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報道関係者各位

(学) 文化学園 文化ファッション大学院大学

ファッションビジネスの 10 年後を考える

ファッションのダボス会議 開催
2016 年 2 月 2 日(火) 15：00～16：40
文化ファッション大学院大学(学長：大沼 淳、渋谷区代々木 3-22-1)は､2016 年 2 月 1 日(月)～2 月 5 日(金)に
「文化ファッション大学院大学ファッションウィーク(BFGU FW)」を開催します。「BFGU FW」は、次代のファッ
ションビジネスの方向を示唆するような、未来志向の対話・議論の場としての、いわば「ファッションのダボス
会議」ともいうべきイベントです。
第 8 回を迎える今回は『“THE NEXT DECADE” ― 変容するファッションビジネス― 』をメインテーマにファ
ッション産業界からパネリストを招くシンポジウムや院生によるファッションショー、展示や研究発表などを実
施します。

シンポジウムについて
ファッション産業界から、宮前 義之氏(ISSEY MIYAKE デザイナー)、佐藤 正樹氏(佐藤繊維株式会社 代表取締役
社長 糸作家/デザイナー)、荒川 信雄氏(株式会社ラフォーレ原宿 代表取締役社長)を招き、本学教員 3 名とデザ
イン、テクノロジー、経営の観点から、革新と変化を続けるファッションビジネスの今後 10 年の方向性を考えま
す。
■日時：2016 年 2 月 2 日(火)15:00～16:40
■会場：学校法人 文化学園内 遠藤記念館大ホール
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「第 8 回 文化ファッション大学院大学ファッションウィーク」について
■メインテーマ：“THE NEXT DECADE” ― 変容するファッションビジネス―
■会期：2016 年 2 月 1 日(月)～2 月 5 日(金)
■会場：学校法人 文化学園内

遠藤記念館大ホール

ほか

■全プログラム(プログラムによって開催日時が異なります)：

2.1(月)

2.2 (火)

2.3(水)

2.4(木)

2.5(金)

13：00～17：00

10：00～19：00

9：30～17：00

9：30～17：00

9：30～15：00

13：00～17：00

10：00～19：00

9：30～17：00

9：30～17：00

9：30～15：00

9：30～17：00

9：30～15：00

①ファッションテクノロジーコース
1 年次終了展示
エントランス （C 館）
②ファッションテクノロジーコース
2 年次修了展示
遠藤記念館ギャラリー （F 館）
③ファッションデザインコース
1 年次終了展示
遠藤記念館大ホール （F 館）
④ファッション経営管理コース
1 年次基礎研究発表
10：00～15：00

視聴覚講義室 （F 館地下）
I-22 コンピュータ実習室 (I 館 2 階)
⑤ファッション経営管理コース
2 年次修了研究発表

13：00～14：50

視聴覚講義室 （F 館地下）★
⑥シンポジウム
遠藤記念館大ホール （F 館）★

15：00～16：40

⑦ファッションデザインコース
2 年次修了ショー

17：00～18：00

遠藤記念館大ホール （F 館）★◆

■プログラムに関する補足事項
・★がついているプログラム(⑤⑥⑦)は、招待状をお持ちの方のみのご入場となります。
一般の方はご入場頂けませんので、あらかじめご了承ください。
※招待状申込みについては次ページをご覧ください。(一般の方向け)

・⑦「ファッションデザインコース 2 年次修了ショー」は、本学ウェブサイト TOP ページにて LIVE 配信する予定
です。
URL：http://bfgu-bunka.ac.jp/

■招待状申込みについて(一般の方向け)

BFGU FW 会期中に行われる下記プログラム(2 ページ目にあるプログラムの⑤⑥⑦)の招待状を、ご応募された方の中
から抽選でプレゼントいたします。
招待状をご希望の方は、本学ウェブサイト(http://bfgu-bunka.ac.jp/fw_invitation/index.php)よりお申し込みください。

≪招待状の種類/当選者数≫
・シンポジウム＆ファッションデザインコース 2 年次修了ショー

50 名様

[2016 年 2 月 2 日（火）開催]

・ファッション経営管理コース 2 年次修了研究発表

20 名様

[2016 年 2 月 2 日（火）開催]

応募締切

：

2016 年 1 月 17 日（日）

※招待状の発送をもって、当選者発表とさせていただきます。
※当選された方には、2016 年 1 月 18 日（月）～1 月 20 日（水）に招待状を発送いたします。
※お知らせいただいた個人情報は、BFGU FW 招待状をお送りする目的以外に使用することはありません。

■後援

■協賛

・オーストリア大使館 商務部

・株式会社 ゴールドウイン

・一般財団法人 日本ファッション協会

・株式会社 三陽商会

・一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会
・一般社団法人 日本ファッション・ウィーク推進機構
・繊研新聞社

・旭化成せんい 株式会社
・アズマ 株式会社

・rooms

・株式会社 オンワードホールディングス

・文化出版局

・カイハラ 株式会社

■協力

・株式会社 銀座山形屋

・Alpha Management

・クインライト電子精工 株式会社

・株式会社 一期一会

・株式会社 システムディ

・INS STUDIO
・株式会社

・株式会社 アクセスリード

・東海サーモ 株式会社
ヴェスト

・東レ ACS 株式会社

・エーゲ地方輸出企業協会

・日本ゴア 株式会社

・株式会社 SDS

・株式会社 三越伊勢丹

・資生堂 SABFA

・メーカーズシャツ鎌倉 株式会社

・有限会社 ステージ・プランニング

・株式会社 ユミカツラインターナショナル

・スワロフスキー・ジャパン 株式会社

・レクトラ・ジャパン 株式会社

・SÖKTAŞ（ソクタシュ）
・トルコ共和国 経済省

※2015.12.10 現在

・トルコ共和国 ユヌス・エムレ インスティトゥート
・YKK ファスニングプロダクツ販売 株式会社

(五十音順)

文化ファッション大学院大学(BFGU)とは
ファッション産業における新しいビジネスモデルを研究する専門職大学院。2006 年開学。ファッションビジネ
ス研究科の下、ファッションクリエイション専攻(ファッションデザインコース、ファッションテクノロジーコー
ス)、ファッションマネジメント専攻(ファッション経営管理コース)を設置。コースごとに実践的なカリキュラム
を構築し、それぞれに高い専門性を備えた人材を育成しています。
※本学は今年で 10 周年を迎えました。

専門職大学院とは
専門職大学院は、2003 年度にスタートした特徴のある大学院。
今までの大学院は、研究者の養成に重点がおかれていましたが、専門職大学院では、高度で専門的な職業能力を
持った実務家の養成に特化した教育を行います。現場の第一線で活躍するプロフェッショナルらによる授業をと
おして、最新の技術・知識を学ぶなど、よりハイレベルな専門教育と実務教育を実施するのが大きな特徴です。

※貴紙・貴誌・貴サイト等にてご紹介いただけます場合、問合せ先は「教学事務室

TEL：03-3299-2701」とご掲載ください

ますようお願いします。
※本件について、ご紹介いただけます場合は、お手数ではございますが、ご一報いただけますようお願い申し上げます。
※本イベントに関する取材のご要望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。

［報道関係の方からのお問い合わせ先］

文化ファッション大学院大学 教学事務室 担当（川上、榊原）

〒151-8521 東京都渋谷区代々木 3-22-1
[ T e l] 03 - 32 9 9 - 2 71 1

[ Fa x ] 0 3 - 3 2 99 - 27 14

[Email] chie-kawakami@bunka.ac.jp
[HP］http://www.bfgu-bunka.ac.jp/

