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報道関係各位 

米子コレクション 2012 実行委員会 

実行委員長 DAVID KOIZUMI 

 

 

米子発のファッションショー「米子コレクション 2012」 

 

マンガ・アニメ・映画だけじゃない!米子をファッションのメッカへ！ 

特別ゲストには、東京ガールズコレクションにも参加の ViVi 専属モデル

エリーローズと女優兼モデルの熊谷弥香が参加! 

特別ブランドとして米子南高校の生徒による衣装製作が決定!! 

モデルに今年度ミスキャンパスファイナリストが参加決定!! 

 

この度、米子市の助成事業として、米子市のアパレル関連事業者、地域で活動するクリ

エーターを支援・育成することを目的に、米子市の企業・ショップ等のクリエイターズワ

ークスを使用した「米子コレクション2012」(URL http://yonago.collection.jpn.com/)が、

9月15日（土）、米子コンベンションセンターで開催されます。 

今回特別ゲストとして、東京ガールズコレクションや東京コレクションに参加している

ViVi専属モデルであるエリーローズと、今年12月公開映画でAKB48研究生の光宗薫が主演す

ることで話題となっている「女子カメラ」に準主演として出演している熊谷弥香が参加す

ることが決定しました。エリーローズと熊谷弥香の2名は、米子コレクション内で開催され

るファッションショーとトークショーに参加予定です。 

また、FUTURE DESIGNER 発掘プロジェクトとして米子南高校の生徒による衣装製作が決

定致しました。鳥取をコンセプトした衣装製作をして頂いており、ファッションを通じて

の地域活性化、文化発信を目指してまいります。  

ファッションショーのモデルには、米子市民からの一般公募と、今年 2 回目のミスキャ

ンパスコンテストが開催される鳥取大学のミスキャンパスファイナリストと、関西の主要

大学の現役大学生ミスキャンパスファイナリストとが起用されることに決定しました。一

般公募から選ばれたモデルと鳥取大学と関西の主要大学のミスキャンパスファイナリスト

は、当日にモデルとして登場するほか、「米子コレクション 2012」の広報キャラバン隊を

結成し、ブログや twitter などを駆使して広報を行う、親善大使を担当します。 

下記に詳細をまとめさせていただいておりますので、ぜひご一読いただけますよう、よ

ろしくお願い致します。 
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＜米子コレクション＞ 

 
米子のセレクトショップなどによるファッションショーや特別ゲストのエリーローズさんや熊谷弥香さん

が出演するスペシャルトークショーと FUTURE DESIGNER 発掘 PROJECT として米子南高校の高校生が製作

した衣装の発表を開催予定です 

【１】ファッションショー 
         モデル部門（特別ゲスト：エリーローズ・熊谷弥香）及び読者モデル 

   ミスキャンパス部門（鳥取大、関西大、関西学院大の 2012 年ミスキャンパスファイナリスト） 
  米子部門（米子の小学生・中学生・高校生・大学生の一般募集の選抜メンバー） 

【２】スペシャルトークショー 
       エリーローズ × 熊谷弥香 
【３】FUTURE DESIGNER 発掘 PROJECT～米子発世界へ～ 
    米子南高校の高校生デザイナーの作品発表 
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＜FUTURE DESIGNER 発掘 PROJECT＞ 

鳥取県立米子南高等学校 

  
米子南高校家庭科で課題研究という授業で生徒が鳥取をイメージした衣装を製作してもら

っており、ファッションを通じての地域活性化を目指しております。 

〒683-0033 鳥取県米子市長砂町 216 番地 

TEL: 0859(33)1641 FAX: 0859(33)1642 

 

 

＜衣装協力＞ 

 

C’EST VOUS 

 

鳥取県米子市の中心商店街にある旧家を利用した、白壁の蔵と中庭のある、ヨーロッパ調

の空間の店内で国内外の専門店ブランドから自主編集 MIX し、 お客様の個性を活かした着

る人の心に近い洋服をともに探し出すお店です。 

営業時間 11:00~19:00 定休日 毎週水曜日 

〒683-0815 鳥取県米子市東倉吉町 69  

TEL:0859-34-9123 FAX:0859-22-5269 

 

 

Hacienda 

Hacienda 
鳥取県米子市東倉吉町 125-1 保田テナントビル 1F 

TEL:0859-34-1850 FAX:0859-34-1850 
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Fashionista 

 

鳥取県米子市東倉吉町 64 

TEL:0859-35-7050 FAX:0859-35-7050 

営業時間 11:00~18:00 

 

SONO BY Tikle 

 

鳥取県米子市四日市町 81 サンコアビル 1F 

TEL: 0859-34-0055  FAX: 0859-34-0055 

営業時間 12:00～20:00 定休日 不定休 

 

NOIR 

  

２０１２年３月１７日、三軒茶屋に古着屋「NOIR」がオープン。 

１９５０年代のアメリカの洋服をメインに、「古さ」という稀少性にのみ囚われないデザ

インコンシャスな古着をセレクト。一部、デザイナーズものも取り扱う。 

セレクトの基準は、「いかに特別な感じのする洋服であるか」 

営業時間 

１４：００～２４：００（平日）／１２：００～２４：００（土・日・祝） 

年末年始のみ休業 

東京都世田谷区三軒茶屋１‐３５‐３ 

TEL:03-6805-3989    MAIL: noir120317@gmail.com 
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＜特別ゲスト＞ 

エリーローズ 

         

