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雑誌タイアップご報告
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基本概要（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチ 2月号及び4月号〔雑誌名〕

2月号 2017年12月22日(金)、4月号 2018年2月22日(木)〔発売日〕

2月号 30P～31P 4月号 118P～119P にて掲載。〔ページネーション〕

2月号 イベント告知及びコーディネート提案ページ（中面見開きタイアップ）
4月号 イベント実施レポートページ（中面見開きタイアップ）

〔内容〕

・株式会社F.O.インターナショナル
・株式会社キムラタン
・株式会社ベベ

・株式会社ワールド
・株式会社ファミリア

〔協力〕

公益財団法人 神戸ファッション協会〔主催〕

2月号 ALGY 林 芽亜里（メアリ）、ZIDDY 阿倍 ここは（ココハ）
Diable 高田 凛（リン）、PINK‐Latte 山内寧々（ネネ）
BeBe 蘭（ラン）、Biquette Club 森 徠夢（クルム）、
familiar 太田 しずく（シズク）

4月号 ALGY 林 芽亜里（メアリ）、ZIDDY 阿倍 ここは（ココハ）
Diable 高田 凛（リン）、PINK‐Latte 山内寧々（ネネ）
一般モデル19名

〔掲載モデル〕

ブランド名：ALGY（アルジー）
ブランド名：Biquette Club（ビケットクラブ）
ブランド名：Diable（ディアブル）
ブランド名：ZIDDY（ジディー）
ブランド名：BeBe（べべ）
ブランド名：PINK‐latte（ピンク ラテ）
ブランド名：familiar（ファミリア）2月号のみ
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ニコ☆プチ誌面（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチ 2月号（12月22日発売）

ニコ☆プチ 4月号（2月22日発売）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチネットTOPページ

ニコ☆プチネットTOPページ下段（ニコ☆プチプラス欄）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（上段）

ニコ☆プチプラスページ（中段）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART1）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART1）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART1）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART1）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART2）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART2）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART2）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART2）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART2）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチプラスページ（PART2）
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イベントご報告



17

基本概要（イベント）

KOBEキッズブランドコレクション meetsニコ☆プチ〔イベント〕

2018年1月13日(土)～14日(日)〔日程〕

①ポップアップショップ ：10:00～20:00
②ステージイベント ：13:00～14:00 ファーストステージ

：16:00～17:00 セカンドステージ
③プチモ等身大POP設置 ：ファッションショー非運営時（ステージ上にて）

〔時間〕

大丸神戸店 1階メインステージ〔場所〕

①ポップアップショップ（3社：キムラタン以外）
②ステージイベント

〔内容〕

・株式会社F.O.インターナショナル
・株式会社キムラタン
・株式会社ベベ

・株式会社ワールド

〔協力〕

公益財団法人 神戸ファッション協会〔主催〕

13日（土） メアリ・ココハ + モデル（9名）
14日（日） リン・ネネ + モデル（15名）

〔出演〕

ブランド名：ALGY（アルジー）
ブランド名：Biquette Club（ビケットクラブ）
ブランド名：Diable（ディアブル）
ブランド名：ZIDDY（ジディー）
ブランド名：BeBe（べべ）
ブランド名：PINK‐latte（ピンク ラテ）
※赤字がポップアップショップ出店ブランド

13日（土）
メアリ ココハ

14日（日）
リン ネネ

PINK‐latteALGY ZIDDY Diable



報道関係各位

2017年12月19日

公益財団法人
神戸ファッション協会

公益財団法人神戸ファッション協会（神戸市中央区港島中町6-1神戸商工会議所会館6F）は、多くのキッズ
アパレルが集積する神戸ならではのキッズファッションをPRするため、雑誌「 」（株式会社新潮
社）とタイアップしたイベント『 KOBEキッズブランドコレクションmeets 』を開催します。
その第1弾として、 12月22日発売号に、これからの卒入学シーズンに向けて神戸アパレルの

提案する卒業入学フォーマルを誌面で紹介します。
第2弾として、1月13日～14日に大丸神戸店にて モデルをゲストに、スペシャルイベントを開催

します。「 」専属モデルである高田 凛・林 芽亜里・阿倍 ここは・山内 寧々がスペシャルゲストと
して登場しての、トークショー、写真撮影会に加え、今回のイベント参加会社である「株式会社F.O.インター
ナショナル」「株式会社べべ」「株式会社ワールド」「株式会社キムラタン」の各社の選定モデルによる
ファッションショーな ど、盛りだくさんな内容でイベントを盛り上げます。
さらに、イベント実施期間にはポップアップショップも用意し、その場で商品の購入も可能となっています。
第3弾はスペシャルイベントの様子や来場されたおしゃれ着こなしのスナップショットを中心に

