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 ゲストアーティスト⽩間美瑠の登場で盛り上がりは最⾼潮に！ 

 全国各地の次世代美少⼥たちが 
 地元の魅⼒をランウェイからアピール 

 「美少⼥図鑑COLLECTION 2022」閉幕 

 環境省×雪⾒みと(⼥優)の特別ステージでは 
 新潮流の“サステナブルファッション”を提案 

 株式会社美少⼥図鑑(東京都渋⾕区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少⼥図 
 鑑』は、“次世代美少⼥の原⽯”によるランウェイショー「美少⼥図鑑COLLECTION 2022」を2022年10 
 ⽉2⽇(⽇)にオンラインで開催いたしました。 
 当⽇の様⼦は、株式会社DONUTS(東京都渋⾕区、代表取締役:⻄村啓成)が開発・運営するライブ配信＆ 
 動画アプリ「ミクチャ」にて無料⽣配信され、オンラインならではの盛り上がりを⾒せました。 

 全国各地の美少⼥を被写体とした地⽅発のフリーペーパー『美少⼥図鑑』は、2002年の創刊以降、デ 
 ビュー前の⼆階堂ふみ、⼭本舞⾹、 桜井⽇奈⼦、⾺場ふみか、⿊島結菜らを掲載するなど、これまで数 
 多くの⼥優やタレントを輩出してきました。 現在はフリーペーパーにとどまらず、SNSやライブ配信と 
 いった媒体を駆使して地元の美少⼥を取り上げる地域密着型のメディアとして展開しており、『美少⼥ 
 図鑑』が持つ“次世代美少⼥の原⽯”の発掘⼒や全国への展開⼒・発信⼒は業界内外から⾼く評価されて 
 います。 

 「美少⼥図鑑COLLECTION」は、2021年からスタートした"次世代美少⼥の原⽯"によるランウェイ 
 ショーです。2回⽬の開催となった今回の「美少⼥図鑑COLLECTION 2022」は、「全国都市、全国最先 
 端」をコンセプトとして、「地⽅ブランド」「地⽅の美少⼥」「地⽅出⾝ゲスト」の3軸を中⼼に、全 
 国展開する『美少⼥図鑑』ならではのファッショナブルなコレクションで各地の魅⼒を発信し、約1時 
 間30分に及ぶ華やかなショーは⼤盛況のうちに幕を閉じました。 

 「美少⼥図鑑COLLECTION」公式サイト:  https://collection.bishoujo-zukan.jp/ 
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 ■地元の魅⼒を存分にアピール！「ご当地ブランドSPECIAL STAGE」 

 「岐⾩美少⼥図鑑」でのモデル経験もあるタレントのドーキンズ英⾥奈がMCを務めた「美少⼥図鑑 
 COLLECTION 2022」。今回のメインステージの1つでもある「ご当地ブランドSPECIAL STAGE」で 
 は、彼⼥の出⾝地でもある岐⾩県をはじめ、宮城県、栃⽊県、兵庫県、広島県、福岡県から⽣まれたア 
 パレルブランドを各県の美少⼥図鑑所属モデルが⾝に纏い、可憐なウォーキングを披露しました。 
 さらにトークコーナーでは、各県のモデルがファッションのポイントや着⼼地などをアピールし、ご当 
 地グルメやおすすめ品など、地元への愛着あふれる観点からその魅⼒を余すところなく伝えました。 

 写真左より:ドーキンズ英⾥奈、宮嶋くるみ(みやじま くるみ/杜の都美少⼥図鑑所属)、 
 髙⽥杏奈(たかだ あんな/とちぎ美少⼥図鑑所属) 

 2022年4⽉に開催された「美少⼥図鑑AWARD 2022」で準グランプ 
 リに輝き、本イベントのキービジュアルモデルも務めた⼀ノ瀬みゆ 
 (いちのせ みゆ/広島美少⼥図鑑所属)は、地元広島のブランド「The 
 World is My Oyster」を着⽤してランウェイを歩いた感想や広島県 
 の魅⼒を笑顔で語りました。 

