平成２７年度 一般社団法人日本メンズファッション協会事業報告書
１．事業報告書
１）定例総会
日

時

平成２７年５月１２日（火）午後１時００分～午後１時４５分

場

所

グランドヒル市ヶ谷 ３階 「瑠璃（中）の間」 （東京都 新宿区）

出席者

１５４名（代理人出席及び表決委任者を含む）

議

（１）平成２６年度事業報告並びに収支決算承認の件

事

（２）平成２７年度事業計画並びに収支予算の件
（３）定款一部変更の件
（４）理事改選及び執行役員の選任の件
（５）基金返済の件
（６）その他

２）理事会
・第１回理事会
日

時

平成２７年５月１２日（火）午前１０時３０分～午後１２時００分

場

所

グランドヒル市ヶ谷 ３階 「瑠璃（西）の間」

議

事

（１）総会上程議案の件

（東京都 新宿区）

（２）会員入退会の承認
（３）その他
・第２回理事会
日

時

平成２７年７月２２日（水）午後３時３０分～午後４時１５分

場

所

原宿・東郷記念館

議

事

（１）平成２７年度第１四半期事業経過報告並びに収支の件

２階 「きざはし」 （東京都 渋谷区）

（２）平成２７年度事業計画進捗状況の件
（３）入退会の承認と会員増強の課題について
（４）その他
・第３回理事会
日

時

平成２８年２月３日（水）午後３時３０分～午後４時３０分

場

所

アニヴェルセル表参道 ６階 「ザ スイート」

議

事

（１）平成２７年度下半期事業経過報告の件
（２）平成２８年度事業計画の件
（３）入退会の承認
（４）その他

（東京都 港区）

３）各事業経過報告
■日本ファーザーズ･デイ委員会
６月の第３日曜日「父の日」を記念し、平和で円満な家庭生活の推進を目的とし、「父
親への感謝」と「お父さん頑張って」と応援する気持ちを“黄色いリボン”に託した『父
の日黄色いリボンキャンペーン』は３４年目を迎え、次の事業を行った。
後援：経済産業省（キャンペーン全体）、文部科学省（お父さんへの「似顔絵」「作文」コンクール）
①第３４回『ベスト・ファーザー イエローリボン賞』発表・授賞式
キャンペーンの中心的事業である「イエローリボン賞」の発表は、パレスホテル東京に
て開催した。その模様は、テレビ、新聞、雑誌、インターネットなど様々な媒体で取り
上げられ、健康で明るい話題として「父の日」を大いに認知させることができた。
・開催日 平成２７年６月３日（水）
・場

所 パレスホテル東京

葵の間 （東京都 千代田区）

≪ベスト・ファーザー イエローリボン賞受賞者≫
政治部門

石橋良治（島根県邑南町長）

経済部門

日野晃博（株式会社レベルファイブ代表取締役社長／ＣＥＯ）

学術・文化部門

若田光一（宇宙飛行士）

芸能部門

照英

芸能部門

ヒロミ （タレント）

スポーツ部門

大竹秀之（元全日本男子バレーボールチーム代表）

・入場者数

約１０００名

（俳優・タレント）

（内訳

報道関係２５０名、会員ほか７５０名）

②お父さんへの『似顔絵』
『作文』コンクール
親子のより深く強い絆を願って官公庁、教育委員会等のバックアップにより小・中学校
を中心に実施した。
・第２７回お父さんへの『似顔絵』
『作文』コンクール作品募集
期

間 平成２７年４月１日（水）～８月３１日（月）

・第２６回お父さんへの『似顔絵』
『作文』コンクール表彰式
開

催 平成２７年６月３日（水）

場

所 パレスホテル東京

葵の間 （東京都 千代田区）

（ベスト・ファーザー発表・授賞式と併催）
≪コンクール受賞者≫
・似顔絵部門
文部科学大臣賞：園田心海、ＦＤＣ会頭賞：松田まさる、
金賞：西山怜来、銀賞：澤田智恵、銅賞：柏 紅緒、佳作：内山みなも、加治舞子
・作文部門
文部科学大臣賞：狩野智子、ＦＤＣ会頭賞：中山沙香、
金賞：山本由美子、銀賞：大田真穂、銅賞：大西 賢、佳作：石原節子、増田陽太