２月22日発売号にてイベントリポートとして誌面で紹介します。

KOBEキッズブランドコレクションmeets を開催します。
2018年1月13日（土）14日（日）には

モデルがスペシャルゲストとして登場！

参 加 神 戸 ア パ レ ル（ブランド）

株式会社F.O.インターナショナル（ALGY アルジー）
株式会社べべ （Diable ディアブル）

（ZIDDY ジディー）
（BeBe べべ）

株式会社ワールド （PINK-latte ピンク ラテ）
株式会社キムラタン （Biquette Club ビケットクラブ）※１
株式会社ファミリア （familiar ファミリア）※２

※１ ポップアップショップへの出店はありません。 ※２ 雑誌掲載のみの参加です。

第２弾 リアルイベント 概 要 (予 定）

日 時：2018年1月13日（土）・14日（日）
各日 ＜１回目＞13:00 ～ 14：00 ＜２回目＞16:00 ～ 17：00

場 所：大丸神戸店 1階メインステージ（兵庫県神戸市中央区明石町40番地）
・JR元町駅、阪神元町駅より南へ徒歩3分 / 地下鉄海岸線 旧居留地・大丸前駅よりすぐ。

内 容： ・各ブランドモデルによるファッションショー
・ モデルによるファッションショー
・ モデルのトークショー
・キッズと モデルとの写真撮影会 ※事前チケット配布（次ページにて説明）

※各日10：00～20：00、１階メインステージ横にて参加神戸アパレルのポップアップショップを開催
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

プレスリリース



プレスリリース

※スペシャルゲスト、次第は急遽変更になる場合があります。

◆本件に関するお問合せ先◆
KOBEキッズブランドコレクションmeetsニコ☆プチ運営事務局（㈱JR西日本コミュニケーションズ内）（担当/山本・木村）

TEL：06-6344-5504 FAX：06-6344-3023
平日10:00～17:00（土日祝日対応不可）年末年始休暇 12/30～1/3

公益財団法人神戸ファッション協会（担当／藤田・三宅）
TEL：078-303-3123 FAX：078-303-3122

高田凛（Takata Rin）
ニックネーム：リン
生年月日：2005/02/15
出身地：愛知県
年齢：12歳
身長：156㎝

モデル

写真撮会概要

12月19日より、参加会社（ブランド）店舗にて5,000円（税込）以上商品をお買い上げいただいたお客様へイベン
ト当日に行われるキッズと モデルとの「写真撮影会」に参加できるチケットをプレゼントいたします。
枚数は限定となります。
チケットプレゼント実施店舗は以下となります。

■株式会社F.O.インターナショナル
・ALGY あべのキューズモール店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F
・ALGY ららぽーと甲子園店 兵庫県西宮市甲子園8番町1-100 ららぽーと甲子園2F

■株式会社べべ
・ZIDDY 大丸神戸店 神戸市中央区明石町40大丸神戸店5F
・BeBe 大丸神戸店 神戸市中央区明石町40大丸神戸店5F
・ZIDDY神戸ハーバーランドumie 神戸市中央区東川崎町一丁目7番2号神戸ハーバーランドumie4Ｆ

■株式会社ワールド
・PINK-latte 伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹1F
・PINK-latte あべの店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 キューズモール 2F

林芽亜里（Hayashi Meari）
ニックネーム：メアリ
生年月日：2005/11/5
出身地：石川県
年齢：12歳
身長：157㎝

阿倍ここは（Abe Kokoha）
ニックネーム：ココハ
生年月日：2005/08/27
出身地：埼玉県
年齢：12歳
身長：154㎝

山内寧々（Yamauchi Nene）
ニックネーム：ネネ
生年月日：2005/09/21
出身地：埼玉県
年齢：12歳
身長：159㎝

13日（土）

14日（日）
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会場図

大丸神戸店 1Fフロア

ポップアップショップ ファッションショー
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ファッションショー 進行構成表

