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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 4月号〔雑誌名〕

4月号 2019年2月22日(金)〔発売日〕

4月号 54P～55P にて掲載。〔ページネーション〕

4月号 春の新作コレクションコーディネート提案ページ（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

・株式会社キッズ・ジョイ

〔協力〕

公益財団法人神戸ファッション協会〔主催〕

4月号 ALGY 関谷 瑠紀（ルキ）、入江 美沙希（ミサキ）

Diable 丸山 真亜弥（マアヤ）、ZIDDY 高比良 由菜（ユナ）

BeBe 松田 梨花（リンカ）、Biquette Club 谷岡 瑠優亜（ルウア）、

HusHush 大野 さき（サキ） 、RAG MART 大塩 優芽（ユメ）

〔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：HusHusH（ハッシュアッシュ）

ブランド名：RAG MART（ラグマート）

ニコ☆プチ 4月号（2月22日発売）
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ニコ☆プチ誌面（雑誌タイアップ）

ニコ☆プチ 12月号（ミニ枠）

ニコ☆プチ 2月号（ミニ枠）
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ニコ☆プチネットキャプチャ（イベントレポート）

ニコ☆プチネットページ
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ニコ☆プチネットキャプチャ（イベントレポート）

ニコ☆プチネットページ
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ニコ☆プチネットキャプチャ（イベントレポート）

ニコ☆プチネットページ
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ニコ☆プチネットキャプチャ（イベントレポート）

ニコ☆プチネットページ
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イベントご報告



〔観 覧〕 無料

実施概要

〔タイトル〕 KOBE KIDS BRAND COLLECTION meets ニコ☆プチ 2019

〔日 程〕 2019年2月16日(土)・17日(日) 2日間開催

〔場 所〕 大丸神戸店 1Fメインステージ

〔内 容〕 ＜ステージイベント＞ ①1部＜KOBE KIDS BRAND COLLECTION＞

②2部＜ニコ☆プチステージ＞

③ニコ☆プチモデルとの撮影会

＜ポップアップ展開＞ ④ポップアップショップ

〔協 力〕 ALGY（F.O.INTERNATIONAL）

ZIDDY（BEBE）

DIABLE（BEBE）

BEBE（BEBE）

Biquette Club（キムラタン）

RagMart（キッズ・ジョイ）

HusHusH（ワールド）

※ポップアップショップ出展は､ALGY / ZIDDY / DIABLEのみ

〔時 間〕 ・ファッションイベント①回目：13:00～14:30

・ファッションイベント②回目：16:00～17:30

・ポップアップショップ 10:00～20:00

〔出 演〕 ・一般公募により選ばれたモデル総勢117名（延べ）

・ニコ☆プチモデル ４名（関谷 瑠紀 / 丸山 真亜弥 / 高比良 由菜 / 入江 美沙希）

・ニコ☆プチＭＣ 栗田 久隆様（新潮社）

・ＭＣ 吉村沙記
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〔企画・運営〕 株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ

