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Pinkoi Japan 株式会社 

アッシュ・ペー・フランス株式会社 

 

アジアの新世代ファッション・デザイナー発掘・市場開拓を目指し 

Pinkoi と PR01.（アッシュ・ペー・フランス）が業務提携 

～TOKYO DESIGN WEEK2016 でアジアデザイナー72組の合同展を開催～ 

 

アジア最大級のデザイナーズマーケット Pinkoi（ピンコイ）を運営する Pinkoi Japan

株式会社（博報堂グループ、本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：飯沼健太郎）はこの

度、アジアを軸としたファッションのソリューションサービスを展開する PR01.（アッ

シュ・ペー・フランス株式会社、本社：東京都港区南青山  PR01.本部長：松井智則）と

共に、アジアの新世代ファッション・デザイナーの発掘・市場開拓における業務提携の

契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

今回の提携により、アジア越境 EC サイト（Pinkoi）と実店舗・リアルイベント

（H.P.FRANCE PR01.）を連携させ、国境を越えて日本を含むアジア各国のデザイナー

や顧客の相互送客を生み出し、近年、評価が高まる「アジアの新世代クリエイションの

市場創出」を目指します。ファッションとテクノロジーの融合による、次世代デザイナ

ーのインキュベーション・システムの確立を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジアの新世代デザイナー 

ブランディング・販売支援 

日本のデザイナー 

アジア市場での販路拡大 

顧客の相互送客 

グローバル市場への拡大 



Pinkoi と PR01.（H.P.FRANCE）業務提携の第１弾として 

～TOKYO DESIGN WEEK2016 でアジアデザイナー72組の合同展を開催～ 

 

 

 

Pinkoi と PR01.(H.P.FRANCE）業務提携の第１弾として、TOKYO DESIGN WEEK 2016

にてアジア新世代デザイナー72 組による合同展「Pinkoi -NEW DESIGNERS FROM 

ASIA-」【2016 年 10/26-10/31（前期）11/2-11/7（後期）を実施いたします。 

 

公式サイト：http://jp.pinkoi.com/event/tokyo-design-week2016 

 

日本から世界へ発信するクリエイティブの祭典 TOKYO DESIGN WEEK はデザイン・ア

ート・ファッションというジャンルを超えながら、700 を超える出展者が参加する総合

的な展示会イベントです。 

 

「Pinkoi –NEW DESIGNERS FROM ASIA -」では、日本を含むアジア各国から、約 72

組のデザイナーを紹介する 100 ㎡を超える会場エリアで合同展示会を開催。アジアの新

世代のクリエイションの発掘を理念に、規制の枠にとらわれず、今の時代にフィットし

た新しいブランドや独自の創作活動を行うデザイナーにスポットを当てています。 

 

参加ブランドは、H.P.FRANCE が誇る人気セレクトショップのディレクター・バイヤー

による審査を通ったブランドのみが出展しています。また、特別審査員とし

MIKIOSAKABE デザイナー 坂部 三樹郎氏・シュエ ジェンファン氏、アートディレクタ

ー兼グラフィックディレクター 矢後 直規氏、カルチャーサイト CINRA.NET を迎え、

出展者 72 組の中から、各デザイナーより特別賞を授与いたします。受賞者は、Pinkoi

や CINRA での紹介、PR01.プレスルーム内覧会でのブランドお披露目の機会を得ます。 



「Pinkoi –NEW DESIGNERS FROM ASIA -」出展者例 

 

【前期：10 月 26 日（水）～10 月 31 日（月）】 

 

QOYA [Thailand] 

夏服、バッグ、アクセサリーにフォーカスしたブランド。

太陽と海風、ヴィヴィットな民族的な装飾、スポーティー

なエッジを組み合わせたバケーションウェアを展開。 

https://jp.pinkoi.com/qoya 

 

 

SALIENT LABEL [Singapore] 

現代的かつ現実的で汎用性の高いデザインと、着心地の良

い高品質の服を提供することがコンセプト 

https://jp.pinkoi.com/salientlabel 

 

 

 

TAKTAI [Thailand] 

タイの自然素材を探求することに情熱を持ち、地元の素材

生産者と共に生地とエレガントな洋服を作る。タイの精神

や昔からの知恵を伝えたい。 

https://jp.pinkoi.com/taktai 

 

 

Lima Watch [Indonesia] 

“ADDING VALUE TO A SMALL PIECE OF WOOD WITH 

GOOD DESIGN”という理念のもと作られるシンプルで

ミニマルな木製の腕時計。 

https://jp.pinkoi.com/limawatch 

 

 



「Pinkoi –NEW DESIGNERS FROM ASIA -」出展者例 

 

【後期：11 月 2 日（水）～11 月 7 日（月）】 

 

ZIZTAR [Hong Kong] 