③『ベスト・ファーザー

ブック』発行

・発行日 平成２７年６月３日（水）
・発

行 日経ＢＰコンサルティング

④「父の日が来たよッ！」告知販促ツール発行
プレゼント習慣の推進、定着の為に小売店（百貨店、量販店、専門店等）においてイエ
ローリボンをシンボルマークとして販促活動を推進し、参加企業の売上増に貢献すると
共に、市場の活性化を図った。
⑤「イエローリボン ベスト・ファーザー賞 認定商品」制度
「お父さんが笑顔になるもの」や「家族で満ち足りた素敵な時間を共有するもの」とい
った選考基準をもとに、７商品を選定し紹介を行った。選出された製品は、それぞれの
企業においてＰＲ及び販売促進活動に役立てていただいた。
⑥チャリティ活動
・「あしなが育英会」
「全国里親会」に対して寄付金を贈呈。
・児童擁護施設四恩学園に会員企業から提供されたチャリティグッズを寄贈。

■グッドエイジング委員会
１３年目を迎えたグッドエイジング事業は、旧来の「敬老の日」並びに「敬老週間」を
新世紀にマッチするように位置づけ直し、人生８０年時代を「いきいき、楽しく、かっ
こよく」送る新しいライフスタイルを提唱しようというもので、次の事業を行った。
また、後世に受け継いでいかなければならない「メイド・イン・ジャパン」の技術力。
歴史と伝統からくるノウハウに裏打ちされた“技”“美”“心”を持つ企業を「ＭＦＵ
マイスター≪技術遺産≫認証」として顕彰した。
①第１３回『グッドエイジャー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年９月３日（木）
・場

所 グランドプリンスホテル高輪 Ｂ１階 プリンスルーム

（東京都

≪グッドエイジャー賞受賞者≫
金澤泰子（書家）
ジュディ・オング（歌手・女優・木版画家）
具志堅用高（元ボクシング世界チャンピオン）
コロッケ（ものまねタレント）
堀内孝雄（歌手）
飯野光彦（東洋ドライルーブ株式会社 代表取締役社長）
・入場者数

約８００名 （内訳 報道関係５０名、一般 ７５０名）

港区）

②地域のグッドエイジャー賞
○第２回『大阪グッドエイジャー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年９月５日（土）
・場

所 大丸心斎橋店 北館１４階 大丸心斎橋劇場 （大阪市 中央区）

・受賞者 加藤登紀子（シンガーソングライター）
ゴールデン・シニア・トリオ（ジャズミュージシャン）
加納 誠 （株式会社角長 代表取締役）
・来場者数

約２７０名

○第３回『名古屋グッドエイジャー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年９月６日（日）
・場

所

ジェイアール名古屋タカシマヤ ７階

ローズパティオ

（名古屋市

中村区）

・受賞者 鈴木純子（矢場とん女将）
内藤剛志（俳優）
後藤正憲（三栄商事株式会社 代表取締役会長）
・来場者数 約２５０名
○第６回『福岡グッドエイジャー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年９月２１日（月・祝）
・場

所 博多大丸 福岡天神店 パサージュ広場

（福岡市 中央区）

・受賞者 納富昌子（ＲＫＢ毎日放送株式会社エグゼクティブメディアプランナー）
石丸謙二郎（俳優）
河邉哲司（久原本家グループ本社 代表取締役社長）
・来場者数

約３００名

○第４回『北海道グッドエイジャー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年９月１９日（土）
・場

所 札幌三越横 大通り西４丁目スクランブル交差点特設会場 （札幌市

中央区）

・受賞者 星澤幸子（クッキングキャスター・料理研究家）
藤井幸一（サンマルコ食品株式会社 代表取締役社長）
・来場者数 約４００名
③『グッドエイジング ブック』発行
・発行日 平成２７年９月３日（木）
・発

