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NY ファッションウィークでランウェイデビューを果たす「AFC 7th」 
2 次審査を通過した若手ブランドを発表 

 
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）が毎年開催している

「Asia Fashion Collection（アジアファッションコレクション、以下 AFC）」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です。7 回目となる今年、全国の応募の中から、2 次審査を

通過し、最終審査となる東京でのランウェイステージに進出する 7 ブランドが決定したことを本日発表

します。 
 

■ オリジナリティに優れたブランドが選出 
バンタンとパルコが主催する AFC は、アジアのファッション産業の 
更なる発展を目指し、アジア各国機構（韓国、台湾、タイなど）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）します。

選出された各国代表の若手デザイナーは、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 2020 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。 
 
6 月に開始した全国からの応募の中、1 次審査となるポートフォリオ審査を通過したのは 17 ブランド。

8 月 27 日（火）に 2 次審査が行われ、業界の最前線で活躍する審査員が各ブランドの最新トワルを確認。

デザインのオリジナリティや技術力の他、ブランドとしての発信力や市場性が評価された、国内の最終審

査に進出する 7 ブランドが決定しました。選出された 7 ブランドのデザイナーは今後、国内最終審査会

となる東京でのプレゼンテーション及びランウェイステージに向けてルックの制作に取り掛かります。 
 
■ 審査会の様子 
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■ 「AFC 7th」国内最終審査会 参加ブランド／デザイナー一覧 
※ブランドのイメージは各 Instagram アカウントよりご確認いただけます。 

【日本代表】（ブランド名／デザイナー名／在籍・卒業校） ※順不同 
・aNANA tih sayim／宮下 奈々（ミヤシタ ナナ）／バンタンデザイン研究所 X-SEED 
 Instagram：https://www.instagram.com/7myst 
・KIICHI／高梨 貴一（タカナシ キイチ）／大阪文化服装学院 卒業 
 Instagram：https://www.instagram.com/takanashikiichi 
・KTOKA／片岡 シキ・カーラ（カタオカ シキ・カーラ）／バンタンデザイン研究所 大阪校 卒業 
 Instagram：https://www.instagram.com/ktoka_garments 
・ito／竹中 太将（タケナカ タイショウ）・伊藤 来未（イトウクルミ）／京都精華大学 
 Instagram：https://www.instagram.com/iiitttooo_ 
・RYUSEI OKAMOTO／岡本 龍星（オカモト リュウセイ）／大阪文化服装学院 
 Instagram：https://www.instagram.com/ryuseiokamoto 
・SHUNYA KAWAUCHI／河内 春弥（カワウチ シュンヤ）／coconogacco 
 Instagram：https://www.instagram.com/SHUNYAKAWAUCHI 
・T a k a à k i／西村 卓晃（ニシムラタカアキ）／大阪文化服装学院 
 Instagram：https://www.instagram.com/aki_takaaki 
 
【アジア代表ブランド】（ブランド名／デザイナー） ※順不同 
・韓国代表 VEGAN TIGER／YANG YOONA（後援：コリア ファッション アソシエーション） 
・台湾代表 SEANNUNG／LIAO SHEN NUNG（後援：台湾テキスタイルフェデレーション） 
・タイ代表 chalisabrand／CHALISA ANEKVORAKUL（後援：サイアム・ピワット） 

 
■ 審査員コメント 
岩田 翔（株式会社 KIDS-COASTER 代表取締役／tiit tokyo デザイナー） 
AFC 参加者の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。そして最終審査へ進んだ方々、まずはおめでとう

ございます。今回の審査を通じて、様々な個性あふれる才能を見せていただき、自分自身とても刺激にな

りました。ありがとうございます。結果に関わらず、参加した全ての方にとってこのコンテストは通過点

です。これからも自分の価値観を突き詰めて社会と向き合いながらファッションデザインを続けてくだ

さい。今後の活躍も楽しみにしています。 
 
HACHI（BALMUNG デザイナー） 
コレクションではブランドを見せて伝え、知ってもらうための最初の入り口として“ルック”というプロ

ポーション作りや提案がデザイナーとして重要な要素です。しかし最後に人の手に渡り残っていくもの

は単品としてのプロダクトです。まだ中間地点ですが、最後の本選までより良いアウトプットができれば

と応援しています。 
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■ 過去ファイナリスト コメント 
林 史佳（Fumiku デザイナー） 
AFC は Fumiku を立ち上げるきっかけとなったコンペティションです。貴重な経験や出会いがたくさん

あり、今の Fumiku に繋がっていると思います。自分の良いと思うもの、作りたいものを突き詰め、そ

の時々の出会いを大切に頑張って欲しいです。 
 
■ 「AFC 7th」国内最終審査 開催概要 
ステージ審査（ランウェイショー形式） 
日時： 10 月 13 日（日） 
場所： EBiS303（東京都渋谷区恵比寿 1-20-8） 
観覧： 無料 ※事前予約必須 

プレゼンテーション審査 
日時： 10 月 12 日（土） 
場所： バンタンデザイン研究所 
 

※ステージ審査及びプレゼンテーション審査は取材を受け付けております。広報窓口までご連絡下さい。 
 
■ AFC 関連リリース 
・2019 年度 募集開始報告： https://www.vantan.jp/ex_release/AFC_7th1.pdf 
・2019 年ニューヨーク・ファッション・ウィークのランウェイショー開催報告：

https://www.vantan.jp/ex_release/ex_release/img/Vantan_AFCNY_6th_Newyorkreport.pdf 
・2018 年東京ステージ開催報告：

https://www.vantan.jp/ex_release/ex_release/img/AFC6th_tokyo_report.pdf 
・中高生を対象とした「AFC U-18」2019 年度 募集開始報告： 

https://www.vantan.jp/ex_release/Vantan_AFCU18_1.pdf  
 
■ AFC とは http://asiafashioncollection.com/ 
株式会社バンタンと株式会社パルコが主催する、アジアのファッション産業の更なる発展を目指し、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です。アジア各国機構（韓国、台湾、タイなど）と連携し、ニューヨーク

で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、プロジェクトを通して選出された若手ブ

ランドのランウェイデビューを果たします。その他、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への機会も提供。2013 年からこれまで日

本・韓国・台湾・タイなどの若手デザイナー計 37 ブランドのランウェイデビューを支援してきました。 
 
【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。 
 
株式会社パルコ 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。 


