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中高生限定ファッションコンテスト「AFC U-18」TOP20 発表！ 
SNS 投票を本日開始、二次審査を経て 10/14 に TOP5 が決定 

 

株式会社バンタン（本部：東京都渋谷区）と株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区）は、中高生限定の

ファッションコンテスト「AFC U-18（エーエフシー ユーイチハチ）」の一次審査を実施し、20 名の作品

が選ばれました。10 月 1 日(月)より開始される SNS 投票、および 10 月 14 日(日)開催の二次審査により

TOP5 が決定します。 
 

■ AFC U-18 とは 
アジアのファッション産業のさらなる発展を目指して、

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「Asia Fashion Collection（アジアファッシ

ョンコレクション、以下 AFC）」。その同時開催コンテンツ

として、中高生限定のファッションコンテスト「AFC U-18」
を開催。募集枠を昨年の高校生限定から今年は中学生まで

拡大、ファッションに”リアルガチ”な全国の中学生・高校生

を募集し、日本一を競います。未経験者にも手厚いサポー

トを行いながら、次世代ファッション人材の育成を目指し

ます。プロジェクト概要は以下をご確認ください。 
AFC U-18 公式：http://asiafashioncollection.com/hsc/ 
 

■今後の展開 
今回の一次審査で選ばれた 20 名は、SNS 投票を経て、二次審査に臨むために東京・恵比寿に集います。

二次審査ではデザイン画の審査が行われ、最終審査に臨む 5 名が選出されます。5 名は 2019 年 2 月の最

終審査に向けてAFC委員会からサポートを受けながら、衣装制作を開始。未経験者でも安心できるよう、

素材提供や素材選定アドバイス、パターンや縫製の技術指導など実践的な教育機会を提供いたします。 
 
■SNS 投票について 
昨今のファッション業界において、若手クリエイターが作品を発信するためには、SNS マーケティング

を活用した PR 活動を欠かすことができません。そこで、「AFC U-18」では、エントリー学生それぞれが

SNS 配信を目的としたコンテンツの制作を行い、Instagram を使用して発信力を競います。SNS 投票は

2018 年 10 月 1 日(月)～10 月 14 日(日)に実施され、一般の方々からの参加も受け付けております。

Instagram にてハッシュタグ「#afc_u18」を検索のうえ、投票にご参加ください。投票結果は、10 月 14
日(日)に開催される二次審査に加点されます。 

- 『AFC U-18』キーヴィジュアル- 
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■ 一次審査通過作品 
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■二次審査について 
日時：10 月 14 日(日)  
場所：EBiS303 （渋谷区恵比寿 1-20-8） 
内容：審査員評価（デザイン画）、SNS 投票結果 

 
＜審査員のご紹介＞ 
※敬称略・順不同 

 

 

 
 
 
＜同時開催イベント情報＞ Asia Fashion Collection ：http://asiafashioncollection.com 
AFC 実行委員が開催する「AFC 6th 東京ステージ」を同時開催いたします。「AFC 6th 東京ステージ」で

は、日本・韓国・台湾・タイを代表する若手ブランドがショー形式でコレクションを発表します。日本代

表ブランドを決める最終審査会も開催されており、選出されたブランドはニューヨーク・ファッション・

ウィークの公式コンテンツ「AFC 6thニューヨークステージ」にて、コレクションを発表します。 
「AFC 6th 東京ステージ」開催後には、メディア・バイヤー向けの交流会も実施いたします。 
 ＊ショー観覧には事前申込が必要となります。以下 URL よりお申込ください。 

申込サイト⇒https://bit.ly/2pvIeIh 
 
  

・大瀧彩乃/ スタイリスト 
アイドルグループ「チェキッ娘」の一員として活動した後、2000 年に 
芸能界引退。 
2002 年からテレビ業界向けのスタイリング会社に入社し、2013 年独立。 
現在は渡辺直美、柳原可奈子のぽっちゃりタレントのほか、横澤夏子など、

メンズを含め 11 組のタレントを担当。 

 
・伊達めぐみ/ スタイリスト 
2001 年、長瀬哲朗氏に師事。2004 年独立。 
アーティスト、広告などのスタイリングを中心に活動。 
BABY METAL、Kalafina 等プロモーションビデオや CD ジャケット 
などの衣装を手掛ける。 

 
・四本優子/ スタイリスト 
バンタンデザイン研究所卒業後、スタイリストアシスタントとして 
雑誌編集部に就職。 
現在は雑誌「Popteen」、藤田ニコル、みちょぱ（池田美優）などの 
スタイリストとして活躍中。 
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■ 昨年開催「AFC High School Contest」の実績 
グランプリ受賞作品 
テーマ：「ふんどしイズム」 
氏名：細矢さくら 
賞品： 
バンタンデザイン研究所特待生 
池袋 PARCO にて作品展示 
業界クリエイターの個別指導、等 
 
 
■ 関連リリース 
＜AFC U-18＞ 
“ファッションリアルガチ”求む！中高生限定「AFC U-18」コンテスト開催 
～未来のデザイナーが考える 2019 年のファッションとは～ 
https://vantan.jp/ex_release/ex_release/img/AFCU18_1.pdf 
 
<Asia Fashion Collection> 
世界に挑む日本代表の若手デザイナー求む！アジア若手デザイナーを NY ランウェイデビューAFC 6th 開催 

https://vantan.jp/ex_release/ex_release/img/AFC_6th_1.pdf 
 
タイ・サイアムピワット社が後援団体に決定 ＡＦＣ初のタイデザイナー出場も 

https://vantan.jp/ex_release/ex_release/img/Vantan_AFC_6th_2.pdf 
 
AFC 東京ステージ出場の日本代表 8 ブランド、アジア代表(韓国・台湾・タイ)3 ブランドが決定！ 

https://vantan.jp/ex_release/ex_release/img/AFC_6th_3.pdf 
 
 
【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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