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こども服と雑貨の“見逃せない”ブランドも続 と々新規出展します！
3db, Kapbula , Once upon a time, Oscar et Valentine, Saphire 
Bébé Couture …

新ブランドをお見逃しなく！

as we grow 最近アイスランドのグッドデザイン賞に輝いた ス
ローファッションは、子供のスピーディーな成長を考え、ゆとり
のあるサイズ対応ができるアイテムとナチュラル素材で差別化
します。

alohas sandals スペイン製の手作りサンダル。ソールはリサ
イクルタイヤを、その他の部分は仔牛の革を使用し、環境を意
識したブランドです。

folk made ファーストコレクションを森のコビト達をイメージ
して、ハンドクラフト的な要素を加えてシルエットも楽しくして
います。

hring eftir hring ブランド名は“循環”を意味し、年月を経て
も変わらない思いが込められています。田舎の人々による手作
りでその土地のテクニックを生かした繊細なアクセサリー制
作をサポートしています。

サスティナビリティ（長持ち）を考えよう！

来冬に向けてのプロフェッショナル向けイベント！
こどもとマタニティーの世界からベストセレクションと、素敵なサプライズをお届けします。最新トレンドの
キャッチ、新ブランド発見、素敵なビジネスパートナーとの出会い、そして新シーズンのオーダー、他とは

違う、ワクワクが詰まった3日間です。

プレイタイム東京は新ブランドも増え、会場が約20％拡大、3つ目のホールがお目見えします。国内外から
約220のブランドが、こども服、雑貨、育児用品、インテリア用品、ギフト、そしてマタニティーなど、幅広い

商品をご紹介します。

更に大きくなります！
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volata 大人向けの毛皮ブランドが、今回初の子供ラインを披
露します。
yuri park bambini　2002年にスタートしたニットブラン
ド。自由に動き回る子供たちのためにベーシックで縫い目のな
いニットを提案します。

pilkku 男の子も女の子も着られるドットをコンセプトに作ら
れた国内ブランド

大人のように！

ami amie, anthem of the ants, arch & line, asahi, 
bijoux & bee, bleu h., blue poppies, bonheur du jour, 
chamny, hand see saw, home.e, le petit lucas du 
tertre, nature en scene, pigeon, poco nido, play up, 
rose & théo, sons + daughters, soulsmania kids, 
sunday ganim, tbo, tea, velveteen, …

そして、既存の美しいブランドの数々

lovie ビクトリアンスタイルに対して、キース・ヘリングの色合
い、ロイ・リキテンスタインのエネルギーといったアメリカンポ
ップアートとの不協和音の融合から影響を受け、夢に見たワ
ードローブを披露します。

labo カジュアル•スタイルがお好きな方には次の冬に、“ボボ（
自由奔放）”をテーマにしたかっこいいコレクションをご紹介し
ます。

ángeles どんな場面でも着られるシンプルなベビー服が魅
力の台湾ブランドです。

それぞれのスタイルで

jennie maizels アイロン•アップリケでお洋服にひとひねり
のオリジナリティーが加えられます。

pretty you london 小さな足を魅了する、はき心地バツグン
のデリケートなスリッパのブランドです
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インテリアとデザインを360°見渡してみる
こどもの世界に関わるすべてを提案するプレイタイム東京は、こ
の冬初めてKodomono展とのコラボレーションで、こども向け
デザインのためのスペース“Playtime meets KODOMONO”
を設けます。ここではコンテンポラリーデザインのコーナーが並
びます。

sugarboo designs ギフト用品や特に美しいデコのデザイ
ン提案
la lovie 毛布やお人形
harry’s garden organics オーガニックな添い寝マスコット
tait design 木の飛行機
petit jour paris フランスチックなテーブルウェア