行 集英社インターナショナル

また、各地区での開催に合わせ地方版も発行した。
④ＭＦＵマイスター≪技術遺産≫認証 授与式
・開催日 平成２７年９月３日（木）
・場

所 グランドプリンスホテル高輪 Ｂ１階 プリンスルーム
（第１３回グッドエイジャー賞と併催）

≪ＭＦＵマイスター認証受賞者≫

（東京都

港区）

トニータナカ（メイクアップアーティスト）
川上和男（アルデックス株式会社 縫製工場運営スペシャリスト 匠塾 塾長）
株式会社レナウンインクスいわき事業所（生産管理チーム）
⑤グッドエイジングコミュニティ活動の育成
・「大阪グッドエイジング倶楽部」
（会員数：約１２０名）支援

■ベストドレッサー委員会
１９７２年よりファッション意識の向上、豊かで充実した生活の提案、ファッション産
業界の発展と各界の文化交流を目指し、社団法人の設立時から続く協会を代表する事業
である。ファッションセンスは当然のことながらユニークかつ個性的な方々、ライフス
タイル全体にお洒落感の漂う方々など幅広い観点から、本年にふさわしいベストドレッ
サーを選出した。授賞式の模様はテレビ、新聞、雑誌、インターネットなど様々な媒体
で取り上げられ、年末恒例の明るい話題を提供することができた。また、広く一般生活
者へのアプローチとして「渋谷ストリート・ベストドレッサー賞」を企画し、渋谷区の
協力のもと開催した。
東日本大震災以降チャリティ活動に力を入れ「奇跡」や「夢かなう」といった花言葉が
ある「ブルーローズ」のピンバッジを販売し、その売り上げをチャリティとして前年に
引き続き「あしなが育英会」に寄付を行なった。
①『第４４回 ベストドレッサー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年１１月２５日（水）
・場

所 セルリアンタワー東急ホテル （東京都

渋谷区）

≪ベストドレッサー賞受賞者≫
政治部門

鈴木直道（夕張市市長）

経済部門

澤田秀雄（エイチ・アイ・エスグループ代表）

学術・文化部門

又吉直樹（芸人）

芸能部門

吉田

芸能部門

松坂桃李（俳優）

羊（女優）

インターナショナル部門 シャーロット・ケイト・フォックス（女優）
・入場者数

約２０００名

（内訳

報道関係２００名、会員ほか１８００名）

②『渋谷ストリート・ベストドレッサー賞』発表・授賞式
・開催日 平成２７年１１月２２日（日）
・場

所 渋谷駅「ハチ公前

広場」（東京都 渋谷区）

≪渋谷ストリート・ベストドレッサー賞受賞者≫
渋谷ストリート部門 宮城

舞（モデル）

原宿ストリート部門 こんどうようぢ（読者モデル／アーティスト／タレント）

③『ＢＥＳＴ ＤＲＥＳＳＥＲ ＳＴＹＬＥ ＢＯＯＫ ２０１５』発行
・発行日 平成２７年１１月２５日（水）
・発

行 講談社ビーシー

■ベストデビュタント委員会
デビューを果たした、若き才能あふれるクリエイターたちをサポートするために創設さ
れた「ベスト・デビュタント オブ ザ イヤー」
。デビュタントとはフランス語の「社交
界などでデビューする人」
。本賞は各界のデビュタントを応援することで、新しいジャ
パン・クリエイションの発信に貢献することを目的としている。
平成２７年度は受賞者は、社会・文化、各業界にその活躍が多大な影響を与え、各部門
で独自のスタイルを確立し、日本のみならず世界での活躍が期待される６名を選出した。
また、
①『第１２回 ベストデビュタント オブ ザ イヤー』発表・授与式
・開催日 平成２７年１０月８日（木）
・場

所 ラフォーレ原宿

６階 ラフォーレミュージアム原宿

（東京都

渋谷区）

≪ベストデビュタント オブ ザ イヤー受賞者≫
天津

憂（ファッションデザイナー） ファッション部門

ハヤカワ五味（ファッションデザイナー／プランナー） ファッション部門
中川エリカ（建築家） 空間・インテリアデザイン部門
吉田拓巳（映像演出家／Ｗｅｂクリエイター） クリエイター部門
エミリースタイラー（ヴォーカル／ピアニスト／コンポーザー） 音楽部門
貴家

