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JELLY や SHOWROOM が参加する公開モデルオーディションも
トータルビューティースクールのデビューイベント東京・大阪で開催

株式会社バンタン（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長：石川広己）が運営するトータルビューティスクール
「ヴィーナスアカデミー」は、学内選抜メンバーによるデビューイベント「VENUS SUMMER FES 2018（ヴィーナス サマ
ー フェス 2018）」を東京・大阪にて開催決定。2018 年 7 月 24 日(火)に Shibuya O-EAST にて開催される東京
ラウンドでは、限定企画として人気雑誌「JELLY」や仮想ライブ空間を提供する「SHOWROOM」などが参加する公
開モデルオーディションを実施します。大阪は 2018 年 7 月 26 日(木)に大阪 BIG CAT にて開催致します。

- ＶＥＮＵＳ ＳＵＭＭＥＲ ＦＥＳ ２０１８キーヴィジュアル-

■ VENUS SUMMER FES（ヴィーナス サマー フェス）とは
ヴィーナスアカデミーに在籍する専門スクール・高等部の学生によるデビューイベントです。学内コンペティションに
勝ち残った学生のみ出演し、「美」に興味のある若い女性をターゲットにショーやダンスを中心としたコンテンツを展開
します。
今年のテーマは『INFLUENCE（インフルエンス）』 。
学生自らがインフルエンサーとなり、いままで学んできたトータルビューティーの力を集結してイベント告知ならびに
トレンドを発信。トレンドに敏感な同世代の女性に向けてファッションや美容の最新情報を届けます。

イベント詳細は特設サイトをご確認ください。
VENUS SUMMER FES 2018 特設サイト：http://s-venus.com/smp/splp/summerfes2018/
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■ 東京ラウンド限定 公開モデルオーディションを開催
コンテンツのひとつ「モデルオーディション」では、雑誌モデルや企業ブランドの専属 EC サイトモデルとしてデビューを
かけて公開オーディションを開催。スクール内で総勢 100 名を超えるモデル希望者から選ばれた選抜メンバーが、企
業の担当者に対し PR を行い、スカウト形式でモデルデビューのブランプリを決定します。
過去には大手芸能プロダクションのプラチナムプロダクションやジュネスのモデルを輩出しました。
■ 東京ラウンド モデルオーディション参加企業
ＪＥＬＬＹ（ジェリー）
ぶんか社が発行する 2006 年 4 月の創刊の 10 代～20 代に人気のファッション
雑誌。 専属モデルは「ジェリガ（JELLYgirls の略称）」と呼ばれ、山本優希・坂本
礼美・安井レイ・藤田杏奈・松本愛などが活躍中。
SHOWROOM（ショールーム）
SHOWROOM 株式会社 が運営する iOS や Android 端末、PC からライブ配
信および視聴を行える動画ストリーミングサービス。アーティストやアイドル、タレン
ト等の配信動画が無料で視聴できる他、誰でもすぐに生配信ができるなど、双
方向のコミュニケーションを行う仮想ライブ空間を提供している。

HP:
http://www.s-venus.com

DAESE TOKYO(デセ トーキョー)
国内初の韓国ブランド公式ファッション通販サイト。人気沸騰中の韓国ドメスティ
ックブランドのみを展開し、日本ではここでしか購入できない商品を多数取り
揃える。10 代～20 代を中心とする日本の若者に大きな支持を得ている。
BAROQUE JAPAN LIMITED（バロックジャパンリミテッド）
MOUSSY、SLY、AZUL BY MOUSSY、ENFOLD など、流行の最先端にあるブ
ランドを広く展開するアパレル企業。2000 年に MOUSSY の 1 号店が渋谷 109
にオープンして以来、人気ブランドを次々に立上げ、日本のファッション業界をリ
ード。海外には香港、中国本土、北米に進出し、国内外で 611 店舗(2017 年
12 月末日現在)を展開している。

■ 「ヴィーナス サマー フェス 2018」イベント実施概要
名称 ： VENUS SUMMER FES 2018 （ヴィーナス サマー フェス 2018）
テーマ ： 『INFLUENCE（インフルエンス）』
内容 ： ヘアメイク、エステ、ネイル、ファッション、ブライダルなど、美容の専門スクール「ヴィーナスアカデミー」が主
催する学生のデビューイベントです。在校生のフリーランス・メディアデビューにフォーカスをしたオーディションも開催さ
れ、雑誌媒体やファッションブランドのモデルとしてデビューをかけて学生達が競います。
【東京】 日時
場所
入場

： 2018 年 7 月 24 日(火) 16：30～19：00
： Sibuya O-EAST （東京都渋谷区道玄坂 2-14-8 2F）
： 観覧にはチケットが必要となります。（申込：https://bit.ly/2Ip9ChW）

【大阪】 日時
場所
入場

： 2018 年 7 月 26 日(木) 16：30～18：30
： 大阪 BIG CAT(大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 BIGSTEP4F)
： 観覧にはチケットが必要となります。（申込：https://bit.ly/2tmUE7B）
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■昨年の様子「ヴィーナスサマーフェス 2017 レポート」
Part.1 ： http://www.s-venus.com/topics/blog/detail/2937.php
Part.2 ： http://www.s-venus.com/topics/blog/detail/2941.php
Part.3 ： http://www.s-venus.com/topics/blog/detail/2942.php
■ Venus Academy（ヴィーナスアカデミー）
「Beauty Complex」をコンセプトに現場で活躍するプロを講師に迎え、ヘアメイク・ネイル・エステ・ファッション・ブライダル
など、幅広く美を学ぶトータルビューティスクールです。"美を提供するものは、まず自分自身が美しくなくてはならない"
という考えのもと、人をキレイにするだけではなく、自分自身がキレイになれる‘自分磨き’を教育方針の中核としていま
す。
・ヴィーナスアカデミーHP ： http://www.s-venus.com
■ Vantan （バンタン）
1965 年の創立以来、クリエイティブ分野に特化して人材の育成を行っている専門スクール。
現役のプロクリエイターを講師に迎え、ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、フォト、ゲー
ム、アニメ、マンガ、パティシエ、カフェ、フードコーディネーターなどの分野において、業界と連携した「実践教育」で即戦
力となる人材を育成する教育事業を展開、これまでに 19 万人以上の卒業生を輩出しています。
【東京・大阪】
・バンタンコーポレート HP ： http://www.vantan.jp/
・バンタンスクール一覧 HP ： http://www.vantan.co.jp/school/
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