〔主 催〕 公益財団法人 神戸ファッション協会



募集要項
≪募集内容≫ KOBE KIDS BRAND COLLECTION meets ニコプチ2019において

大丸神戸店特設ステージに出演するランウェイキッズを募集します。

自慢のオシャレコーディネートでモデルデビュー！

当日はオシャレコーディネートコンテストを実施。ブランド賞や神戸ファッション協会賞をご用意！

≪場所≫ 大丸神戸店1F催事スペース（〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町40）

≪応募条件≫ ・2019年2月16日(土)、17日(日)の2日間開催される｢KOBE KIDS BRAND COLLECTION 

meets ニコ☆プチ2019 ｣に参加いただける方｡

・モデル採用後､下記対象ブランドの2019年春新作で全身コーディネートで出演いただける方｡

・保護者のヘアメイクでご出演いただける方。

・同イベント広報活動及び同ホームページにて肖像の露出が可能な方。

≪応募方法≫ ①専用応募用紙をイベントHP（http://kfo.or.jp/kobekids/）からダウンロードもしくは、

下記対象ブランド店舗にて取得。

※基本はイベントHPより応募用紙をダウンロードください。

※店舗によっては応募用紙の取得ができない店舗がございます。

②専用応募用紙に必要事項を記載し､出演希望ブランドでお買い上げいただくと

店舗スタッフが､応募用紙の｢店舗印｣欄に店舗印を押印致します｡

※お買い上げ金額等の条件は､各ブランドに準じますので､ブランドHPまたは店舗にてご確認下さい。

③必要事項を記入し､店舗押印をした専用応募用紙に､写真を同封のうえ事務局へ郵送。

※応募写真は必ずしも各ブランド全身コーディネートではなくて問題ありません。

≪ブランド≫ ブランド毎の出演者募集となります｡応募の際に､下記ブランドから､出演希望するブランドを選択下さい。

・ALGY（アルジー） 【株式会社F.O.インターナショナル】

・BiquetteClub（ビケットクラブ） 【株式会社キムラタン】

・Diable（ディアブル） ZIDDY（ジディー） BeBe（べべ） 【株式会社ベベ】

・Rag Mart（ラグマート） 【株式会社キッズ・ジョイ】

≪注意事項≫ ・メールアドレスのドメイン指定を設定されている方は､通達メールが受信されませんので

｢@アドレス｣を許可してください。

・本件にかかる「交通費」､「宿泊費」は自己負担となります｡

・本番（リハーサル含め早朝8時頃からとなります）に来れる方のみ応募下さい。

・ 選考結果は通過者にのみご連絡致します｡

・お送り頂いた情報に関しましては選考以外の目的では使用しません｡

・送付写真にフィルター等の加工は禁止となっております｡

加工が発覚した場合､失格となります｡

≪応募先≫ 公益財団法人神戸ファッション協会 キッズブランドコレクションモデル応募係

〒650-0046兵庫県神戸市中央区港島中町6-1神戸商工会議所会館6F

TEL：078-303-3123 FAX：078-303-3122



応募用紙
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プレスリリース



プレスリリース



415

ファーストステージ構成

time lap scene detail

13:00 2’ MC登場～イベント説明 MCが登場し､イベント全体の概要の説明

13:02 1’ ファッションショー説明 MCからブランドコレクションの説明

13:03 5’ BeBe
16日出演モデル：5名
17日出演モデル：4名

13:08 5’ Biquette Club
16日出演モデル：7名
17日出演モデル：8名

13:13 5’ RagMart
16日出演モデル：6名
17日出演モデル：7名

13:18 5’ HusHusH
16日出演モデル：9名
17日出演モデル：10名

13:23 2’ MC感想～2部紹介

1部 KOBE KIDS BRAND COLLECTION

2部 ニコプチファッションショー＆トークショー

13:25 2’
ニコプチ栗田さん登場
～MC掛け合い

MCからの紹介でニコプチ栗田さんが登壇

13:27 3’
ニコプチモデル
ファッションショー

栗田さんからの紹介でニコプチモデル登場
ひとりづつファッションショー形式で登場

13:30 20’
ニコプチモデル
トークショー

ニコプチモデルが登壇し､トークショーを実施。

13:50 10’ 表彰式
ブランド賞4名を表彰。
神戸ファッション協会賞1名の表彰もあり。

14:00 2’ 記念撮影 ニコプチモデル4名と受賞者5名での記念撮影

14:02 2’ クロージング MCからクロージングコメント

14:04 20’ 写真撮影会 ニコプチモデルとの写真撮影会

14:24 ー 状況を見て､終了後､控室へ
5階ディアブルへ移動し、

お客様対応
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セカンドステージ構成

time lap scene detail

16:00 02 MC登場～イベント説明 MCが登場し､イベント全体の概要の説明

16:02 01 ファッションショー説明 MCからブランドコレクションの説明

16:03 06 ALGY
16日出演モデル：10名
17日出演モデル：11名

16:09 06 ZIDDY
16日出演モデル：8名
17日出演モデル：12名

16:15 06 Diable
16日出演モデル：12名
17日出演モデル：8名

16:21 02 MC感想～2部紹介

1部 KOBE KIDS BRAND COLLECTION

2部 ニコプチファッションショー＆トークショー

16:23 2’
ニコプチ栗田さん登場
～MC掛け合い

MCからの紹介でニコプチ栗田さんが登壇

16:25 3’
ニコプチモデル
ファッションショー

栗田さんからの紹介でニコプチモデル登場
ひとりづつファッションショー形式で登場

16:28 20’
ニコプチモデル
トークショー

ニコプチモデルが登壇し､トークショーを実施。

16:48 10’

16:58 2’ 記念撮影 ニコプチモデル4名と受賞者4名での記念撮影

17:00 2’ クロージング MCからクロージングコメント

17:02 20

17:22 ー
ポップアップショップ

へ移動しお客様対応
状況を見て､終了後､控室へ

表彰式
ブランド賞3名を表彰。
神戸ファッション協会賞1名の表彰もあり。

写真撮影会 ニコプチモデルとの写真撮影会



全体図面

①ポップアップ
ショップ

②ステージ

動線確保エリア
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①ポップアップショップ平面図

＜NORTH SIDE＞

＜STAGE SIDE＞

観覧エリア

出演者
待機場所

（北避難階段）

出
演
者
ル
ー
ト

スタンバイエリア

■各ブランドに丸テーブル設置
(Diable1台、ZIDDY1台、ALGY2台)



