Next Fashion Designer of Tokyo
募集要項
以下２つの部門から選択いただけます

「フリー部門」
一次審査
（提出物審査）

制作補助

二次審査
(プレゼン・質疑・作品審査)

「インクルーシブデザイン部門」

•2023 Autumn/Winter（以下、「23AW」）コレクション における１つ以上のデザイ
ン画等を提出いただきます。
•二次審査に向けて役立つ、トレンド等の情報やスキルを得る機会を設けます。
•作品制作材料費上限5万円補助します。
•23AWコレクションのルック１つ以上の制作作品に関するプレゼン・質疑応答を実施
いただきます。

•商品化体験：マーチャンダイザー等と協働して、23AWコレクションを仕立てていただきます。

ビジネス体験

•プロモーション体験：プロから支援を受けてショー開催に向けて企画いただきます。
•作品制作材料費上限10万円補助します。

ファッションショー
（最終審査）

賞金等

•23AWコレクションのルック３つを、ファッションショー形式の審査会で発表いただ
きます。
•各部門

大賞1名（またはグループ）100万円、優秀賞2名（またはグループ）50万円

•本事業の取組を広くPRします。

応募受付期間：
2022 年７月 15 日（金）～同年 9 月 30 日（金）【消印有効】
問い合わせ先：Next Fashion Designer of Tokyo 運営事務局
☏ 03-6427-9565 ✉ info@nfdt.tokyo
１ 趣旨
東京都では、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」と
していくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。
日本のファッション・アパレル産業の発展に向け、才能ある若手デザイナーの潜在能力を引き出し、

世界で活躍できる人材に育てることが重要です。
本事業は、東京から未来を担う若手デザイナーを生み出すとともに、誰もが楽しめる東京発のファッ
ションを広く発信することを目的としています。

２ 部門
デザイン画ごとに、次の２部門のうち１つを選択し、ご応募ください（デザイン画が異なれば両部門
を応募することも可）。各部門において、特に優秀と認められるものを表彰します。

フリー部門
インクルーシブデザイン部門
～障害者が輝くデザイン～
（以下、
「インクルーシブデザイン部門」
）

テーマは自由です

障害のある方を起点とし、ニーズに即した機能性とファッシ
ョン性を併せ持つ服をテーマとしてください

３ 募集内容
２３AWコレクションのデザインを募集します。デザインの制作・応募にあたっては、オリジナルかつ
国内外で未発表・未制作のものとし、以下（１）～（６）にご留意ください。
(1) 応募時に選択した部門のテーマ（フリー部門の場合は自由）に即したものとしてください。
(2) メンズ、ウィメンズ、ユニセックス、どれでも可
(3) ファッション性に加えて、機能性・市場性や環境への配慮など、ビジネスを意識したものとしてく
ださい。
(4) 応募作品は、他者の知的財産権等を侵害する内容でないことはもちろんのこと、侵害の恐れがある
内容（キャラクタープリント等）が含まれていないものとしてください。
(5) デザインとルックの制作者が異なることや複数名でデザイン等を作成することなども可能です。
その場合、参加するメンバー全員を含めたチームでの応募になります。参加するメンバー全員が
「４ 応募資格」を満たす必要があることにご留意ください。
(6) 本事業に係る作品や応募者等については、都の媒体等にて国内外に広くPRさせていただきます。

４ 応募資格
応募にあたっては、以下（１）及び（２）をすべて満たす必要があります。
（１） 都内在住又は在学中の学生・生徒（グループ申請も可）
2022 年度を通して、都内の大学、短期大学、高等学校、専修学校・各種学校、職業訓練校等（以
下「大学等」という）に在学中の学生・生徒、又は都内在住で他県の大学等に通学している学生・
生徒
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※ 年齢・性別・国籍は問いません。
※ グループ応募の場合は、グループ内のメンバー全員の同意を得た上で応募してください。

〇応募にあたって、ご自身の作品制作過程などの取組状況についてＳＮＳにより積極的に発信し、
一緒にコンクールを盛り上げてください！！
〇投稿時は本コンクール関連とわかるよう、共通のハッシュタグ「＃nextfashion」を使って発信し
てください。