姉の Mabel と妹の Zuice が香港でブランドを設立。ブラ

ンド名の「ZIZTAR（シスター）」は姉妹の SISTER から。

カラフル、情熱的、エネルギッシュな作品は、環境や自

然をテーマとしている。 

https://jp.pinkoi.com/ziztar 

 

 Guliang [China] 

中国の杭州で立ち上げた二人のデザインユニット。牛革を

中心に異素材との組み合わせでバッグを作っています。 

完成後と出荷する前にオイルを塗り手入れをしています。 

https://jp.pinkoi.com/guliang 

 

 

YU Square [Taiwan] 

台湾でニット、靴下工場と少量生産を行う。日常生活、

思い出、写真、建築などからインスピレーションを得て

いる。これらの要素が作品に加わり、大胆なパターンと

楽しい色の組み合わせのテキスタイルとなる。 

https://jp.pinkoi.com/yusquare 

 

GUACAMOLE [Japan] 

海外で過ごすバケーション、デイリーのインナーやアクテ

ィブシーンなどでも使い回しが出来る水着を提供します。

楽しくワクワクする様なカラー、デザイン、着心地も良く

もっと生活に身近な水着の提案。 

https://jp.pinkoi.com/guacamole 

 



「Pinkoi –NEW DESIGNERS FROM ASIA -」審査員のご紹介 

 

【特別審査員】 

坂部 三樹郎、シュエ ジェンファン／MIKIOSAKABE 

Fashion Designer 

坂部 三樹郎/アントワープ王立芸術アカデミー首席卒業。シュエ ジ

ェンファン/台湾出身。東京とパリを軸にミラノ、ニューヨーク、バ

ルセロナなど様々な都市で発表。 

 

矢後 直規（Naoki Yago） 

Art Director/Graphic Designer 

武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。博報堂を経て、株式会

社 SIX 所属。グラフィックデザインを軸にしたアートディレクショ

ンを得意とする。東京 ADC 賞など広告賞を多数受賞。 

 

CINRA, Inc. 

CINRA.NET 編集部 

CINRA は「幸せのきっかけを、多くの人に届ける」をミッションに

掲げるクリエイティブカンパニー。 

 

【審査員】 

佐藤 隆一（Ryuichi Sato） 

CANNABIS LADIES Director / Buyer 

2008 年、CANNABIS LADIES を立ち上げ、ディレクシ

ョン、バイイングを行う。 

 

神谷 温子（Haruko Kamiya） 

Drama H.P.FRANCE/CINEMA H.P.FRANCE/98 

CHRISTOPHER  Creative Director / Buyer 

日本のクリエイターズジュエリーを国内外に発信。 

 

村上 佳奈重（Kanae Murakami） 

roomsSHOP Director / Buyer 

2014年より roomsSHOPバイヤー、合同展示会「rooms」

内 GIRL'S PRODUCT エリアディレクターに就任。 



■Pinkoi Japan概要 

社 名：Pinkoi Japan 株式会社 

ＵＲＬ：http://jp.pinkoi.com 

 

Pinkoi(ピンコイ)はアジア最大級のデザイナーズマーケットです。台湾でスタートした本

サービスは香港・タイ・日本・オーストラリア、中国・アメリカ・シンガポールなど様々

な国に広がり、約 25,000 人もの世界中のデザイナーの皆様にご利用いただいています。

現在、Pinkoi には毎月 200 万人を超えるユーザーが訪れています。サービスは 5 言語・

12 通貨で提供、世界 88 カ国で取引実績があります。“デザイナー”と“生活者”をつなぐ、 

審査型マーケットプレイスとして世界中の優れたデザイナーの商品との出会いの場を広

げています。「毎日の暮らしに素敵なデザインを。」という理念のもとに Pinkoi は世界

各国のデザイナーが生み出す創造性あふれる様々な商品をお求めいただけるよう、より

良いサービスを目指しています。 

 

■PR01.（H.P.FRANCE）概要 

社 名：アッシュ・ペー・フランス株式会社 

ＵＲＬ： http://www.pr01.com/  

 

PR01.は、ファッション、インテリア、アートなど生活文化にかかわる分野で様々な事業

を展開してきたアッシュ・ペー・フランス株式会社内の事業部として、アジアを中心に

グローバルに事業を展開しています。プロモーション機能・ディストリビューション機

能・プロダクション機能を併せ持った機関として、卸事業や展示会の運営、コンテンツ

制作、ショップ運営など、企画から販売までワンストップのサービスを提供。上海、バ

ンコク、台湾、韓国のアジア 4 拠点にパートナーを有し、アジアでのプレス活動に加え、

アジアをつなぐプラットフォームとして、厳選したブランドを集め、世界中へクリエイ

ティブを発信していく PR01.TRADE SHOW を東京・ソウル・台北で開催しています。 

 

 

本リリースに関するお問い合わせ 

・Pinkoi Japan 株式会社 広報担当：新田 nitta@pinkoi.com（070-5089-7771） 

・PR01. PR 担当：佐々木 utano_sasaki@hpgrp.com（03-5774-1408） 


