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　福岡アジアファッション拠点推進会議は、3月6日～29

日の「ファッションマンス福岡アジア 2020」並びに、3月

28 日の「福岡アジアコレクション（FACo）2020」につい

て、新型コロナウイルスの影響等を考慮し、大変残念で

はございますが開催中止といたしました。

　これまで開催に向けてご準備されてきた関係者の皆

様、またイベントを楽しみにされていた皆様には、何卒ご

理解いただきますようお願い申し上げます。

　3月28日の「福岡アジアコレクション（FACo）2020」に

出場予定だった福岡県内を拠点に活躍するデザイナーズ

ブランド8 社を、本誌面で特別にご紹介します。

　これからも、福岡ブランドの活躍を応援するとともに、

ファッションとコンテンツ産業、美容と食との連携・融合

を図ったイベントの開催を通じ、「ファッションの街・福

岡」の魅力を発信してまいります。

～5 分で美しくWASOMI.3D キモノ～
着付技術をパターンにデザイン、立体
裁断 & 立体縫製の 3D キモノ® を開発
し国際特許 10ヵ国で取得。
海外在住日本人の為に誕生したオー
ダーメイドブランド。
着物をグローバルスタンダードにするべ
く、4月11日宮島で御愛用者様がラン
ウェイするファッションショー開催。

～和装～ ～オートクチュール～ ～オーダーメイド～

～リアルクローズ～

▼ 福岡アジアコレクション2020〈福岡ブランド紹介〉

ファッションマンス福岡アジア2020並びに
福岡アジアコレクション（FACo）2020の開催について

● WASOMI
   DRESSKIMONO 101®

アシンメトリーな2つのブランド

 Arnev（アルネブ）
 うさぎ座という小さい星の意
 ああもできて、こうもしたい、そんな
よくばりなオトナ達の為に。

 UNISEXブランドのAMBOS★（アンボス）
あなたが正しいと思うことをすればいい。
 何をやったとしてもどうせ誰かに何か
いわれるのだから。

● Arnev・AMBOS
　      （石田 あやの 氏 / 福岡市南区）

　　  2011年設立

デイリーなカジュアルの中にも女性らし
さを残し、どこか自分らしさを表現で
きるエッセンスを加え、型にはまらな
い「自由なmix style」を提案します

● merit merry
　　 （西美 あすか 氏 /北九州市）

　　 2014 年設立

オリジナルテキスタイル “ポルッチ” は
男女問わず様々な年齢層がシーンに合
わせて着ていただけるカジュアルライン
です。

● marun..
　       （丸家 梢 氏 / 遠賀郡遠賀町）

　　   2011年設立

元モデルのAkemi Doiがクリエートする
ロンドン生まれのファションブランド。
優雅に波打つ襟や、着物の様な袖を
持つジャケットを中心に展開。
ジャケットは、パーティーなどのフォー
マルなシーンにはもちろんのこと、ジー
ンズやプレーンなボトムスと組み合わ
せてカジュアルに着こなすこともできる
アイテム。
その個性的なスタイルは、オリジナリ
ティーにあふれています。

● DOI
　 　（土井 明美 氏 /糸島市）

　　  2006 年設立

誰かの HAPPY1 着、洋服から色んなパ
ワーを!
購入して頂いたお客様にあたえる1 着 1
着、大切に着てもらえる洋服を作り続
けます。

● 103（イチマルサン）　
　　　（岩佐 由紀美 氏 /中間市）

　　　2016 年設立

「自由にファッションを楽しみたい」あ
なたのお悩みを解決するオーダーメイ
ド専門店
ハンディのある人に寄り添った服作り
や、骨格診断に基づいた似合う服の一
点物のオリジナルウェア。
エスプリローブは、想いを込めた服作
りの造語。

● アトリエエスプリローブ
   　 （鈴木 綾 氏 / 福岡市中央区）

お客様の個性に合ったドレス作りを心
掛けており、 デザイン・生地一つ一つ
をお客様と一緒に考え、デザイナーが
提案し、 世界に一つだけのオリジナル
ドレスを製作しております。
花一つ一つに美しさがあるように、女
性一人一人が美しさを秘めています。 
特別な場所で自分の中にある最高の花
を一緒に咲かせましょう。 

● Dress Code
  　  （櫻井 一郎 氏 / 福岡市中央区）

　　　2011年設立（WASOMI. ㈱　井上 都裳子 氏 / 福岡市博多区） 2015 年設立
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