TIME LAP SCENE SPEAKER

14:0４
(17:04) 05' 終了 ファーストステージは14:15には完全終了

セカンドステージはモデル17:30には完全退館

13:53
(16:53) 01' クロージング MC内藤英未 司会によるクロージングコメント。

13:54
(16:54) 10' 10分店長

オシャレスナップ撮影

10分店長（ポップアップショップにて）※実施は混雑状況を見て当日判断
オシャレスナップ撮影（ステージ上にて数名程度）
上記を同時で進行。

13:23
(16:23) 10’ 質問タイム 13日メアリ/ココハ

14日リン/ネネ
会場のファンからプチモ2名への質問タイム。
質問を呼び掛け、3～4名の質問に対応。

13:33
(16:33) 20' 3ショット撮影会 13日メアリ/ココハ

14日リン/ネネ
事前チケットをお持ちの方に対する記念撮影会の実施。
各回60名。（1組20秒✕60組で20分）

13:10
(16:10) 03’ モデルインタビュー～栗田様登場 栗田様/

MC内藤英未

モデル8名～15名、ステージ再登場。
簡単にモデル8名～15名に感想を聞き､モデルハケ。
※モデル、控室へ

13:13
(16:13) 10’ トークショー

13日メアリ/ココハ
14日リン/ネネ/

栗田様/
MC内藤英未

ニコプチ　栗田久隆（くりた ひさたか）様、プチモ2名を呼び込み。
プチモ2名と栗田様、MCを交えたトークショー
＜テーマ案＞
①神戸のキッズファッションについて
②着用している衣装の印象
③誌面撮影時の秘話
④集まっているファンへひとこと

13:02
(16:02) 6 ファッションショー

各ブランドモデル8名～15名
13日：9名
14日：15名

MCの呼び込みでモデル9名～15名登場（1名づつランウェイ）。
登場キッカケM流れ⇒商品紹介⇒モデル名紹介のフローで演出。

13:08
(16:08) 2’ プチモ登場 13日メアリ/ココハ

14日リン/ネネ

モデルがハケたのち、曲調が変わり､プチモが人づつ登場。
13日出演：メアリ・ココハ／14日出演：リン・ネネ
ニコプチモデル、一旦ハケ

KOBEキッズブランドコレクション meetsニコ★プチ　進行構成
CONTENTS

13:00
（16:00） 2’ MC登場 MC内藤英未 MCが登場し､ステージイベントの趣旨説明～モデル呼び込み
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ファッションショー

モデルリスト（13日）

メアリ ココハ

① ② ③

⑧ ⑨ A B

④ ⑤ ⑥ ⑦

社名 ブランド モデル名 ふりがな 年齢 NO. 1st 2nd

いとう　ひな 1 ○ ○

ふくとみ　ななせ 2 ○ ○

たけうち　ななみ 3 ○ ○

ZIDDY ますおか　ゆあ 4 ○ ○

宮武理子 みやたけ　りこ 11歳 5 ○ ○

中村柚希 なかむら　ゆずき 11歳 6 ○ ○

二宮かのん にのみや　かのん 11歳 7 ○ ○

根木 風遊子 ねぎ ふうこ 12歳 8 ○ ○

塩山 七望 しおやま ななみ 12歳 9 ○ ×

社名 ブランド モデル名 ふりがな 年齢 NO.

F.O ALGY 林芽亜里（メアリ） はやし　めあり 12歳 A

べべ ZIDDY 阿部ここは（ココハ） あべ　ここは 12歳 B

1/13(土)

べべ
Diable

○

○

F.O ALGY

ワールド PINK‐latte

1/13(土)



社名 ブランド モデル名 ふりがな 年齢 NO. 1st 2nd

松永七愛 まつなが　なのあ 8歳 1 ○ ○

山本 暖乃 やまもと のんの 7歳 2 ○ ○

松尾 杏純 まつお あんず 7歳 3 ○ ○

ふじわら　せり 4 ○ ○

まつば　あんり 5 ○ ○

にしやま　あきひろ 6 ○ ○

いとう　ひな 7 ○ ○

ふくとみ　ななせ 8 ○ ○

たけうち　ななみ 9 ○ ○

さきしろ　かれん 10 ○ ○

さとう　ここみ 11 ○ ○

大竹 美生 おおたけ みお 12歳 12 ○ ○

内山 夢萌 うちやま ゆめ 12歳 13 ○ ×

宮武理子 みやたけ　りこ 11歳 14 ○ ○

中村柚希 なかむら　ゆずき 11歳 15 ○ ○

社名 ブランド モデル名 ふりがな 年齢 NO.