シックなブランド
les lutins パリ発ピュアカシミアを使ったアイテムの数々。新色
で飾り、昔ながらのガーター編と新しいモチーフの模様編みを
巧みに表現します。

bleu comme gris ミニマルなカッティングとツイード、コー
デュロイ、フラノなどナチュラル素材で原点に戻ります。またby 
maloupのホームウェア•コレクションで、朝から夜までシック
な装いができます。
d.fesense 新しくd.fesense dラインをお披露目します。

sophia203 little ladies 女の子向けの刺繍アクセサリーで、3
回目のコレクションでカムバック。子供の頃がなつかしくなる“a 
curious circus”のアクセサリーはどんなお洋服にも合います。

そしてカジュアルブランドも
nunu 国内ブランド。ハイクオリティーなカジュアルブランドで
再出展。独自のパターンメーキングで構築的なシルエットを創
り上げます。

hunter 足が蒸れないゴムの長靴で人気

emu 温かなムートンブーツ

oilily 新生児向けの新しいコレクションをご紹介。ブランド独
特のオリジナルモチーフが特徴で全て日本製です。
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プレイオロジー：
バーチャル ショールーム
＆リアルビジネス
展示会では時間の限界を感じているバイヤーの皆さまへ
朗報です!　プレイタイムの主催者であるピカフロール社が
2014年春、こどもとマタニティーに特化したB2Bのオンライ
ン展示会「プレイ オロジー」を立ち上げました。
無料でアクセスでき、発注作業も簡単、その時もっとも美しい
コレクションを、たった数回のクリックで、年中無休でオーダ
ーできます。日本語を含め7ヶ国語で対応、ワールドワイドな
業界人にとって必要不可欠なビジネスツールとなるでしょう。

www.playologie.com
contact@playologie.com

育児関連が広がります
nuna オランダのブランド。プレイタイム東京で初お披露目。
小さな子供の日々の生活を集めたラインナップを提案します。

（食事、お昼寝、お散歩、そして旅行）見た目もきれいで実用的。

展示会カムバックのブランドは、betta 哺乳瓶。新しいラインナ
ップの「ドクターベッタ」をご紹介します。助産師と共同開発し
た乳首は、母乳の時と同じ口の動きで授乳できるように作られ
ています。

trousselier 優しいひと時のための添い寝のマスコット

taftoys 早期教育にはtaftoysの知育玩具をチェック！
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トレンドを追いかけてますか？
今シーズン、プレイタイムは”ソーシャルゲーム”を分析して楽しんでみたいと思います。
協調、反体制やエリート主義など、社会トレンドもこどもたちのワードロープに影響を与えているはず。
雅yuki Yoshida、タカハシ•ダイスケ、キム•ソンヘ、3人のアーティストたちがこのテーマに着想を得て、会場中央のトレンドスペースで、
キーアイテムにスポットを当てたインスタレーションを披露します。

チームワーク精神を育てよう by 雅yuki Yoshida

私たちは今、自分のルーツへ戻り、自然と、本来の人間の姿につながろうとする流れに向
かっています。シンプルさ、謙虚さと誠実さが、価値あることになっているのです。私たちの
こどもたちは、協力とサスティナビリティが評価される未来の、ネオファーマーになり、新
しい社会を作っていくパイオニアになるのです。だから私たちは天然素材やミニマルなカ
ッティング、そして昔ながらのノウハウを追い求めています。

色　：　灰色、スレートグレー(暗い灰色）、黄土色、灰褐色、チャコール、カーキ、ブルーグレー、
ネイビー
素材：　デニム、エスニックニット、コーデュロイ、革、フラノ、ツイード、キャラコ、フエルト、アルパ
カ、100%自然素材
モチーフ　：　タータン
キーアイテム　：　サロペット、シンプルなシャツ、ジャンパースカート、ロングスカート、サスペ
ンダー、サボ

www.facebook.com/KnitWing

規則なんかや破っちゃえ by タカハシ•ダイスケ
やんちゃな子供は決まり事が大嫌い。おもしろおかしく反抗しちゃえ！
お行儀よくあかんべーをしたり、マウスを武器に体制批判に　“いいね” をしたり。
後ろかぶりのキャップや大きなスニーカーが新しいユニフォーム。小さな革命家たちは
Ｔ-シャツに反体制のスローガンを掲げて街角が表現の場になります。