 「今⽇はいつも着ないようなスタイルに挑戦できたので⾃分として 
 は新鮮な気持ちです。着るだけで牡蠣を感じることができるので、 
 ぜひ皆さんにも着てほしいです。 
 広島はこの服のテーマでもある牡蠣がとてもおいしく、私も⼤好き 
 なので訪れた際には⾷べてみてください。特に厳島(宮島)は屋台で 
 牡蠣を⾷べられますし、⿅もいて楽しいです。春には桜がきれいに 
 咲きますので、地元のオススメ観光スポットです。平和記念公園な 
 どの名所や美味しいものがたくさんあるので、ぜひ広島に⾜を運ん 
 でいただけると嬉しいです！」 

 【ご当地ブランド】                                                                                         ⼀ノ瀬みゆ 
 ・宮城県 CANN LINE JEANS(キャノラインジーンズ):  http://cl-factory.jp/ 
 ・栃⽊県 CYBER NEON(サイバーネオン):  https://cyberneon.base.shop/ 
 ・岐⾩県 PARADOX WONDER(パラドックスワンダー):  https://www.instagram.com/naofumi_furuta/ 
 ・兵庫県 Chesty(チェスティ):  https://chesty.tv/ 
 ・広島県 The World is My Oyster(ザワールドイズマイオイスター):  https://oyster.fashionstore.jp/ 
 ・福岡県 -by RYOJI OBATA(ラインバイリョージオバタ):  https://ryojiobata.com/ 
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 ■美少⼥図鑑AWARD歴代グランプリやミクチャオーディションで選ばれた次世代モデ 
 ルの原⽯が集結 

 「美少⼥百選STAGE」には、美少⼥図鑑発⾏の写真集『美少⼥百選』(2022年11⽉発売予定)に掲載され 
 ている全国の“次世代美少⼥の原⽯”トップ100から選ばれた4名が登場。 

 「美少⼥図鑑AWARD 2021」グランプリの⽩⽯花恋(しらいし かれん/インセント所属)は、「jouetie( 
 ジュエティ、  https://jouetie.com/  ) 」の洗練されたファッショナブルな装いを披  露。「美少⼥図鑑 
 AWARD 2020」グランプリの佐藤⼣璃(さとう ゆり/biz所属)と「美少⼥図鑑AWARD 2022」髪は短し恋 
 せよ⼄⼥賞/クレド賞の倉嶋ひな(くらしま ひな/ドリームファクトリー所属)は、「merry jenny(メリー 
 ジェニー、  https://runway-webstore.com/merryjenny/  )」のフ  リルやリボンをたっぷりとあしらったガー 
 リーな⾐装を着⽤。「美少⼥図鑑AWARD 2022」グランプリの菅原⼣亜(すがわら ゆあ/福島美少⼥図鑑 
 所属)は「dazzlin(ダズリン、  https://dazzlin.jp/  )」の裾がふわりと揺れ  る上品なワンピースで、視聴者を 
 魅了しました。 

 写真左より:倉嶋ひな、⽩⽯花恋、菅原⼣亜、佐藤⼣璃 

 「美少⼥百選STAGE」のラストを飾った菅原⼣亜は、教会で⾏わ 
 れた今回のステージの感想を以下のように語りました。 

 「バージンロードのランウェイを初めて歩いたので、いつものラン 
 ウェイとは違い、ポージングなどが難しかったです。でも楽しく歩 
 くことが出来ました！今後も頑張ります！」 

   

 菅原⼣亜 
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 本イベントの開催に先駆けて、ミクチャで⾏われたオーディションを勝ち抜いたライバーが登場するス 
 テージにも注⽬が集まりました！「  WEDDING STAGE  」では  ディズニーコラボドレスを取り扱うクラ  ウ 
 ディアのオリジナルブランド「Lulu felice(ルル・フェリーチェ、  https://www.instagram.com/lulu_felice/ 
 )」の豪華で煌びやかなドレス姿を、  「17kg Collaboration STAGE」では10〜20  代の⼥性に⼈気の韓国 
 ファッションブランド「17kg(イチナナキログラム、  https://17kg.shop/  )」のト  レンドスタイルを、7名 
 のモデルがそれぞれ披露しました。 