べべ Diable 高田凛（リン） たかだ　りん 12歳 C

ワールド PINKｰlatte 山内寧々（ネネ） やまうち　ねね 12歳 D

○

○

F.O ALGY

ワールド PINK‐latte

1/14(日)

1/14(日)

キムラタン Biquette Club

べべ
Diable

ZIDDY

BeBe
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ファッションショー

モデルリスト（14日）

リン ネネ

① ② ③

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ C D

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪
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ファッションショー

等身大POP・ステージ ポップアップショップ

ショー開始時の観覧者 ショー開始時の観覧者

モデルウォーキング プチモウォーキング

モデルラインナップ（質疑応答） プチモトークショー
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ファッションショー

3ショット撮影会 10分店長

プチモ✕モデル 記念撮影 等身大パネルとの記念撮影

ショー開始時の観覧者（14日） ショー開始時の観覧者（14日）

モデルウォーキング（14日） プチモウォーキング（14日）
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ファッションショー

モデルラインナップ（14日） 10分店長（14日）

13日（土） 14日（日）

ファッションショー観覧者（目算）
1st 約400 2nd 約450
1st 約400 2nd 約500

3ショット撮影会
1st 22 2nd 30
1st 25 2nd 33

非運営時の等身大パネルとの撮影 15 27
売上

13日（土）
プチモのメアリ・ココハがゲストとして来場。モデル（9名）とのファッションショーを実施。
初回13時の1時間ほど前よりステージ前に来場者が滞留。
ステージ前はもちろん2F吹抜からの観覧も含めると目算で約400名の方にショーを楽しんでいただいた。ショー開催
中は大丸神戸店のスタッフの応援もあり、事故なく終了した。
プチモ2名とニコ☆プチ 栗田様を交えたトークショーにおいてはファッションに関心の高いファンから
熱心な質問が飛び交っていた。事前に配布していた3ショット撮影会も無事終了した後、
プチモ2名による10分店長も開催し、ポップアップショップ周辺に人だかりが出来ていた。

14日（日）
プチモのリン・ネネがゲストとして来場。モデル（15名）とのファッションショーを実施。
前日と同じく初回13時の1時間ほど前よりステージ前に来場者が滞留。
観覧者数としては初日より多めの来場があり、各回目算で約450名の方にショーを楽しんでいただいた。
プチモを含めると総勢17名のショーはバラエティに富んだ卒入学ファッションで観覧者を魅了した。
プチモ2名とニコ☆プチ 栗田様を交えたトークショーでは初日よりも、さらに突っ込んだファッションに
関する質問が飛び出しプチモ2名が真剣に答える姿が印象的だった。
事前に配布していた3ショット撮影会も初日より多くの参加があり、終了後はプチモ2名による
10分店長でも初日より多くの人だかりがポップアップショップ周辺に出来ていた。
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ポップアップショップ

13日第1部 13日第1部

13日第1部 13日第1部

13日第2部 13日第2部

13日第2部 13日第2部
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ポップアップショップ

14日第1部 14日第1部

14日第1部 14日第1部

14日第2部 14日第2部

14日第2部 14日第2部
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ポップアップショップ

ZIDDY

1月13日

衣料 6 35,400

Diable

1月13日

ソックス 1 2,500

ソックス 1 1,200

靴 1 5,900

8 42,500 1 2,500

1月14日

衣料 5 26,200

1月14日

衣料 5 73,000

BAG 1 4,900 アクセサリー 2 9,000

ソックス 1 1,200 ソックス 2 5,000

7 32,300 9 87,000

PINK‐latte

1月13日

ALGY

1月13日

衣料 6 47,900

ソックス 1 600

靴 3 12,000

0 0 10 60,500

1月14日

衣料 2 10,800

1月14日

衣料 5 36,400

BAG 2 9,000 BAG 1 3,600

靴 1 4,900 靴 4 16,000

5 24,700 10 56,000

ポップアップショップ出店ブランド売上表（1月13日、14日別）

所感

13日（土曜日）において、ワールド様（Pink‐latte）のみ売上が上がらなかったが、それ以外のブランドは計上できていた。
べべ様（Diable)については、ポップアップショップでの売上自体1点のみとなっているが、大丸神戸店5階にある
店舗における売上実績が通常土曜日の2倍近い実績に繋がっていた。
F.O.インターナショナル様（ALGY）については、翌日分の再手配が必要となるほど、全ブランドの中で最も売上を
上げたブランドとなっている。
14日（日曜日）においては、全ブランドともに売上がよく、お客様の入りに比例する形となった。
特に前日売上がなかったワールド様（Pink‐latte）においては、ブランド顧客ターゲットが対象年齢ではない中での
催事にもかかわらず販売できたことは実施におけるプラスの要因となっている。