（２）次に掲げる除外事由に該当しない者
・過去５年の間に法令等に違反した事実のある者、また法令等に違反するおそれがある者。
・暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。）第 2 条
第 2 号に規定する暴力団をいう。
）に該当する者。また、代表者、役員又は使用人その他の従業員
若しくは構成員が暴力団員等（条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する
暴力団関係者をいう。
）に該当する者。

５

賞
大

賞・・・ １００万円

各部門１名（またはグループ）

優秀賞・・・・ ５０万円

各部門２名（またはグループ）

６ 審

査

審査は、ファッション・アパレル産業関係の有識者等によって行います。審査の途中経過及び審査結
果・内容についてのお問合せには一切お答えできませんので、予めご了承ください。

【審査のポイント】
各部門のテーマを基に、デザイン性、機能性、新規性、市場性、サステナビリティ、障害のある方の
利用しやすさなどの観点から審査を行います。
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７ スケジュール及び詳細
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

応募
受付

一次
審査

制作

二次
審査

ビジネス
体験

最終審査

補助

（１）応募受付

2022 年７月 15 日（金）～同年 9 月 30 日（金）

（２）一次審査(提出物審査)

2022 年 10 月

（３）制作補助

2022 年 10 月～12 月

（４）二次審査(プレゼン・質疑応答・作品審査)

2023 年１月

（５）ビジネス体験（商品化・プロモーション）

2023 年１月～３月

（６）最終審査(ファッションショー・審査・表彰式等) 2023 年３月

（１） 応募方法
以下の専用ウェブサイトより、WEBまたは郵送によりお申し込みください。
① 専用ウェブサイト
https://www.nfdt.tokyo/
② 応募受付期間

2022 年７月 15 日（金）

～

同年９月 30 日（金）【消印有効】

③ 応募書類
以下の（ⅰ）から（ⅴ）を全てご提出ください。
（ⅰ）応募資格を確認できる書類（以下のいずれか）
※グループ応募の場合は、グループ構成員全員分
都内の大学等に在学中の学生・生徒の場合

在学証明書（発行後３ケ月以内のもの）又は学生
証

都内在住で他県の大学等に通学している学生・生徒の

以下２点の両方

場合

・ 在学証明書（発行後３ケ月以内のもの）又は
学生証
・ 住民票の写し（発行後３ケ月以内のもの、コ
ピー不可）

（ⅱ）誓約書

専用サイトより様式をダウンロードのうえ署名
押印
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（ⅲ）応募申込書

【WEB 申請の場合】
専用サイトの応募フォームより入力
【郵送申請の場合】
専用サイトより様式をダウンロード

（ⅳ）応募作品（デザイン画）

専用サイトより様式をダウンロード

※ 23AW コレクションのルック１つ以上に係るデザ
イン画としてください
※ １ルックにつき、１用紙を使い記入してください
※ デザイン画は必ず着色してください
※ 色・柄・素材を分かりやすく表現し、バックスタ
イルも必ず描いてください
（ⅴ）応募作品紹介シート
※

専用サイトより様式をダウンロード

説明用紙に記載された項目に沿って、指定の文
字数以内で端的に、分かりやすくご記入くださ
い

④ 応募書類提出方法
以下のいずれかによりご提出ください。応募にあたっては後述の「９ 留意事項」を必ずご確
認ください。提出書類は、審査結果にかかわらず返却いたしませんので、あらかじめご了承く
ださい。また、匿名やペンネームでの応募はできません。
ア． WEB申請の場合
専用サイト内の応募フォームに必要事項を記載のうえ、上記（ⅰ）
（ⅱ）（ⅳ）（ⅴ）に該
当する各データを以下のアドレスへ送信してください。
なお、
（ⅰ）及び（ⅱ）については、スキャンしたデータやスマートフォン等で撮影し
たデータなどを送信してください。
【送信先アドレス】info@nfdt.tokyo
イ． 郵送申請の場合
上記（ⅰ）から（ⅴ）に該当する書類を以下の住所へ郵送してください。
なお、
（ⅰ）のうち学生証についてはコピーを送付してください。
（ⅱ）から（ⅴ）につ
いては、専用サイトよりダウンロードしたものにご記入のうえご提出ください。
【送付先住所】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-11-8渋谷パークプラザB1
Next Fashion Designer of Tokyo事務局 宛

