
実施報告書



1

基本概要（雑誌タイアップ）

【雑誌名】 ニコ☆プチ2020年2月号

【発売日】 2019年12月21日発売

【内容】 モデル募集の告知広告

【主催】 公益財団法人 神戸ファッション協会

【雑誌名】 ニコ☆プチ2020年4月号

【発売日】 2020年2月22日発売

【内容】 イベント告知広告

【主催】 神戸ファッション協会
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基本概要（雑誌タイアップ）

【雑誌名】 ニコ☆プチ Pius vol.4 （2020年５月）

【発売日】 2020年5月29日発行

【内容】 神戸キッズブランドオーディション 受賞者＋ファイナリスト発表

【主催】 公益財団法人 神戸ファッション協会

5月下旬より、全国アパレル店頭にて配布予定
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基本概要（イベントタイアップ 三宮コレクション）

【タイトル】

【主催】

【日程】

【開催場所】

【内容】

【出演】

【観覧】

【協力】

【企画運営】

神戸キッズブランドオーディション meets ニコ☆プチ2020 in 三宮コレクション

三宮コレクション実行委員会

2020年3月28日（土）

三宮センター街1丁目

ファッションショー形式のオーディションを実施

モデル総勢40名、ニコ☆プチモデル

無料：のべ80,000人想定

株式会社F・O・インターナショナル
株式会社キムラタン
株式会社べべ
株式会社ワールド

三宮センター街1丁目商店街振興組合
株式会社神戸新聞事業社
バニラシティ株式会社
株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ

（当初予定）

（当初予定）
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基本概要（イベントタイアップ プチ☆コレ 2 0 2 0）

【タイトル】

【主催】

【日程】

【開催場所】

【開催時間】

【内容】

【出演】

【観覧】

【協力】

【企画運営】

神戸キッズブランドコレクション inニコ☆プチ GIRLS COLLECTION 2020

株式会社新潮社

2020年4月24日（金）/基礎施工
2020年4月25日（土）/リハーサル・協賛社ブース設営
2020年4月26日（日）/本番

ビックサイトTFTホール（住所：江東区有明3-4-10 TFTビル西館２Ｆ）

4月26日(日) 開場 10：00 / 閉場 17：00

★ファッションショー
★話題の商品に触れられる特設協賛ブース出展コーナー
★特設協賛ブーススタンプラリー
★ステージ連動ファッションコーディネイト投票

モデル総勢10名（神戸キッズブランドオーディションのブランド賞、協会賞受賞者）

無料招待制：来場者数約3,283名
(内訳：子供942名/大人2,341名) ※プチ☆コレ2019実績

株式会社F・O・インターナショナル
株式会社キムラタン
株式会社べべ
株式会社ワールド

株式会社新潮社
株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ

（当初予定）

■ プチ☆コレ特設ページ
4月号（2月22日発売）に合わせて開設 URL：https://www.puchicolle.jp
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プチ☆コレ 2 0 2 0とは (当初予定 )

《 2020年テーマ 》

皆様のおかげでプチ★コレがついに10周年を迎えることができました。

今年は10周年を記念した「Anniversary Patty」をテーマに、

来場者みんなが楽しめるイベントを目指します。
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募集要項

1．神戸キッズブランドオーディション meets ニコ☆プチ2020 in 三宮コレクション

2020年3月28日（土）※アーケードのため天候に関係なく開催します。
神戸・三宮センター街（神戸市中央区）で開催される「三宮コレクション」のメインステージにて実施。
午前10時に現地（三宮センター街 1番街）を予定しています。※詳細は出演案内で送付します。
三宮コレクション（13：00～17：30）の時間内で実施します。※詳細は出演案内で送付します。
全国から応募いただいたキッズ・ジュニアモデル。※応募多数の場合は書類選考となります。
モデル採用後､出演を希望するブランドの2020春夏新作で全身コーディネートでご参加ができる方。
3/28(土)の「神戸キッズブランドオーディション」、4/26(日)「ニコ☆プチガールズコレクション」の
両イベントに保護者と一緒に参加できる方。※ページ最下部「諸注意事項」を必ずお読みください。
2020年1月14日(火)～2020年2月14日(金) ※当日消印有効
この開催概要とあわせて配布する応募用紙に記載。
応募多数の場合は書類選考となります。
選考基準や選考結果に関する質問にはお答えしませんのでご了承ください。
出演者はブランドにより異なります。各ブランドごとに約5名～10名の予定です。
各ブランドから数名に「ブランド賞」が授与されるとともに、2020年4月26日に開催される
「ニコ☆プチガールズコレクション」で実施する予定の「神戸キッズブランドコレクション」にモデルとして出演で
きる権利が授与されます。東京までの交通費や宿泊費は参加者負担ですが、「神戸キッズブランドコレク
ション」出演の際はブランドからの衣装提供を予定しています。なお「神戸キッズブランドコレクション」で着
用する衣装は、原則「神戸キッズブランドオーディション」で選択したブランドの衣装となります。
当日のコーディネートやランウェイを歩く様子など、ブランド担当者が総合的に判断します。
審査基準や審査結果に関する質問にはお答えしませんのでご了承ください。