出演者ステージ動線
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観覧者スペース

出演後モデル待機スペース
（MAX31名分確保）

②登壇

③降壇

④待機スペースへ

三折ﾊﾟｰﾃ

三折ﾊﾟｰﾃ

スタンバイエリア

□出演15分前にはスタンバイ。

ステージ袖のスタンバイエリアと待機場所に、それぞれ出演順に並ぶ。
①の動き（スタンバイエリアへの誘導）のみ運営スタッフが担当。②③④は進行スタッフが担当。

出演者待機場所
（北避難階段）

①待機場所からブランド順に
スタンバイエリアへ集団で移動。
（運営アテンド）

□ステージ出演後は目の前で待機。

ステージ出演後は、ステージ前方の待機場所で待機。保護者はすぐ後ろでステージ観覧予定。

□表彰者の確認。

ニコ☆プチモデルトークイベント中に表彰者の所在確認を実施。（進行スタッフ）
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①ポップアップショップ立面図

＜NORTH SIDE＞ ＜STAGE SIDE＞

B

＜パネルデザイン＞ ＜使用什器＞
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②ステージバックパネル



撮影チケット

日程・時間指定 各125枚×4回⇒合計500枚配布

※当日ポップアップショップ等､店舗購入された方を対象に別途1日25枚×2日間⇒50枚用意。
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部屋タレ

一般モデル出演者様

控 室

ニコ☆プチモデル様

控 室

運営スタッフ

控 室

モデルと保護者の方のみ
ご入室できます。

×３枚 ×２枚 ×２枚

各種POP

集 合 場 所

撮 影 禁 止

NO PHOTOGAPHY
ショー終了後
モデル待機場所

※このエリア内での観覧は
ご遠慮ください。



当日出演するニコ☆プチモデル

関谷 瑠紀（せきや るき）

ニックネーム：ルキ

生年月日：2006/8/8

学年：小6

身長：154.5㎝

丸山 真亜弥（まるやま まあや）

ニックネーム：マアヤ

生年月日：2006/10/8

学生：小6

身長：149㎝

高比良 由菜（たかひら ゆな）

ニックネーム：ユナ

生年月日：2006/10/10

学年：小6

身長：153㎝

入江 美沙希（いりえ みさき）

ニックネーム：ミサキ

生年月日：2006/7/19

学年：小6

身長：148㎝
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コーディネートブランドリスト



受賞者
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（2月16日）1部表彰式 （2月16日）1部表彰式

（2月16日）1部表彰式 （2月16日）1部表彰式

（2月16日）1部表彰式 （2月16日）1部表彰式

（2月16日）2部表彰式 （2月16日）2部表彰式



受賞者
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（2月16日）2部表彰式 （2月16日）2部表彰式

（2月16日）2部表彰式 （2月17日）1部表彰式

（2月17日）1部表彰式 （2月17日）1部表彰式

（2月17日）1部表彰式 （2月17日）1部表彰式



受賞者
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（2月17日）1部表彰式 （2月17日）2部表彰式

（2月17日）2部表彰式 （2月17日）2部表彰式

（2月17日）2部表彰式 （2月17日）2部表彰式
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ファッションショー

2階遠景モニター 2階遠景モニター

2月16日1部5階売場 2月16日1部5階売場

2月16日1部ステージ&撮影会 2月16日1部ステージ&撮影会

2月16日1部ハッシュアッシュ 2月16日）1部ハッシュアッシュ
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ファッションショー

2月16日1部ハッシュアッシュ 2月16日1部ハッシュアッシュ

2月16日1部ハッシュアッシュ 2月16日1部ハッシュアッシュ

2月16日1部ハッシュアッシュ 2月16日1部ハッシュアッシュ

（2月16日）1部ビケットクラブ （2月16日）1部ビケットクラブ
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ファッションショー

（2月16日）1部ビケットクラブ （2月16日）1部ビケットクラブ

（2月16日）1部ビケットクラブ （2月16日）1部ビケットクラブ

（2月16日）1部ビケットクラブ （2月16日）1部べべ

（2月16日）1部べべ （2月16日）1部べべ
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ファッションショー

（2月16日）1部べべ （2月16日）1部べべ

（2月16日）1部ラグマート （2月16日）1部ラグマート

（2月16日）1部ラグマート （2月16日）1部ラグマート

（2月16日）1部ラグマート （2月16日）1部ラグマート
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ファッションショー

