
私たちはこれまで、様々なクリエイターの世界観を

ひとつの部屋ととらえ展示を行ってきました。

そして回数を重ねるごとに強くなる想いがありました。

そこで出会うよろこびや感動を、

世界中の人々の暮らしの中にも届けたいと。

あらゆる国のバイヤーやジャーナリストがここへ集い、

味わったことのない衝撃を受け、

未来のクリエイティブだと発信する。

やがてそれが、生活の中に新たな幸せとして加わっていく。

この国の繊細な創造性は、

世界を驚かせるために

あるのですから。

この国が輸出すべきものは、
感性だと思う。



About ROOMS

ファッションとデザインを軸に、合同展示会を中心とした

複合的なビジネスを展開する「rooms」。

2000 年に誕生した rooms 合同展示会は、独自の世界観を持つクリエイターを集積した

発信の場所として、バイヤーやジャーナリストに出逢いやビジネスの場を創出してきました。

現在では展示会の枠を超え、イベントプロデュース、小売、地域産業の活性化など

活動領域が広がっています。rooms は、世界中の人々へ未来のクリエイションをダイレクト

に発信し、文化交流や創造を促進させる「Global rooms」として進化を遂げています。

@ rooms33

Exhibitors 460 : 65%Japan

: 35%Overseas

Visitors 19,000
Buyers : 67%

Press : 12%

: 21%Other

:   5%: 25%Ladies/Men's Fashion

: 50%Fashion Goods : 20%

Product

Made in Japan

三越伊勢丹、高島屋、東急百貨店、阪急阪神百貨店、そごう・西武、京王百貨店、

近鉄百貨店、東武百貨店、小田急百貨店、大丸松坂屋、プランタン銀座、アッシュ・ペー・フランス、

アマゾン ジャパン、アメリカンラグシー、エストネーション、サザビーリーグ、ザ・コンランショップ、

三陽商会、シップス、シボネ、シンゾーン、スタートトゥデイ、スマイルズ、千趣会、

タイム＆スタイル、東急ハンズ、東京R不動産密売東京、トゥモローランド、ナノ・ユニバース、 

バスストップ、パルコ、バルス、ビームス、藤巻百貨店、 メイド・イン・ジャパン・プロジェクト、

ユナイテッドアローズ、ラフォーレ原宿、リン、ルミネ、ルック、レナウン、ロフト、

ワコールアートセンター、私の部屋リビング、金沢 21 世紀美術館、東京都現代美術館、

原美術館、公益財団法人ポーラ美術振興財団等、日本各地の百貨店、専門店、セレクトショップ

JUNKO　KOSHINO　INC.
KEITA MARUYAMA
安倍晋三事務所
岐阜県

株式会社　ジェイ・アイ
小山登美夫ギャラリー
株式会社　三越伊勢丹
株式会社　ビームス
株式会社　ルミネ
株式会社　オンワードホールディングス
株式会社　ジュン
株式会社　パルコ
株式会社　ラフォーレ原宿
カイハラ　株式会社
森ビル　株式会社
東レ　株式会社
東武タウンソラマチ株式会社
株式会社　松屋
株式会社　ユナイテッドアローズ   
株式会社　阪急阪神百貨店
株式会社　そごう・西武
株式会社　京急百貨店
株式会社　ベイクルーズ
株式会社　ユナイテッドアローズ
株式会社　オンワード樫山
株式会社　サンエー・インターナショナル
株式会社　ソニー・ミュージック
　　　　　　　　　　エンタテインメント
銀座　かねまつ

取締役 デザイナー

知事
タレント
代表取締役
代表
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長　兼　社長
代表取締役社長
代表執行役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
顧問
相談役
東京ソラマチ館長
専務取締役
代表取締役
専務取締役
代表取締役社長
取締役社長
CEO
名誉会長
代表取締役社長
取締役会長
顧問　エグゼクティブ・コーポレート・
　アドバイザー
代表取締役社長

Junko Koshino
丸山　敬太
安倍　昭恵
古田　肇
田村　淳
石川　次郎
小山　登美夫
大西　洋
設楽　洋
新井　良亮
廣内　武
佐々木　進
牧山　浩三
荒川　信雄
貝原　良治
頭山　秀徳
平井　克彦
木村　吉延
秋田  正紀
竹田　光広
森井　規文
松本　隆
上野　賢了
杉村　茂
重松　理
馬場　昭典
三宅　正彦
北川　直樹