■開催日：
■開催場所：
■集合時間：
■開催時間：
■出演者：
■参加条件：

■応募期間：
■応募先：
■選考方法：

■出演者数：
■表彰：

■審査方法：

2．ニコ☆プチガールズコレクション2020（プチ☆コレ10）

リハーサル日：2020年4月25日（土）
ショー本番：2020年4月26日（日）
※リハーサル日は会場見学、最終の衣装フィッティング、そしてショー本番で歩くランウェイを使って
翌日に控えた「神戸キッズブランドコレクション」の練習をします。
東京ビッグサイトTFTホール （東京都江東区有明）

■開催日：

■開催場所：

※その他「ニコ☆プチガールズコレクション」の詳細は「神戸キッズブランドオーディション」で各ブランド賞を受賞された方にのみお伝え致します。

3．今後の情報告知スケジュール

「神戸キッズブランドオーディション」及び「ニコ☆プチガールズコレクション」への参加のご案内は、下記のスケジュールを予定しています。
※諸事情により前後する可能性もございます。悪しからずご了承くださいませ。

①2020年2月14日 ： 神戸キッズブランドオーディション 参加応募締め切り（当日消印有効）
②2020年2月下旬 ： 神戸キッズブランドオーディション 選考内容通知（事務局より合格者にのみメールもしくはお電話にてご連絡）

③2020年3月中旬 ： 神戸キッズブランドオーディション 当日のご案内をご送付（メールにてご送付）
④2020年3月28日 ： 神戸キッズブランドオーディション 開催・会場にてブランド賞の受賞者発表
⑤2020年４月上旬 ： ニコ☆プチガールズコレクション 当日のご案内をご送付（参加者のみ）
⑥2020年4月25日 ： ニコ☆プチガールズコレクション 出演者リハーサル（会場見学、衣装フィッティング、本番リハーサル）
⑦2020年4月26日 ： ニコ☆プチガールズコレクション ショー当日

4．諸注意事項（※応募前に必ずお読みください。）

＜「神戸キッズブランドオーディション」の応募について＞■同一人物が複数ブランドにまたがって応募する「複数ブランド応募」が可能です。■応募者多数の場合は､書
類選考とさせていただきます｡■本件に関わるイベント出演のための交通費､滞在費､出演費等の金銭のお支払いは一切ありません。■応募用紙は如何なる理由が
あっても返却いたしません。＜「神戸キッズブランドオーディション」出演について＞■「神戸キッズブランドオーディション」出演決定後、体調不良やご都合により欠席され
る場合は必ず事務局まで至急ご連絡をお願いします。なお、事務局の連絡先は出演決定のご連絡の際にお伝え致します。■ 「神戸キッズブランドオーディション」（及
び「ニコ☆プチガールズコレクション」）には必ず保護者が同伴の上参加して頂きます。保護者が同伴できない場合は、出演不可となります。■ 「神戸キッズブランドオー
ディション」当日の控室はテーブルとイスと姿見のみの用意となり、電源の使用は原則不可とさせていただきます。ヘアメイクは集合時に済ませた状態でお越しください。控
室の場所は出演者にのみお伝え致します。 ■ 「神戸キッズブランドオーディション」当日のウォーキング順（ステージ登場順）は、当日本番前に各ブランド担当者が決
定します。■会場内に出演者の保護者席などの観覧エリアは用意しておりません。一般来場客と同じエリアからの観覧となります。■写真・動画撮影は、お子様が出
演するステージ中のみ可能といたします。なお、関係者以外の方の撮影は禁止しておりますがオープンエリアでのショーとなりますので、不特定多数の方がお子様の写
真・動画撮影をおこなうことが予想されます。あらかじめご了承ください。■当日出演するニコ☆プチモデルの写真撮影はNGです。くれぐれもカメラを向けないようにお願
い致します。
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応募用紙
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応募用紙
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応募用紙
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プレスリリース
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プレスリリース
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プレスリリース
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応募状況概要