5

（２） 一次審査（提出物審査）
23AWコレクションについて、デザイン画等を各部門の専門家・有識者等が審査します。応募者よ
り、各部門１５名程度選出する予定です。

（３） 制作補助（対象：一次審査通過者）
一次審査を通過した応募者には、トレンド動向・ニーズ等に関する講演会や個別アドバイザリー
等を活用し、応募者の考える23AWコレクションのルックを１つ以上制作いただきます。
なお、インクルーシブデザイン部門の一次審査通過者については、制作補助の段階で実際に障害
当事者と対話をしながら制作をすすめていただきます。そのため、応募時のデザイン画と大幅に変
わることがあります。障害当事者については、主催者側でマッチングいたします。
① 制作材料費補助（第一回）
一次審査を通過した応募者には、二次審査に向けたルック制作補助として最大５万円を支給しま
す。二次審査にむけた材料・素材等を購入した際の領収証等エビデンスを事務局にご提出いただき、
エビデンス確認後上限５万円（税込）まで支給いたします（制作材料費は二次審査後から１か月以内
を目途にお支払いする予定）
。
なお、二次審査を辞退した場合や二次審査に作品を提出されなかった場合等は支給できませんの
で、ご了承ください。制作材料費補助（第一回）についての詳細は、一次審査通過者に別途ご案内い
たします。
② 制作アドバイザリー
一次審査通過者が、二次審査に向けて、自身の23AWコレクションのルック１つ以上を制作する過
程で、必要なアドバイスを得られる機会として、講演会と個別アドバイザリーを実施します。概要は
以下のとおりです。制作アドバイザリーの詳細は、一次審査通過者に別途ご案内いたします。
講演会を実施いたします。
講演

【講演内容】
トレンド動向・ニーズ等、二次審査に向けて、自身の作品のブラッシュアップ
に役立てることができる情報を提供します。
各一次審査通過者に対し、個別のアドバイザリーを実施します。

個別アドバイザリー

個別アドバイザリーにあたっては、一次審査通過者が自身のコレクションや当
該時点での作品に関して相談できる時間を設けます。
アドバイザーは各部門に相応しい人物を事務局にて選定いたします。

時期

一次審査実施後、二次審査までの間（１０月～１２月想定）に実施します。

会場

都内（別途ご案内いたします）

（４） 二次審査（プレゼン・質疑応答・作品審査）
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一次審査を通過した応募者には、制作補助を活用し、応募者の考える23AWコレクションのルック
を１つ以上制作いただきます。二次審査では、応募者によるルックに関するプレゼンテーションや
質疑応答、マネキンに着装させた作品展示により専門家・有識者等が審査します。
① 日程・場所・当日の流れ等
詳細は一次審査の結果通知と併せてお知らせいたします。
② 二次審査提出物
・ 23AWコレクションのルック１つ以上の制作作品
・ 作品説明資料（着せ付け方法、素材の説明等）（様式任意）
③ 二次審査会の時期、会場
時期：２０２３年１月（予定）
場所：都内
④ 審査結果・選出数
一次審査通過者より、各部門３名を選出する予定です。二次審査通過者は、ビジネス体験等
の支援対象者となり、最終審査にノミネートいただくこととなります。
⑤ 留意事項
・ 作品の取扱いには細心の注意を払いますが、最終審査までに何度もマネキンやモデルに衣
装を着装します。最終審査まで壊れないようなデザイン・作品の制作を心がけてください。
事務局では補修等は一切行いません。
・ 提出された作品には、審査の過程で染みや汚れ等が付く場合があります。作品の返却の際に、
事務局ではクリーニング等は一切行いませんのでご了承ください。
・ 作品は、東京都が実施するファッション関連事業において使用させていただく可能性があ
るため、二次審査終了後５年間は、応募者のもとで適切に管理していただくこととします。