1986 年 9 月 25 日生まれ。 

レプロエンターテイメント所属。 

女優・モデル 

写真家の父、スタイリストの母のもと、サブカルチャーに囲まれて育つ。1998 年、両親の

知人である篠山紀信氏に見出され写真集デビュー。 ローティーン誌を経て雑誌「ViVi」の

専属モデルとなり、2006 年ハワイ国際映画祭特別招待作品、ドイツ・シネアジア国際映画

祭特別招待作品にも選ばれた「コアラ課長」で主演女優として活躍。 

 

 

熊谷 弥香  

          
1988 年 3 月 19 日生まれ。 

プラチナムプロダクション所属。 

女優・モデル 

「mina」「Soup.」のレギュラーモデル。女優。 

その他「mini」や「PS」、「CUTiE」など青文字系の雑誌を中心にファッションモデルとし

て活躍中。最近では中国圏での反響があり、上海神戸コレクションへの出演、中国版 mina

増刊号や台湾版 mina の表紙もかざる。また、初出演の映画にヒロイン役で出演や舞台でも

主役を務めるなど女優としても活躍中。 
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＜実行委員長＞ 

DAVID KOIZUMI 

 

ファッションプロデューサー。１９８２年３月６日 チリ、サンティアゴにチリ人の母親と

日本人の父親との間に生まれる。 ２１歳の時にモデルとして活動を始めると、瞬く間に数

多くのメンズファッション雑誌を始め、ファッションブランドのカタログや広告、CM など

様々な媒体で活躍を始める。並行して２２歳の時、アパレル専門のセールスプロモーショ

ンを行う日本の企業に入社すると、メンズに特化したアタッシュド・プレスの立ち上げに

参加。現在は有限会社 MiXTA の代表として、ファッションを中心とした分野でプロデュー

ス業、ディレクション、PR やアドバイザーなども行い多岐に活躍している。 

 

 

 

＜モデル兼親善大使・ミスキャンパス＞ 

 

天野朱紫        高橋さくら        土橋花梨 

(関西大学政策２回生)  (関西大学文学部１回生)  (関西大学文学部２回生) 

          

 

西澤有沙         吉川由樹                  山田愛 

(関西大学商学部３回生)   (関西大学社会学部２回生) （関西学院大学経済学部 3 回生） 
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 井上文香                  廣田美怜                  上野舞子 

（関西学院大学教育４回生）（関西学院大学教育 2 回生） （関西学院大学経済学部３回生） 

                      

 

 村瀬瑠美 

（関西学院大学商学部４回生） 

 
 

 

 

＜米子コレクション 2012 開催概要＞ 

 

●名    称 : 米子コレクション 2012(http://yonago.collection.jpn.com/) 

●開催日時：2012 年 9 月 14 日（金）、15 日（土） 

      ※9 月 14 日（金）：レセプション 

       9 月 15 日（土）：米子コレクション 2012 

●開催場所：米子コンベンションセンター 小ホール  

住所：〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294  

●主  催：米子コレクション実行委員会  

● 実行委員：特別顧問／野坂康夫（米子市長） 

     顧問／吉岡成幸（米子南高校校長） 

          実行委員長／DAVIDKOIZUMI（ファッションプロデューサー）  

      実行委員／南茂嘉宣 （映画プロデューサー） 

           宮崎大輝 (Noir ショップオーナー兼ファッションキュレーター) 

           太田 雅人（株式会社 GETTI GROUP 代表取締役） 

● 制作運営：米子コレクション 2012 運営事務局 

● 企画制作：(株)学割 

● 協  力: 米子南高校/松江理容美容専門学校/鳥取大学医学部錦祭実行委員会/島根大学地 

       域活性化団体 ACT/鳥取大学風紋祭実行委員会・ガッカツ/鳥取環境大学学園祭実 
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       行委員会/ミスキャンパス関西学院実行委員会/吹田クリエイティブムーブメンツ 

●特別後援: 米子市 

●後  援: 鳥取県、鳥取市、境港市、倉吉市、鳥取大学、鳥取環境大学、朝日新聞鳥取総局、 

       読売新聞鳥取支局、新日本海新聞社、NHK 鳥取放送局、BSS 山陰放送、山陰中央 

       テレビ、日本海テレビ、日本海ケーブルネットワーク、鳥取テレトピア、エフエ 

       ム山陰、DARAZAFM、社団法人米子青年会議所、鳥取商工会議所、鳥取商工会連合 

       会、財団法人鳥取県文化振興財団、ガイナーレ鳥取、中海テレビ 

 

●入 場 料：無料（入退場自由） 

● プログラム内容 

 【１】ファッションショー 
         モデル部門（特別ゲスト：エリーローズ・熊谷弥香）及び読者モデル 
       ミスキャンパス部門（鳥取大、関西大、関西学院大の 2012 年ミスキャンパスファイナリスト） 

         米子部門（米子の小学生・中学生・高校生・大学生の一般募集の選抜メンバー） 
 【２】スペシャルトークショー 
       エリーローズ × 熊谷弥香 
 【３】FUTURE DESIGNER 発掘 PROJECT～米子発世界へ～ 
    米子南高校の高校生デザイナーの作品発表 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-3 平河町伏見ビル 9F 

株式会社ライフエンタテイメント内 米子コレクション 2012 運営事務局   

TEL.03-3230-7020／FAX.03-3230-7024 

担当:廣田(080-4234-0569) 

(URL http://yonago.collection.jpn.com/)  

 