会社名 ブランド名 応募人数

株式会社F・O・インターナショナル ALGY 117名

株式会社キムラタン n.o.u.s 11名

株式会社べべ Diable 49名

ZIDDY 99名

株式会社ワールド HusHusH／3can4on (※)5名

計 281名

【応募総数】
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2歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳

年齢 人数

2歳 1

4歳 2

5歳 3

6歳 5

7歳 6

8歳 27

9歳 44

10歳 76

11歳 71

12歳 36

13歳 4

参加者年齢参加者居住エリア

エリア 人数

愛知県 51 千葉県 4

兵庫県 51 北海道 4

大阪府 49 岐阜県 3

静岡県 13 群馬県 3

京都府 9 埼玉県 3

広島県 8 徳島県 3

滋賀県 8 宮城県 2

東京都 8 山口県 2

富山県 7 新潟県 2

愛媛県 6 大分県 2

石川県 6 奈良県 2

福岡県 6 茨城県 1

岡山県 5 佐賀県 1

神奈川県 5 神奈川 1

香川県 4 長崎県 1

三重県 4 和歌山県 1
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新型コロナウィルス感染拡大による中止の経緯

日付 事象 主体 対応

2020/3/4
【サンコレ事務局】
センター街での
実施中止判断

【サンコレ事務局】・神戸クリエイティブセンター（KIITO）で会場変更の上実施

【事務局】

・参加者へ会場変更連絡及び、参加意向の再確認
・各種キャンセル及び制作作業の中止⇒結果、参加者35名中、参加が
31名、辞退4名となりました。

・実施内容変更をホームページに掲載

2020/3/24
【サンコレ事務局】
KIITO使用不可連絡

【事務局】

・別会場実施提案
⇒一旦実施想定で決定
・参加用マニュアル作成
・参加者用連絡手配

2020/3/26
【事務局】

オーディション
中止の決定

【事務局】

・個別連絡対応
（中止連絡の周知徹底、交通費・宿泊費のキャンセル手数料等の確認）
・中止連絡をホームページに掲載
・当日着用予定のコーディネート画像による書類選考に変更

2020/3/31
【新潮社】

プチ☆コレ2020
中止の決定

【事務局】
・参加者へ中止連絡
・実施内容変更をホームページに掲載
・各ブランド賞の選出は継続。本番着用予定の意匠を賞品として授与

【新潮社】 ・ニコ☆プチ＋（プラス）への掲出決定
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受賞者一覧

No. ブランド名 参加者名 よみ 性別 年齢 コーデのポイント

A_18 ALGY賞 ALGY 中村瑠奈 なかむらるな 女 10
大好きなブラウンで夏らしくコーデしました。
ポイントは、チェリーのイヤリングとカンカン帽
です。

A_29 ALGY賞 ALGY 廣住このは ひろずみこのは 女 10

とにかく女の子らしくガーリーなイメージでコー
ディネイトしました。
流行りのラテカラーを取り入れてお洒落さをプラ
スしました！

N_2 キムラタン賞 n.o.u.s 竹田果永 たけだかな 女 5
フレンチナチュラルなテイスト、シンプルなオ
シャレを楽しみました。お花をアクセントにして、
笑顔が皆さんに届けられたらいいなと思いました。

D_46 Diable賞 Diable 里中瑠花 さとなかるか 女 11
テーマは「ビタミンカラーで迎える新学期」この
キャップを使いたかったのでそこから他のアイテ
ムを合わせていきました。

D_6 Diable賞 Diable 蓑田莉々夏 みのだりりか 女 10

スタイルアップ効果抜群のIラインコーデ。手首
に巻いたスカーフチョーカーと差し色の赤で
カジュアルにもキレイ目にも見えるスタイルがポ
イントです。

Z_53 ZIDDY賞 ZIDDY 西田ゆめな にしだゆめな 女 11
スカーフをワンショルダーのトップスに編み込ん
だところがポイント♥サンダルとリンクカラーで
大人っぽくまとめました♥