悠（漫画原作者） 文芸部門

■いい夫婦の日をすすめる会
「いい夫婦の日」は、１９８８年に財団法人余暇開発センター（現:公益財団法人日本
生産性本部）が、夫婦で余暇を楽しむゆとりのあるライフスタイルを提案したことに伴
い制定。また、その日付が１１月２２日と定められたのは、「ゆとりの創造月間」が１
１月であったことから、
「いいふうふ」の語呂あわせで２２日に定められた。本会は、
一昨年度より当協会が事務局機能を果たし、次の事業を展開した。
①いい夫婦パートナーオブザイヤー２０１５記者発表＆アニバーサリーパーティ
・開催日 平成２７年１１月１０日（火）
・場 所 明治記念館 末広の間 （東京都 新宿区）
≪パートナーオブザイヤー受賞者≫
馳浩 ・高見恭子ご夫婦、藤井隆・乙葉ご夫婦

②いい夫婦川柳コンテスト
広く一般より「夫婦」をテーマに川柳を募集。応募作品は８４５２作品。
③夫婦に関するアンケート調査
１８歳から６０代までの夫婦を対象にアンケート調査を実施し、１１月にマスコミ発表
を行った。対象は調査会社モニターより抽出した１８歳以上の既婚男女１０００名。
④夫婦ボウリング大会
日本ボウリング場協会と共催し、１１月の１か月間全国２０９ヶ所のボウリングセンタ
ーで開催。参加人数は２８０２組５６０４名。
⑤いい夫婦の日記念ウオーク
東京都ウオーキング協会と共催し、明治神宮外苑 聖徳記念絵画館前をスタートし、明
治時代に所縁の深い施設を巡る約１２ｋｍのコースに６５１名が参加した。
⑥販促キャンペーン
協賛社を対象としたウェブでのショッピングページ開設や、販促ポスターを制作し関係
省庁や協賛社に配布した。

■セミナー・会員交流委員会
①ファッションマーケティング研究会
時節の関心事を取り上げ、ファッション情報を会の内外に提供するべく「ファッション
マーケティング研究会」を東京４回、大阪１回開催した。
○第５５回ファッションマーケティング研究会
開 催 日：平成２７年５月１５日（木）午後２時００分～３時３０分
場

所：グランドヒル市ヶ谷 ３階 瑠璃（中）の間 （東京都

新宿区）

テ ー マ：オムニチャネル時代のマーケティング戦略
講

師：杉本慎太郎 ㈱アパレルウェブ

取締役営業本部長

参加人数：１０７名
内

容：

「オムニチャネル」の概論だけではなく、ＥＣサイトのマーケッターが取り組める具体
的な施策に加え、国内外のオムニチャネル最新事例を紹介していただいた。
○第５６回ファッションマーケティング研究会
開 催 日：平成２７年７月２２日（水）午後４時３０分～６時３０分
（懇親会
場

午後６時４５分～８時００分）

所：東郷神社 「和楽殿」（東京都 渋谷区）

テ ー マ：クリーニング業界の動向と店舗活用法＆洗濯王子の家庭でできる美服クリーニング術
講

師：高坂孝一 ㈱白洋舍 洗濯科学研究所 所長
中村祐一 洗濯アドバイザー

参加人数：１０３名
内

容：

２０１６年冬に変更となった取扱絵表示に関して、また家庭洗濯と商業水洗いの違い
等、実演を用い専門的なお立場から教えていただいた。
○第５７回ファッションマーケティング研究会
開 催 日：平成２７年１２月１４日（月）午後４時００分～５時３０分
（忘年会
場

午後５時４５分～７時００分）

所：東郷神社 「和楽殿」（東京都 渋谷区）

テ ー マ：２０１５年ヒット商品からみる２０１６年の展望
講

師：品田英雄 日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員

参加人数：１２２名
内

容：

単に高品質だから、低価格だから消費者の支持を得られるという時代ではなくなった
現在、モノもサービスも有り余る時代に企業は何をすべきなのか、どうしたらヒット
がうまれるかを成功事例から学んだ。
○第５８回ファッションマーケティング研究会
開 催 日：平成２８年２月３日（火）午後５時００分～６時３０分
（新年会
場

