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2017年3月22日～ 28日、ギンザファッショ
ンウィーク期間中の三越銀座店9階テラスコー
トで、「CREATORS TOKYO 8ブランド×8産
地のコラボレーション展」が開催された。この
展示会は、Tokyo新人デザイナーファッション
大賞プロ部門の入賞者で構成されるチーム
“CREATORS TOKYO” の デ ザ イ ナ ー が、

Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部
門の支援プログラムの下、国内のテキスタイル
産地を訪れて開発した、オリジナル素材をつ
かって製作された商品を発表する場である。

本稿では、この Tokyo新人デザイナーファッ
ション大賞と、入賞者に与えられるビジネス支
援の内容について紹介する。

Tokyo新人デザイナーファッション大賞と
CREATORS TOKYO

Tokyo新人デザイナーファッション大賞（主催：
東京都、繊維ファッション産学協議会ほか）は、
1984年に始まったオンワード新人デザイナー
ファッション大賞を起源とした、アマチュアを対
象とするコンテストであったが、2011年からプ
ロ部門が創設された。このプロ部門の入賞者が、
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若手デザイナーと産地のコラボレーション
－世界で活躍するデザイナー育成を目指す
Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門のビジネス支援－

1   2011 年から始まった Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門は、毎年 10 ブランドを選出し、入
賞したデザイナーには3年間のビジネス支援を行っている。CREATORS TOKYOは、その支援デザイナーと、
支援を卒業したデザイナーで構成されるチームの名称である。

2   2016 年度から支援の一環として、産地とのコラボレーションによる素材開発が始まった。
3   開始から 7 年目を迎え、第 1 線で活躍するデザイナーも増えてきた。今後も、若手支援の場を提供し続ける

ことが重要である。

要　点

出所：Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局

展示会風景
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CREATORS TOKYO のメンバーとなり、その
年から 3年間、さまざま々なビジネス支援を受け
ることができる。東京のファッションが世界でも
注目を集める中、才能ある若手デザイナーが世
界で活躍できるよう、支援しようというのがこの

CREATORS TOKYO のビジネス支援である。
支援デザイナー数は、約30人で、毎年新たな

入賞者が 10人程度加わり、3年を経た卒業生と
入れ替わることになる。2011年の開始時から、
2017年で 7年目となり、CREATORS TOKYO
のメンバーは、支援期間が終了したブランドのデ
ザイナーも含めて、現在70名程度となっている。

創造力と独創性、さらにビジネスとしての事
業の発展性を選考基準とする本賞は、ブランド
の開設から 7年以内であること、また事業主の
売上額（副業を除く）が 1,000万円以上という
厳しい応募基準があるものの、認知度の向上も
あり 2017年は、38ブランドの応募件数の中か
ら、東京都知事賞を受賞した KIDILL他、全10
ブランドのデザイナーが選ばれた。

KIDILL（キディル）
末安 弘明

KÄÄPIÖ（カピエ）
大島 郁

MURRAL（ミューラル）
村松 祐輔／関口 愛子

amok（アモク）
大嶋 祐輝

malamute（マラミュート）
小髙 真理

PHABLICxKAZUI（ファブリックバイカズイ） 
瀧澤 日以

STAIR（ステア）
武笠 綾子

Y.O.N.（ワイオーエヌ）
西岡 遥

-niitu-（ニーツ）
新津 祥太／新津 志朗

chloma（クロマ）
鈴木 淳哉／佐久間 麗子
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多様なビジネス支援
ビジネス支援の内容は、国内外の合同展、個展、

ショールームへの出展支援、ショーやインスタ
レーションの開催支援、百貨店や WEB などで
の販売機会の提供、バイヤーへの営業支援や地
方小売店の開拓支援といった、販売面の支援の
他、ブランドの情報発信における広報面の支援
や、商標登録から、経営全般までの相談相手に
なるという支援も行い、多岐にわたっている。

これらのサポートは、全てのデザイナーに画
一的に提供されるわけではなく、彼ら自身が自
分のブランドの戦略に沿った希望を出し、事務
局で精査されたうえで、実現する。例えば合同
展への出展時には、出展費用の一部を負担する
というサポートがあるが、その際、デザイナー
は事前に展示会出展への支援依頼書といった書
面を用意し、事務局の了解を得る必要があり、
出展後は報告書の提出が義務付けられている。
また、バイヤーへの営業支援では、デザイナー
に代わって専門の国内営業担当者が、デザイ
ナーの希望した地域で、複数ブランド合同で営
業活動を行うこともしている。各ブランドのデ
ザイナーが単独で各地を回るよりも効率的で、
費用も抑えられる。

Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務
局の山地事務局長によれば、支援に際し、デザ
イナーと意見交換することが非常に重要で、た
とえば展示会出展の場合、どの展示会に何を目

的に出展するのか、どのような効果が期待でき
るのかといった明確な目標設定が求められる。

「若手のデザイナーは、発展途上であり、皆、資
金面など内情は厳しい。それでも、このビジネ
ス支援制度を活かして、個展であれば、これま
でよりももっと立地が良く、感度の高い場所で
開催するなど、やりたくてもできなかったこと
に挑戦してビジネスの拡大につなげてほしい」

出所：筆者撮影

Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局
山地 保 事務局長

若手のデザイナーは、自分のクリエイション
に集中してしまうあまり、バイヤーを含めた外部
への効果的な発信ができなかったり、他企業と
の取り組みや商談の際に必要とされる積極的な
主張が不得手だったりする傾向があるが、ビジ
ネス支援の 1 つとして、第3者の立場である事
務局に、事前や事後のビジネス相談ができるこ
とも、この取り組みの大きな特徴である。

