニ）』  熊谷渓（バンタンデザイン研究所・大阪） 

  『Shinpei SOMA（シンペイソウマ）』  相馬慎平（バンタンデザイン研究所 X-SEED） 

  『ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）』   星拓真（バンタンデザイン研究所 X-SEED） 

韓国： 『Chungpepe（チョンぺぺ）』    イム・オリョン 

台湾： 『(A)crypsis（エイ・クライプシス）』  イーホン・チャン、ジーチン・シン 

香港： 『KURT HO（カート・ホー）』   カート・ホー 

 

前列左から相馬慎平、星拓真、熊谷渓 

後列左から、イム・オリョン（韓国）、カート・ホー（香港）、ジーチン・シン、イーホン・チャン（ともに台湾） 

 

【Asia Fashion Collection NY ステージ実施概要】 

日程： 2016 年 2 月 14 日（日） 

場所： ニューヨーク PIER 59 STUDIOS（ピア・フィフティナイン・スタジオ） 

  ※ニューヨーク・ファッションウィーク関連イベントとして実施 

内容： 日本、韓国、台湾、香港の代表デザイナーによるランウェイショー 

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、FASHION NEWS、fashionsnap.com 

協賛： 国際毛皮連盟 

 

【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・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・スタイルなど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 3度目の開催となります。  
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【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、アニメ、マンガ、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 19 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/ 

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。  

 

（※）バンタンデザイン研究所「X-SEED（エクシード）」とは 

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ぶ特別進級クラス「X-SEED」を運営していま

す。ブランド独立に向けたインキュベーションサポートプログラム、アイテム生産背景サポートシステム、日本語英語対

応の授業運営、少人数チュータリング形式でのデザイン指導を特徴として、これまでに数多くのデザイナーの独立を支援

しています。 

バンタンデザイン研究所 「X-SEED」：http://www.vantan.com/xseed/ 
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【NY ステージ参加デザイナー＆ブランド紹介】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熊谷 渓（くまたに けい） 

バンタンデザイン研究所 大阪校に在籍。 

 

ブランド：『KEI KUMATANI（ケイクマタニ）』 

＜女性のための「冒険」服＞子供の頃に感じたことと、今

感じたことが一致したものをテーマにし、常に好奇心や探

究心を感じることのできる洋服を提案。洋服を着ること

で、今を生きる女性たちがもっと「冒険」でき、今のスタ

イルに新しいエッセンスとなるようにデザインしていく。 

<Women’s> 

 

相馬 慎平（そうま しんぺい） 

バンタンデザイン研究所 特別進級クラス X-SEEDに

在籍。 

 

ブランド：『Shinpei SOMA（シンペイソウマ）』 

ファッション＝non SEX non AGE? 

性別、年齢の境界線を曖昧に女性の魅力を引き出す為

のノージェンダー、エイジレスな世界を表現したウィ

メンズブランド。 

<Women’s> 

 

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。前回に続き、2 年連続でニューヨーク・ファッション

ウィークに出場 

 

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ブランド。 

<Men’s > 
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イム・オリョン／Lim EoRyung（韓国） 

コリア ファッション アソシエーションにより、AFC 参

加デザイナーに選出。 

 

ブランド：『Chungpepe（チョンぺぺ）』 

『Chungpepe』は、わずかな水と光のみで育つ植物で、

ペッパーの一種。綺麗な花を咲かせることもなく、強い香

りを発するでもない、だが芽吹き続ける。ブランド

『Chungpepe』は、洋服を通してこの小さな植物がもつ

強いエネルギーを表現している。 

<Women’s> 

イーホン・チャン／Yi-Hung Chang 

ジーチン・シン／Tzu-Chin Shen （台湾） 

台湾テキスタイルフェデレーションにより、AFC 参加デ

ザイナーに選出。 

 

ブランド：『(A)crypsis（エイ・クライプシス）』 

2014 年夏にブランド創設。『My Life is My Life』という

スローガンのもと、ブランド名は「The 7th Voyage of 

Sinbad」という映画に登場するサイクロプスという怪物

からインスピレーションを受けた。 

<Men’s/Women’s> 

 

カート・ホー／KURT HO（香港） 

香港貿易発展局により、AFC 参加デザイナーに選出。 

 

ブランド：『KURT HO（カート・ホー）』 

衣服とは、ただ単に着ることができれば良いというもの

ではない。隠れたメッセージが必ず存在している。 

<Men’s> 
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