兼松　孝次
他

VIP

来場企業

一部抜粋、順不同、敬称略来場者



About AREA

CONCEPT INSTALLATION ART EXHIBITION ROOMS COMMUNICATION PARTY

rooms の特徴は、専門的に特化された多彩なエリアを有することです。

ファッションを中心に、プロダクト、インテリア、アート、エシカル、地場産業など個別のコンセプトによって

分けられた複数のエリアで構成されています。各エリアにディレクターが存在し、

出展ブランドのプロデュースやサポートを行います。

DRAMAGIRL'S PRODUCTETHICAL

地球の自然や環境、人や社会に配慮するブラ
ンドやプロジェクトが集うエリア。

日本のジュエリー・アクセサリーで、一世紀に
わたり受け継がれるクリエイションが集まる。

ACCESSORY

グッズアイテムを身につける事で、主張する
コーディネイトが出来るアイテムをセレクト。

FASHION

流行の枠にとらわれず、ファッションとは？
を追求した、デザイナーを蓄積するエリア。

思わず心惹かれ、手に取ってしまう女子アイテム
が集積するエリア。

OUTDOOR

一歩外に出れば全てがアウトドアになる、
そんな日常に溶け込むスタイルを提案。

日本未発表を含む、個性的でハイクオリティ
な海外ブランドが集まる。

INTERNATIONAL

会場の様々な場所に展示する、アーティスト
の部活動。

Art部CHARA CHARAYELLOW - INCUBATION -

PR01. PRESENTATION

デビュー間もないデザイナーのサポートを目的。
ここから羽ばたいたデザイナーも多数存在。

ファッション市場の顧客開拓を目的とする異業
種企業が出展。

個性が際立ち表現に概念がないブランドや
キャラクターを軽やかに真剣に発信する。

KNIT

コアな世界観を持ち、編み続けるクリエイター
が集まるエリア。

NEKO

ネコ好きのネコ好きによるエリア。

Made in. GOLD - denim and casual -

日本のものづくりを継続・発展させることを
目的にした展示会。

日本から世界に。世界から日本に。デニムと
カジュアルに特化したエリア。

rooms JIBASAN

日 本 中 の「PRODUCT」「PROJECT」
「PLACE」「PEOPLE」が集い繋がる場所。

ETHICAL

KNIT
NEKO

CHARA CHARA

GOLD

GIRL’S
PRODUCT

YELLOW

ACCESSORY

FASHION

DRAMAOUTDOOR

INTERNA
TIONAL

Made in.

PR01. PRESENTATION

roomsJIBASAN

r o o m s は毎シーズン、テーマに合わせた多様なクリエイティブを発信。 r o om s  が他の展示会と差別化される大きな特徴のひとつとなっています。



SHOP

POP-UP SHOPONLINE SHOP

PRESS
WWDJAPAN rooms Ji-Ba

rooms SHOP rooms SHOP DELUXE

繊 研 新 聞 FUKROOオルタナ S

rooms の大きな特徴の一つが「PRESS の強さ」。PRESS 事業を専門とするPR01. バックアップのもと、
メディアツアーやインタビューのコーディネート等、メディア露出の機会を最大限に引き出します。

「思わず心惹かれ、手に取ってしまうアイテム」をセレクトしたroomsSHOPは、ルミネ新宿、阪急うめだ本店に
て展開。「日本の感性をつなぐ場所」としてrooms 地場産からセレクトした、rooms Ji-Baを渋谷ヒカリエにて展開。

roomsのPop-Upショップを様 な々商業施設等で実施しています。
出展ブランドの新たな販路、テストマーケティングの場となっています。

H.P. FRANCE の公式オンラインショップでの
roomsEコマース展開にも力を入れています。

渋谷ヒカリエ ShinQs/rooms 地場産 SHOP

ルミネエスト/rooms 地場産 SHOP

www.hpfmall.com

rooms 出展ブランドから選ばれたオリジナリ
ティー溢れるニュークリエイターの商品が
rooms 会場さながらに集まります。



会社概要
アッシュ・ペー・フランス株式会社

1984年

東京都港区南青山5丁目7番地 17号

5,000万円

102億 12百万円（2016年 2月期）

村松 孝尚

597名 (2016年 2月末 )

企業理念

photo by Ports  Bishop

創造的であるということ

グローバルであるということ

“人が生きる”ということ

小売日本全国に約 90 店舗のセレクトショップを展開。商材は国内外の個性的なファッション、アクセサリー、インテリア雑貨など多岐に
渡ります。インポート商材はフランスを中心としたヨーロッパから、南米アルゼンチン、ブラジルまで世界各地より仕入れています。

PR01.はアッシュ・ペー・フランス株式会社内の、

プロモーション機能・ディストリビューション機能・

プロダクション機能を併せ持った事業部です。

通常の PR 会社と異なり、卸事業や展示会事業の

運営、コンテンツ制作までワンストップで提供する

ことで、プレス関係者だけでなく、バイヤーや

商業施設、自治体や行政など多岐に渡る独自の

コネクションを構築しています。また、アジア諸国を

中心にグローバル展開もしており、各国のパートナー

との連携でクライアントの海外進出もサポートします。

これらを自在に組み合わせ、ファッションのトータル

ソリューションをお届けします。

日本最大規模のブランド PR を行うアタッシェドプレス。原宿・青山の 2ヶ所にプレスルーム
を構え、約 70 ブランドのリース業務とブランドプロモーションのサポート。数多くのブランド

を取り扱う事で、プレスルームには幅広いジャンルのインフルエンサー(スタイリスト、編集、タレント等 ) が月間 400 人以上訪れます。
ブランドのコアターゲットとなるメディアのみならず、様々なメディアとのマッチングを実現します。  

イベントの企画・制作・運営までを一貫してサポート。プロモーションで培ったノウハウを活かし、企画段階からプロモーション効果の

高いイベントを提案します。これまで手掛けたイベントは、商業施設のシーズンキャンペーン、ブランド・ショップのローンチイベントや

展示会など多岐に渡ります。

90SHOPS

卸売・企画生産
卸売 （JAMIN PUECH / JACQUES LE CORRE / Tramando / OSKLENなど約 40ブランドを取扱い）

自社オリジナルブランドの企画生産 （io / Fil D'araignee / Rivet&Blue）

PRODUCTION

社 　　　名

創 　　　業

本 　　　社

資 本 金

年 　　　商

代表取締役

従 業員数 　

H.P.FRANCE Boutique Juana de Arco H.P.DECO H.P.FRANCE BIJOUXdestination Tokyo

JAMIN PUECH

IOSSELLIANI

SERGE THORAVAL

JACQUES LE CORRE

io

OSKLEN

CONCENTO PARIS H.P.FRANCE WALLdrama H.P.FRANCE goldie H.P.FRANCE

PROMOTION