デザイナーにとっては、本賞に入賞すること

TOKYO FANTASHION

CREATORS TOKYO のデザイナーによるファッションショーや、特別販売会を行う
出所：Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局
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で、ファッションビジネス系のメディアに取り
上げられ、単純に露出が増えるというメリット
は当然あるが、同時に、これらの支援を 3年と
いう期限内にどれだけ有効に活用するかが問わ
れるといえる。

産地コラボ
その中で、2016年度から新たに始まった、デ

ザインの企画の部分に対する支援策が、冒頭で
紹介した産地コラボレーションである。

この産地コラボサポートは、支援期間中であ
るデザイナーに、テキスタイルやニットメー
カーとの橋渡しをして、オリジナルの素材開発

を支援するというもので、初年度はサポートを
希望する 8ブランドのデザイナーが、8産地の
メーカーと独自素材の開発に取り組んだ。

産地コラボは、最初に素材開発に意欲のある
デザイナーを募り、希望する素材の具体的なイ
メージを固めるところから始まる。その後、各
デザイナーの要望にそって、産地と人をつなぐ
仕事を続けるファッションキュレーターの宮浦
晋哉氏にマッチングを依頼し、テキスタイルメー
カー、ニットメーカーを紹介してもらう。組み
合わせが決定すると、デザイナーは素材メーカー
各社が都内で展示会を行う場に出向いたり、あ
るいは産地を訪問したりして、サンプル製作を
行う。そうして出来上がったオリジナル素材を
使って、各ブランドの商品を製作し、冒頭の

「CREATORS TOKYO 8ブランド×8産地のコ
ラボレーション展」で発表した。

デザイナーにとって、オリジナルの素材開発
に興味はあっても、メーカー側に伝

つ

手
て

がないこ
とが多く、また自分の求める素材を作るために、
どこに頼めばいいのかということも、簡単には
分らない。この産地コラボでは、そういった出

HELMAPH & RODITUS
 （ヘルマフアンドロディタス）×（有）カナーレ

meanswhile（ミーンズワイル）×
（株）ウエマツ（ポンチョ）
小松製錬（株）（ネックウエア）

LAMARCK（ラマルク）×（株）ミタショー

図表　産地コラボ参加企業一覧
岡山 （株）スタジオエクリュ

桐生 （株）ミタショー

五泉 塚野刺繍（株）、（株）カワノ　

泉州 林キルティング

東京 富田興業（株）、長坂染革（株）

播州 東播染工（株）

尾州 （有）カナーレ、三星毛糸（株）、児玉毛織（株）、
横貴繊維工業（株）

北陸 （株）サトー、敦賀繊維（株）、（株）ウエマツ、
（株）スズニット、小松精錬（株）　

出所：Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局



35繊維トレンド　2017 年 7･8 月号

若手デザイナーと産地のコラボレーション

会いの部分からもサポートが得られ、デザイ
ナーが多くを学ぶ機会になる。

実際に素材開発を行うメーカー側にとって
は、この取り組みはロットが小さく事業として
すぐに大きな利益が期待できるわけではないも
のの、若手の育成という支援活動の趣旨を理解
して、積極的に新しいモノづくりを楽しんでく
れているという側面もあるようだ。

2017年は、4月に希望を募り、宮浦氏のマッ
チング、各産地との素材開発を経て、9月には
製品として仕上がる予定だ。

今後の展望
ここまで、デザイナーに対するビジネス支援

を見てきたが、アパレル分野全体では、店頭で
の衣料品の消費不振が指摘されて久しく、繊維・
ファッション業界には明るい話題が少ないな
ど、国内の若手育成に対する十分な投資が得ら
れる環境とは言い難い。財政の問題もあって、
国内外を問わずファッションコンテストの開催
終了も見られる。

その中で、開始から 7年目を迎え、支援期間
終了者も含め、CREATORS TOKYO のメンバー
は約70人を数えるようになり、ハナエモリにデ
ザイナーとして起用された天津憂（A DEGREE 
FAHRENHEIT〔エーディグリーファーレン ハ
イト〕）、や CoSTUME NATIONAL に起用され
た江角泰俊（YASUTOSHI EZUMI）などが第一
線で活躍している。それに続くように、Ujoh（ウ
ジョー）、divka（ディウカ）、doublet（ダブレッ

ト）、などのブランドが、パリやミラノでの商談
会やショーを成功させており、それぞれのデザ
イナーの注目度が高まっている。

山地氏にこのビジネス支援の今後について聞
いた。「海外も含めて、アートやインテリアの世
界は人材や環境に恵まれ、活気があると感じて
いる。ファッション分野もそうなってほしい。
そのためにはファッションコンテストや、若手
支援策は無くなってはいけない。日本を代表す
るクリエイターがどんどん生まれてほしいし、
そういう場を用意することの必要性を示したい。
業界の関係者には、この CREATORS TOKYO
に注目して、メンバーのデザイナーをビジネス
に活用してもらいたい。それだけでなく、展示
会で声をかけるなど、いろんな形で応援しても
らえれば、ありがたい」

クリエイションの面で強い魅力を持ちながら
も、ビジネスの点でまだ拙さの残る東京の若手
デザイナーが、しっかりと活躍の場を広げ、彼
らのブランドが東京発のブランドとして世界に
進出することができれば、東京のファッション
産業にも、新たな展開が期待できる。

アジアのファッション拠点としての東京のプ
レゼンスを向上させるためにも、この Tokyo新
人デザイナーファッション大賞プロ部門のビジ
ネス支援活動のように、若手デザイナーの育成
を業界全体で課題として認識し、支援すること
が求められている。