色　：　バブルガム、レモン、朱色、チリペッパー、赤橙、ネオンオレンジ、ショッキングピンク、ター
コイズ、シアン（青緑に近い鮮やかな水色）
素材　：　ハイテク素材
モチーフ：タイポグラフィー、メッセージ、落書き
キーアイテム：スタジャン、キャップ、スニーカー、Tシャツ

www.diskone.me

クラブへようこそ by キム•ソンヘ

プライベートクラブに入れる贅沢な子供はひと握り。ここでは他人の目なんか気にせず
に、きらびやかな
贅沢三昧をみせびらかしちゃおう。 それぞれに皆違った自分なりのスタイルで。
洗練されたおしゃれは遺産の様に受け継がれてゆきます。マディソンダンスのステップを
踏んで、育ちの良い人々は社交界の
パーティーで交流し合う、彼らはスノッブで誇らしげです！

色：ワイン色、ブルーベリー、ブロンズ、ナイトブルー、パンプキンオレンジ
素材：モアレ、タフタ、サテン、ビロード
プリント：　蝶、羽毛
キーアイテム：ブレザー、ケープ、ボウブラウス、モカシン

www.kimsonghe.com
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厳選されたパートナー！
プレイタイムは業界にとって欠かせない専門メディアと共に、動向や楽しさを提供します。

一息つきませんか？
仕事とお楽しみを同時に。 リラックス出来る休憩タイムを皆様にご提供します。

学生は変わりますが、仕事の質は変わ
りません。料理専門学校のビジョナリー
アーツの学生が、再びこの展示会で日
本とヨーロッパの味を巧みにバランス

よく仕上げます。

毎日中身が変わるおいし
いお弁当を是非味わって

みてください。

第12回プレイタイム東京の開幕に、
シンガーのROCOさんをイブニング

パーティーにお招きします。
話題の「こどもじゃず」（童謡をJAZZ
アレンジしたCD）のリズムに乗った
ソワレです。開催は2月24日（火）

18時から

展示会中、Abi Lovesはラウ
ンジクラブを解放、そこでは壁
にお絵描きしたり、飛び跳ねた
りできるスペース、ひと言でい
うと好きなことをなんでもでき

る場所です。
自由を探求するちびっこだけ

の世界！

www.abiloves.com
www.mikaposa.com

ミルクの賞は、プレイタイム
において権威ある賞のひと
つです！このシーズンは誰
がチャンスを握るでしょう。
結果は展示会場とウェブサ

イトマガジンで

 www.milkjapon.com

Cocomagから派遣された
スーパーママ達が展示会内
で、来冬ママたちをドキッと
させるトレンドを見つけ出

し、Cocomagのサイト上で
レポートします。

www.cocomag.net

www.worldapart.co.jp/roco



主催: Picaflor Japan Co., Ltd.  •  〒154-0002 東京都世田谷区下馬6-11-1 B1F.
Tel / Fax 03 3793 0057  •  E-mail contact@playtimetokyo.com

プレイタイム シャトルバス
渋谷駅から展示会場まで、無料シャトルバスをご用意し皆さまのご来場をお待ちしております。

10~15分おき（交通状況による）に巡回しておりますのでご利用下さい。
渋谷駅西口出口の左手の歩道橋をセルリアンタワー側に降りた所でお待ちしております。

プレイタイムのサイト上でご来場前のお役立ち情報をご覧下さい。
www.playtimetokyo.com/jp/practical-info/

食べたり、飲んだり、観光したり、と、東京のおすすめスポットをセレクトし掲載しています。
プレイタイムによるPinterestのアカウントをチェックしてみて下さい。
www.pinterest.com/iloveplaytime/city-guide-tokyo/

第12回プレイタイム東京で、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております！

2015年2月24-25-26日
ベルサール渋谷ガーデン

24(火) Tuesday : 10am - 8*pm 
*6pmよりオープニングパーティー

25(水) Wednesday : 10am - 6pm
26(木) Thursday : 10am - 5pm

詳細をサイト上でご覧頂けます。
www.playtimetokyo.com