当初想定していたポップアップショップでの売上に対し、各ブランドにより偏りが出た結果となったが、大丸神戸店に
店舗があるべべ様に関しては送客に繋がり、F.O.インターナショナル様についてはポップアップショップでの売上が
想定以上の売上となり上々の結果となった印象。
お客様自体はプチモの移動に伴い、イベント終わりに大挙してポップアップショップに流れる光景が多く、
そこでの販売実績が多数となっていた。

3社売上実績合計：¥305,500‐ / 2日間
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制作物

ポップアップショップ
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制作物

インタビューバックボード
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制作物

インタビューバックボード（写真）
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制作物

ポップアップショップ出店ブランドパネル
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制作物

ポップアップショップ出店ブランドパネル（写真）
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制作物

ポップアップショップ出店ブランドパネル（写真）
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制作物

店頭POP
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制作物

撮影会チケット（表面）

撮影会チケット（裏面）
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制作物

プチモカットアウト
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総括

【タイアップ誌面】

従来になかったキッズ向け雑誌とのタイアップ掲載により、キッズファッション感度の高い購読者を
多く顧客に持つ「ニコ☆プチ」の層に対して、「フォーマルでおしゃれな神戸ファッション」の
アピールは大いにできた。
イベント告知に関してはおおよそ誌面展開のみで行ったが、多くのお客様に集まってもらうことが
できた1番の要因として誌面での反響が大きく作用していると考える。
タイアップ掲載にご協力いただいた神戸発キッズファッションアパレル各社様に対しても、絶好の
アピール機会創出となり、おおいにプラス要素として働いたと考える。
引き続き、ニコ☆プチ購読者層へのアピールを実施するとともに、雑誌ニコ☆プチとのリレーションも
途切れることなく行うことで将来日本のファッションシーンを彩るであろう世代に対して
「ファッション都市 神戸」を根付かせる目的としても活用していきたい。

【イベント】

1月13日（土）14日（日）の2日間、大丸神戸店ご協力の下開催した
「KOBEキッズブランドコレクション meetsニコ☆プチ」が多くのお客様の来場があり、
大いに盛り上がった印象。
お客様の多くが雑誌掲載時の告知を見てきた方々で、タイアップ誌面との連動性の効果を感じると共に
媒体との連携実施の重要性も認識することができた。
関西圏でなかなか見ることができないモデル達であると同時に、モデル本人達も神戸でのイベント出演
に対するモチベーションが非常に高く、実施前より楽しみにしていたとの声もあり相乗効果をとなった。
また、そのモデル達に直接触れ合うことができたお客様に対しては「特別な空間」の創出と
ファッション都市神戸だからこそできたタイアップイベントに対して神戸市ならびに
神戸ファッション協会の存在も大きくアピールできたと感じる。
イベント当日は事故もなく、ファッションショー、ポップアップショップともにスムーズな
運営進行ができた。
神戸キッズアパレルブランド各社様のご協力が本件イベントのポイントと感じていたが、
以前からの協会様と各社との強固な連携もあり、全面的なバックアップを受けることができた。
今後もファッション都市神戸のPRにはブランド各社様のご協力が必須と考えるため、引き続き
連携を深めると共に協業してファッション都市神戸のPRに貢献したい。

【各社からのご意見】

・べべ
準備期間からイベント実施終了までかなり疲れたが、集まったお客様の楽しそうな様子を見て
実施して良かったと思えた。
もう1度同じ座組みで行いたい気持ちがあり、次回はもっとうまくやれると思う。

・F.O.インターナショナル
雑誌掲載、イベントとも非常に有益を感じている。
ポップアップショップなどで人員確保に苦労したが、次回やるのであれば早めにお知らせ願いたい。

・ワールド
今後のこのようなプロモーション活動を実施するのであれば再度声をかけてもらいたい。
ニコ☆プチにワールドの商品が掲載されることも非常にありがたい。
イベント時の催事に関しては予想通り苦戦したが、ゼロじゃなくてほっとした。

・キムラタン
正直、はじめはどうなるかわからない感じがしたが、最後の雑誌掲載をみてほっとした。
イベントに出演したモデルの子達にも貴重な経験をさせてもらえたのでよかった。
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