（５） ビジネス体験（対象：二次審査通過者）
二次審査通過者には、プロによるビジネス体験を受講いただきます。ビジネス体験では、自身のル
ックをマーチャンダイザー等と協働して制作いただくとともに、自身のコレクションに相応しいフ
ァッションショーを検討いただきます。
① ビジネス体験説明会
ビジネス体験全体（支援内容・スケジュール等）に関する説明会を実施いたします。二次審
査通過者は、必ずご参加ください。詳細は、二次審査通過者に別途ご案内いたします。
② 制作材料費補助（第二回）
二次審査通過者には、最終審査に向けたルック（３つ）制作補助として最大１０万円を支給し
ます。最終審査にむけた材料・素材等を購入した際の領収証等エビデンスを事務局にご提出い
ただき、エビデンス確認後上限１０万円（税込）まで支給いたします（制作材料費は最終審査会
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後から１か月以内を目途にお支払いする予定）
。なお、最終審査を辞退した場合や最終審査に３
つの作品を提出されなかった場合等は支給できませんので、ご了承ください。制作材料費補助
（第二回）についての詳細は、二次審査通過者に別途ご案内いたします。
③ 商品化体験
二次審査通過者には、マーチャンダイザー（M.D）などによる「デザインを販売できる商品に
する」「仕立てる」過程を体験いただきます。概要は以下のとおりです。商品化体験の詳細は、
二次審査通過者に別途ご案内いたします。
・ 二次審査通過者の23AWコレクションのルック１つにつき、マーチャンダイザー等との協働
により商品化するまでの過程を経験する機会を提供します。
・ 仕立てられた作品を確認し、必要な調整を行う機会を提供します
・ マーチャンダイザー等とともに制作したルックは、最終審査にてファッションショーで発表
する作品の１つとします。
④ プロモーション体験
二次審査通過者には、プロデザイナーが行う「自身のデザイン・コレクションを効果的にPR
する」過程を体験いただきます。概要は以下のとおりです。プロモーション体験の詳細は、二
次審査通過者に別途ご案内いたします。
・ 二次審査通過者が自身のコレクションや商品化体験でマーチャンダイザー等と仕立てた
自身のルックを含む３つ作品の魅力を伝えられるファッションショーを企画する機会を
提供します。
・ ファッションショーを開催するにあたり必要な一連の業務（モデルの選定、ヘアメイクの
検討、ルックの検討、モデルへのフィッティングなど）を体験する機会を提供します。
（６） 最終審査（ファッションショー・審査・表彰式等）
最終審査では、ビジネス体験を通じて組み立てたファッションショーにて、マーチャンダイザー
等とともに制作したルックを含む３つの作品を発表いただきます。当日の発表内容を見て、専門家・
有識者等が最終審査を行います。
① 日程・場所・当日の流れ等
二次審査通過者には、ファッションショー当日に向けた説明会を２回程度実施いたしますの
で、必ずご参加ください。説明会のご案内及び最終審査の詳細は、二次審査の結果通知と併せて
お知らせいたします。
② 最終審査提出物
・ 応募者の考える23AWコレクションのルック３つの制作作品（うち１つは、ビジネス体験で
制作したルックとします。二次審査時の提出作品も含めることができます。）
・ 作品説明資料（着せ付け方法、素材の説明等）
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・ 説明資料
③ 最終審査会時期、会場
時期：２０２３年３月（予定）
会場：都内
④ 審査結果
ファッションショー当日、各部門より大賞１名、優秀賞２名を発表いたします。
⑤ 留意事項
・ 作品は、準備期間やショーのリハーサルなどにおいて複数回着用されます。着用回数に耐え
得る作品づくりを心掛けてください。事務局では補修等は一切行いません。
・ 審査の過程で染みや汚れ等が付く場合があります。作品の返却の際に、事務局ではクリーニ
ング等は一切行いませんのでご了承ください。
・ 最終審査当日（ファッションショー）及びリハーサルでは、事務局が準備するモデルに対し
て、原則として応募者にて作品を着装ください。
・ ファッションショー、最終審査及び表彰式は、同日に行う予定です。表彰式においては、受
賞者に会場内特設ステージ等で表彰状及び副賞の贈呈を行う予定です。また、表彰式後、業
界関係者の方との交流会も予定しております。最終審査参加者は必ずご参加ください。
・ 作品は、東京都が実施するファッション関連事業において使用させていただく可能性があ
るため、最終審査終了後５年間は、応募者のもとで適切に管理していただくこととします。