 また「ALTA Collaboration STAGE」では、ファッションビル「アルタ」のアンバサダーモデルを務める 
 末吉莉理(すえよし りり/⻑崎美少⼥図鑑所属)と⼭本紗彩(やまもと さあや/横浜美少⼥図鑑所属)がライ 
 バーとともに登場し、アンバサダーに就任した感想や意気込みを熱く語りました。 

 ■「サステナブルSTAGE」では、環境省×雪⾒みとのスペシャルトークショーが実現 

 「サステナブルSTAGE」には、総合ヴィンテージECモール「VCM(Vintage Collection Mall、 
 https://vintagecollectionmall.jp/  )」がセレクトした⾐装を⾒事に着  こなしたライバー4名と⼥優の雪⾒み 
 とが登場し、堂々としたウォーキングを披露しました。 

 ランウェイを終えると、ファッションと環境問題に詳しい環境省の⾦井塚彩乃、「SDGsらぼ」(BS12 
 トゥエルビ)で番組ナビゲーターを務める雪⾒みと、MCのドーキンズ英⾥奈がステージに登壇！ 
 「サステナブル(持続可能な)ファッション」をテーマに、Y2Kファッションなどでも再び注⽬されてい 
 る古着やヴィンテージを着ることもSDGs達成への第⼀歩となることを伝え、Z世代でも気軽に取りいれ 
 やすい様々なアクションを視聴者に向けて発信しました。 

      写真左より:⾦井塚彩乃、雪⾒みと                雪⾒みと 
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 ■⼤阪府出⾝の⽩間美瑠(元NMB48)による美しさ際⽴つ圧巻のパフォーマンス 

 ⽣まれ育った⼤阪で10年以上アイドルとして活動してきた元NMB48の⽩間美瑠がゲストアーティストと 
 して登場！2022年7⽉に発売されたソロデビューシングル『Shine Bright』を、クールでキレのあるダン 
 スパフォーマンスでダイナミックに披露しました。先⽇、セカンドシングル『MELTY』(2022年11⽉30 
 ⽇リリース)の発売を発表するなど、ますます活躍の場を広げる彼⼥の、⼥性らしい凛とした美しさが際 
 ⽴つ圧巻のステージとなりました。 

 ⽩間美瑠 

 『美少⼥図鑑』では47都道府県に展開するネットワークを活かしたオーディションやイベント等を通じ 
 て、今後も地元愛あふれる全国の“次世代美少⼥の原⽯”とともに、各地の魅⼒を積極的に発信し、地域 
 活性化に貢献してまいります。 

 ■『美少⼥図鑑』とは 

 『美少⼥図鑑』は、“街に美少⼥を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少⼥を被写体 
 として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には⼆階堂ふみ、⿊島結菜、⾺場ふみか、桜井⽇奈 
 ⼦ら数多くの⼥優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100 
 ⼈」では、『美少⼥図鑑』出⾝の⼥優・⼭本舞⾹が 2019年に⽇本⼈第1位にランクイン、また20年・21 
 年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。 

 『美少⼥図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020 
 年3⽉、株式会社DONUTS(東京都渋⾕区、代表取締役:⻄村啓成)と資本業務提携を締結しました。 
 http://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/ 

 ◆ 公式サイト  :  http://bishoujo-zukan.jp/ 
 ◆ 公式Twitter  :  https://twitter.com/bishoujozukan 
 ◆ 公式Instagram  :  https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/ 
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 ■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について 

 株式会社DONUTSが運営する、ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013 
 年12⽉より運⽤を開始し、国内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の⽉間訪問者数は500万⼈を超え 
 ています。2020年7⽉にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。 

 ◆ 公式サイト  :  https://mixch.tv   (PC、スマートフォン共通) 
 ◆ アプリダウンロードURL  :  https://app.adjust.com/dv5zeqn 

 ■株式会社美少⼥図鑑 概要 

 社名  : 株式会社美少⼥図鑑 
 所在地  : 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕5丁⽬21番7号 第5瑞穂ビル 3F 
 代表者  : 代表取締役 中村孔亮 
 設⽴  : 2007年 
 事業内容  : 『美少⼥図鑑』ライセンス提供事業 
 企業サイト  :  http://bishoujo-zukan.jp 
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