午後６時４０分～午後８時３０分）

所：アニヴェルセル表参道 ３階「ザ グランド」（東京都 港区）

テ ー マ：映画にみるファッションの世界
講

師：渡辺俊雄 元ＮＨＫアナウンサー

参加人数：１７３名
内

容：

オードリー・ヘップバーン、グレース・ケリーらの名女優やアラン・ラッド、レッド・
フォードらの粋な着こなしなど、映画に見るファッションの世界を映像を見ながら解説
していただいた。
○第５９回ファッションマーケティング研究会
開 催 日：平成２８年２月２９日（月）午後３時２０分～６時００分
（懇親会
場

午後６時００分～７時３０分）

所：ＴＫＰ大阪淀屋橋カンファレンスセンター（大阪市 中央区）

テ ー マ：温故知新「女性実業家のパイオニア広岡浅子の生涯」「２０１６年のヒット商品を探る」
講

師：石野伸子 産経新聞特別記者兼編集委員
品田英雄 日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員

参加人数：６９名
内

容：

２部構成で実施し、石野氏より時代の荒波をしなやかに乗り越えて数々の偉業を成し遂
げた広岡浅子さんの生涯についてのお話と、品田氏より日経トレンディの「ヒット予測
ランキング」をもとに、今年注目の商品やサービス等をご紹介いただいた。セミナーの
前には、大同生命大阪本社メモリアルホールにて開催されている特別展示「加島屋と広
岡浅子展」を見学した。

②ＭＦＵ分科会
より専門的な話題を取り上げたセミナーを開催した。分科会終了後は懇親会を開催し、
会員相互の交流を深めた。
○第１０回ＭＦＵ分科会

≪東京ネクタイ協同組合と共催≫

開 催 日：平成２８年３月２６日（木）午後５時００分～６時３０分
（懇親会
場

午後６時４０分～午後７時３０分）

所：東京デザイン専門学校１号館 Ｂ１階 「イベントホール」

テ ー マ：ネクタイは楽しんだもん勝ち ～Ｖゾーンの可能性～
講

師：鈴木民夫 東京ネクタイ協同組合 事務局
坂井隆浩 外資系生命保険会社

営業職

柴田惣一 プロレスＴＩＭＥ 編集長
永井竜一 ㈲トマホーク・チョップ ディレクター
藤原 愛 サンコーエーシーピー㈱コミュニケーションネクタイデザイナー
ナビゲーター：吉田泰則 ㈱ライフブランディング代表取締役／ＭＦＵ執行役員
参加人数：１１２名
内

容：

ネクタイの起源と欧米・日本でのネクタイの歴史について概略と、様々な立場からの視
点でネクタイの必要性や楽しみ方、楽しむためにはどのようなネクタイが必要かなどを
お話しいただいた。
③速報！！ミラノ・パリメンズコレクションリポート
一般財団法人ファッション振興財団の主催する年２回のセミナーに協賛した。
・２０１６春夏 ミラノ・パリメンズコレクション速報：平成２７年８月４日（火）
・２０１６－１７秋冬 ミラノ・パリメンズコレクション速報：平成２８年２月２２日（月）
④情報・広報活動
（１）業務及び財務等に関するディスクロージャー資料を公開することにより、社会的
認識を高めるとともに、ホームページ上で構成メンバーのリストを掲載し、ビジネスチ
ャンスを生むことを図った。
（２）活動内容や会員情報を公開することを目的に「ＭＦＵブログ」を開設した。また、
「フェイスブック」「ツイッター」を活用し、メンズファッションの基礎知識を一般に
公開し、情報発信を行った。

■その他

（海外出展へのサポート）

定款に記されている「ファッションに関わる国際交流の推進」の一環として、毎年１月
と６月に行われる世界最大級のメンズプレタポルテの見本市である「ピッティ・イマジ
ネ・ウオモ」に出展する会員企業６社に対してサポートを行った。出展した日本製の商
品は海外のバイヤーから高い評価を受けた。