Z_80 ZIDDY賞 ZIDDY 瀬里来愛 せりくれあ 女 12

トレンドのシースルーアイテムで大人っぽくコー
デしてみました。パープルのラメTシャツとネオ
ンカラーのバッグを差し色に入れることで、
ziddyらしくカッコかわいいコーデに♡

W_1 HusHusH/3can4on賞 HusHusH/3can4on 二瓶 多桜 にへいたお 女

「元気に笑顔でピクニック」をテーマに、小花柄
のパンツと ジャケットの裏地の小花柄がポイン
トのお洋服に合わせて 小さいお花の髪飾りを付
けてみました。スタイルよく見える様にTシャツ
はインしています。

A_112 神戸ファッション協会賞 ALGY 松本奈千 まつもとなち 女 10
春のお出掛けコーデ。ブルーのチェックのスカー
トにチュールを合わせて、大人っぽくなる様にブ
ラックのトップスで締めました。

Z_3 神戸ファッション協会賞 ZIDDY 増田暖 ますだのん 女 10
カッコイイziddyの中にも女の子らしさを♡初夏
の大人カッコイイをイメージしてブラックベティ

✖️バラ柄ピンクで♡

■ 4/13 神戸ファッション協会ホームページに結果報告を掲載
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参加者写真一覧

■ ALGY(1)

【A_18】 【A_19】

【A_29】 【A_47】

【A_54】 【A_66】
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参加者写真一覧

■ ALGY(2)

【A_96】 【A_100】

【A_112】
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■ n.o.u.s

【N_2】 【N_3】

【N_5】 【N_11】
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■ Diable(1)

【D_5】 【D_6】

【D_16】 【D_19】

【D_21】 【D_28】
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■ Diable(2)

【D_46】 【D_47】
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■ ZIDDY(1)

【Z_3】 【Z_23】

【Z_37】 【Z_50】

【Z_53】 【Z_57】
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■ ZIDDY(2)

【Z_62】 【Z_73】

【Z_80】 【Z_81】
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■ HusHusH/3can4on

【W_1】 【W_2】

【W_3】 【W_4】

【W_5】
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制作物一覧

ニコ☆プチ 雑誌広告 サンコレ
パンフレット広告

サンコレPUS配布用キーホルダーデザイン

表彰ボード
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総括

【新スキームの採択】

今年度から、百貨店でのファッションショー＋ポップアップショップ（以下PUS）といった

形態を変更し、三宮センター街1丁目を会場とした三宮コレクション2020ss（以下サンコレ）

でのステージ開催と、新潮社タイアップによるニコ☆プチガールズコレクション2020（以下

プチ☆コレ）へのステージ出演という形式を採択した。

狙いとしては下記2点が見込まれる。

①流動数の多い場所（三宮センター街）や、ネームバリューのあるイベント（プチ☆コレ）

に協賛することで、より多くのユーザーの観覧機会を得る。

②サンコレでのオーディションを行い、プチ☆コレで「各ブランドの代表モデルとして出

演」という座組で実施することで、参加者にモデルの仕事を体験してもらえる。

参加者に関しては、下記２点による参加ハードルの上昇による応募減少が予想された。

①参加可能枠が昨年117枠から40枠へと減少

②神戸、東京での開催による遠征の必要性

結果的には昨対比1.06と微増傾向にあった。

最終的に新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感染拡大リスクの高まりを理由にサンコ

レ、プチ☆コレ共に中止となった。

今回の形式変更により、上記の狙い通りイベント自体の価値や注目度の上昇を達成できたと

考える。そのため、各イベントの中止が残念と言える。

来年度以降、この形式をなぞりつつ、より神戸ファッション文化の発信ができる方法を、各

アパレル会社様と共に構築したいと考える。

【イベントの中止対応に関して】

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感染拡大という、未だかつて誰しも経験したこと

のない事象により、会場変更や開催中止といったイレギュラー対応が頻発した。

参加ユーザーのマインドが、主催者・事務局に協調傾向にあったことや、各ブランド担当者

様による柔軟なご対応により、直前の変更決定等によるトラブルは防ぐことができた。

引き続き、各ご担当者様と連携を強めていきたいと考える。


