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世界に挑む日本代表の若手デザイナー求む！ 
アジアの若手デザイナーを NY でランウェイデビュー「AFC 6th」開催 

 
株式会社バンタン（本部：東京都渋谷区）と株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区）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）6th」の開催を決定。2018 年 6 月 14 日(木)より日本代表ブランドを選出する審査

会の参加者を募集開始しました。 
 

■ AFC とは 
株式会社バンタンと株式会社パルコが主催する AFC 

は、アジアの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てアジアの若手デザイナーを発

掘・インキュベート（起業支援）するプロジェクトです。

日本、韓国、台湾など、アジアの若手デザイナーたちが参

加。選出されたブランドは制作費や技術面、渡航費等の

サポートを受けながら、ニューヨークで 2019 年 2 月に

開催されるニューヨーク・ファッション・ウィークの公

式コンテンツとしてランウェイデビューを果たします。

また、Taipei IN Style（タイペイ・イン・スタイル）など

国際的な展示会への出場権を含む、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可能です。

第 6 回目の開催となる今回は参加国の拡大も目指しており、

アジア若手デザイナーの更なる発展に寄与します。 
AFC 公式 HP：http://asiafashioncollection.com/ 
 
■ 日本代表ブランドを目指す若手デザイナーの募集を開始 

NYFW のランウェイデビューの場となる「AFC NY Stage(ニューヨークステージ)」。その日本代表ブ

ランドとして出場を目指す若手デザイナーの募集を 2018 年 6 月 14 日(木)より開始しました。ファッシ

ョンデザイナーを目指す学生、もしくは最終学歴卒業から 2 年未満の方が対象で、個人・チームを問わ

ず全国から募集いたします。 
 10 月に東京で開催される日本代表の最終選考に残ったブランドは、AFC 実行委員会からブランディン

グや技術サポートのほか、制作費 10 万円、ニューヨークへの渡航費・現地宿泊費の支援を受けてニュー

ヨーク・ファッション・ウィークでランウェイデビューを果たします。 
募集に関する詳細は左記 URL をご参照ください。（http://asiafashioncollection.com/afc_2018.htm） 

- AFC 6th (2018-2019) キーヴィジュアル - 
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【募集要項】 
応募期間：2018 年 6 月 14 日(木)～2018 年 7 月 10 日(火) 
応募資格：以下、全ての条件を満たす方 

１．学生、または、学校卒業後 2 年未満（2018 年 7 月時点）の個人・チーム 
２．10 月国内審査会、2 月ニューヨーク・ファッション・ウィークに参加できる方 

応募作品：ウィメンズウェア、メンズウェア（キッズ不可） 
応募方法：ポートフォリオ及びエントリーシートの提出 
 
【受賞者へのプライズ】 
・ニューヨーク・ファッション・ウィークの公式ランウェイにてコレクション発表 
・制作費（最大 10 万円）・オリジナルテキスタイルや生産背景のサポート 
・ブランドのコンサルティング支援、バイヤーやメディアへのプレゼン機会提供 
・ブランド WEB サイト制作(協力：MODA TOKYO) 
 
■ 『アジアから世界へ、若者が切磋琢磨し成長できる場を創造』AFC 6th 主催者コメント  
株式会社バンタン 代表取締役会長 石川広己 
デザイナー同士が交流し、切磋琢磨しながら共に成長すること。そして世界を肌で感じ、視野を広げてい

くことがデザイナーの将来に必要だと考えています。AFC というインキュベーションプロジェクトを通

じて、アジアの若手デザイナーの活躍の場の創造、そしてファッション業界全体の活性化を実現して参り

ます。 
 
株式会社パルコ 執行役 ゼロゲート事業部、事業開発部担当 溝口岳 
アジアの若手デザイナーの「刺激創造の場」であり「世界に通じる入口」として、今プロジェクトが機能

するように、実行委員会としても常にプロジェクトの進化を念頭に取り組んでおります。引き続き国内外

のファッション関係の皆様との連携を密に前進し、ファッション界に貢献して参りたいと考えておりま

す。 
 
 
■ AFC のこれまでの取り組み 
過去５年に渡る取り組みにより計 30 ブランドがニューヨーク・ファッション・ウィークでランウェ

イデビューを果たしました。出場したデザイナー達は、この実績をもとに展示会への出展、アーティ

ストの衣装デザイン、商品販売など、ブランドの事業化・事業拡大に向けて活動の幅を広げていま

す。また、AFC 4th(2016-2017) 参加デザイナーの岡本大陸(DAIRIKU)は、『WWD JAPAN』、

『Numero TOKYO』、『Them magazine Blog』など様々なメディアで掲載され、大阪のセレクトシ

ョップ『CONTENA STORE』で取り扱われるなどの実績を上げています。 
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【AFC 5th (2017-2018) の様子】 

 
 
 
【2018 年 2 月のニューヨーク・ファッション・ウィークで発表した AFC 5th デザイナーの作品】 

 
-画像左から林 史佳『Fumiku』、和中 碧＆イ・ヒョウォン『AH』、ヴィーナス・ロー『CHAN CHIT LO』- 

 
【AFC 5th NY ステージ バックステージ・フィッティングの様子】 
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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】 
 
株式会社パルコ 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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