８

情報の取扱い


東京都は、表彰式、ホームページ、ＳＮＳ等において、応募者の氏名、学校名及びその作品並びに
その他応募書類の記載事項等を公表させていただく場合がありますので、公表可能な情報をご提
出ください。



各審査通過者は、別途東京都に対し、画像素材等、当該公表に必要となる情報等の提供に協力する
ものとします。



本事業全体（各審査会、制作補助、ビジネス体験、ファッションショー（舞台裏含む）や表彰式・
交流会など）の取組について、東京都や東京都の業務委託先または東京都が許可する第三者が、写
真や映像等を記録し、本事業並びに受賞者及び受賞者の作品のPR等のために公表させていただく
ことがあります（インターネット中継、ドキュメンタリー映像の制作・放映等）
。応募者は、イン
タビュー等にご協力くださいますようお願い申し上げます。とりわけ、ファッションショーは一般
都民も参加できるオープンなものとなるため、一般都民による写真や映像等の撮影、ＳＮＳ公開も
可能とすることを予定しておりますので、予めご了承ください。



円滑な事業運営のため応募書類にご記入いただいた情報や、必要に応じてご提供いただく情報を
審査委員、東京都が指定した業務委託先に提供することがありますい。なお、応募書類に記載いた
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だいた情報は、本事業の実施運営・PR活動のほか、東京都が行う各種事業のご案内送付やアンケ
ート調査依頼等以外の目的で第三者へ提供いたしません。

９

留意事項
(1) 応募作品（デザイン画等）について
・ 応募者自身のオリジナルで、国内外で未発表のデザインに限ります。
・ 応募作品に関して、他のコンテスト等への二重応募は認められません。
・ 申請内容の確認や審査において、応募者へ問い合わせをする場合があります。
・ 東京都及びその業務委託先は作品の受領後、作品の管理と輸送について万全の注意を払います
が、天災、その他の不慮の事故などによる破損・紛失については一切の責任を負いません。
・ 応募時に選択した部門を後日変更することはできませんのでご了承ください。

(2) 知的財産権などの取り扱い
・ 特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全性などに関する
責任は、応募者が負うものとします。本事業による表彰等は、受賞作品等の安全性、品質等を
東京都が保証するものではありません。
・ 応募作品を本事業やその他東京都が実施するファッション関連事業、東京都が管理するウェブ
サイト・その他広報物等において無償で利用することを当該作品の応募者は、応募した時点で
許諾することとします。利用の際の氏名表示の有無等についても主催者の判断とします。
・ 東京都は、応募者のブランド等にかかる知的財産権に関するいかなる係争にも関わりません。

(3) 事故、損害等について
東京都及び審査会は、本事業で表彰等した応募者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対
する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いません。

(4) 入選・受賞の取消について
受賞者が以下のいずれかに該当した際は、審査対象から除外し、また入選・受賞の決定を取り消
します。賞金がすでに交付されている場合は、返還を求めることがあります。
・ 応募資格を満たしていないことが判明した場合
・ 本事業の目的を著しく損なうような行為若しくは虚偽の事実や記載があったと認められる場
合
・ 法令違反など、社会通念上受賞者とすることがふさわしくなく、また東京都事業に対する信用
を失墜させる行為があったと認められる場合
・ 受賞者が暴力団員等（条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力
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団関係者をいう。
）に該当すると判明した場合
・ 応募作品について、知的財産権等の侵害など重大な障害があると認められる場合（既発表のデ
ザイン・商品を故意に真似たものである事が発覚した場合、または第三者の知的財産権（商標
権や意匠権など）の侵害となる場合（侵害となるおそれがあると判断した場合、応募後に侵害
となった場合を含む）
）
・ その他、東京都が本事業の受賞者として不適切と判断した場合

(5) その他
・ 本募集要項において、東京都が負担する旨が明示されているものを除き、本事業への応募・参
加に必要な費用は応募者の負担となります。
・ 審査結果に対する異議・問い合わせ等については一切応じられませんので、ご容赦ください。

１０

問合せ先

Next Fashion Designer of Tokyo 2022 事務局
電話

03-6427-9565

メール info@nfdt.tokyo
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