（2月16日）1部プチモ （2月16日）1部プチモ

（2月16日）1部プチモ （2月16日）1部プチモ

（2月16日）1部プチモ （2月16日）2部アルジー

（2月16日）2部アルジー （2月16日）2部アルジー
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ファッションショー

（2月16日）2部アルジー （2月16日）2部アルジー

（2月16日）2部アルジー （2月16日）2部アルジー

（2月16日）2部アルジー （2月16日）2部アルジー

（2月16日）2部アルジー （2月16日）2部ジディー
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ファッションショー

（2月16日）2部ジディー （2月16日）2部ジディー

（2月16日）2部ジディー （2月16日）2部ジディー

（2月16日）2部ジディー （2月16日）2部ジディー

（2月16日）2部ジディー （2月16日）2部ディアブル
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ファッションショー

（2月16日）2部ディアブル （2月16日）2部ディアブル

（2月16日）2部ディアブル （2月16日）2部ディアブル

（2月16日）2部ディアブル （2月16日）2部ディアブル

（2月16日）2部ディアブル （2月16日）2部ディアブル
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ファッションショー

（2月16日）2部プチモ （2月16日）2部プチモ

（2月16日）2部プチモ （2月16日）2部プチモ

（2月16日）2部プチモ （2月16日）2部ステージ&撮影会

（2月16日）2部ステージ&撮影会 （2月16日）2部ステージ&撮影会
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ファッションショー

（2月17日）1部5階売場 （2月17日）1部5階売場

（2月17日）1部5階売場 （2月17日）1部5階売場

（2月17日）1部ステージ&撮影会 （2月17日）1部ステージ&撮影会

（2月17日）1部ステージ&撮影会 （2月17日）1部ステージ&撮影会
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ファッションショー

（2月17日）1部ハッシュアッシュ （2月17日）1部ハッシュアッシュ

（2月17日）1部ハッシュアッシュ （2月17日）1部ハッシュアッシュ

（2月17日）1部ハッシュアッシュ （2月17日）1部ハッシュアッシュ

（2月17日）1部ハッシュアッシュ （2月17日）1部ハッシュアッシュ
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ファッションショー

（2月17日）1部ハッシュアッシュ （2月17日）1部ハッシュアッシュ

（2月17日）1部ビケットクラブ （2月17日）1部ビケットクラブ

（2月17日）1部ビケットクラブ （2月17日）1部ビケットクラブ

（2月17日）1部ビケットクラブ （2月17日）1部ビケットクラブ
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ファッションショー

（2月17日）1部ビケットクラブ （2月17日）1部ビケットクラブ

（2月17日）1部べべ （2月17日）1部べべ

（2月17日）1部べべ （2月17日）1部べべ

（2月17日）1部ラグマート （2月17日）1部ラグマート
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ファッションショー

（2月17日）1部ラグマート （2月17日）1部ラグマート

（2月17日）1部ラグマート （2月17日）1部ラグマート

（2月17日）1部ラグマート （2月17日）1部プチモ

（2月17日）1部プチモ （2月17日）1部プチモ
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ファッションショー

（2月17日）1部プチモ （2月17日）1部プチモ

（2月17日）2部アルジー （2月17日）2部アルジー

（2月17日）2部アルジー （2月17日）2部アルジー

（2月17日）2部アルジー （2月17日）2部アルジー
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ファッションショー

（2月17日）2部アルジー （2月17日）2部アルジー

（2月17日）2部アルジー （2月17日）2部アルジー

（2月17日）2部アルジー （2月17日）2部ジディー

（2月17日）2部ジディー （2月17日）2部ジディー
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ファッションショー

（2月17日）2部ジディー （2月17日）2部ジディー

（2月17日）2部ジディー （2月17日）2部ジディー

（2月17日）2部ジディー （2月17日）2部ジディー

（2月17日）2部ジディー （2月17日）2部ジディー
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ファッションショー

（2月17日）2部ジディー （2月17日）2部ディアブル

（2月17日）2部ディアブル （2月17日）2部ディアブル

（2月17日）2部ディアブル （2月17日）2部ディアブル

（2月17日）2部ディアブル （2月17日）2部ディアブル



44

ポップアップショップ

ポップアップショップ ポップアップショップ

ポップアップショップ ポップアップショップ

ポップアップショップ ポップアップショップ

ポップアップショップ ポップアップショップ
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制作物

店頭POP
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制作物

告知POP



47

制作物

撮影会チケット（表面）

撮影会チケット（裏面）



48

制作物（写真）


