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伝説のギャル雑誌「egg」＆「ガングロカフェ」と共に
ギャルトレンドの変遷をめぐるスタイリングショー開催
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、2018 年 3 月に復活を遂げたギャル雑誌「egg（エッグ）」と、渋谷の観光スポット「ガングロ
カフェ」とのコラボレーション企画として、ギャルトレンドの変遷をめぐるスタイリングショーを開催します。2018 年 7 月
24 日（火）に渋谷で開催される学生のデビューイベント「VENUS SUMMER FES 2018（ヴィーナス サマー フェス
2018）」の東京ラウンドコンテンツ「リアルトレンドコレクション」内で披露します。

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

■ 「ギャルトレンドの変遷」をめぐるスタイリングショーに注目
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「VENUS SUMMER FES
2018」。 ショー形式のコンテンツのひとつ「リアルトレンドコレクション」では、ビューティスペシャリスト学部に通う学生が
100 名参加し、4 つの演出テーマに別れて現在のトレンドを発信します。
テーマ “ギャルの集大成”では、2018 年 3 月に WEB 版で復活を遂げたギャル雑誌「egg」と、渋谷の観光スポッ
ト「ガングロカフェ」とのタイアップ企画。現代のギャルたちがアムラー、コギャル、マンバなど若者ファッションのトレンドを
創り上げてきたギャルファッションの歴史勉強し、スタイリングショーで表現します。「egg」モデルや「ガングロカフェ」店
員もランウェイに登壇し、ギャルのファッションカルチャーを提唱します。
また、ショー終了後には「ガングロカフェ」をプロデュースする強め"黒肌"ギャルユニット
BLACK DIAMOND（ブラックダイアモンド）から、2018 年 6 月に歌手デビューを果たした
「Black Diamond -from 2000-」によるライブ公演も行われます。

イベント詳細や観覧チケットの申込は以下サイトをご確認ください。
ヴィーナス サマー フェス 2018 特設サイト：http://s-venus.com/smp/splp/summerfes2018/
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■ リアルトレンドコレクション ４つのテーマ
１．” ギャルの集大成”
時代の流れと共にトレンドを牽引してきた“ギャルファッション“。アムラー時代からその変遷をスタイリングで表現
ヴィーナスアカデミー
【東京校】
〒150-0022
東京都渋谷区
恵比寿南 3-1-8
Tel：0120-21-8885
【大阪校】
〒542-0086
大阪府大阪市 中央区
西心斎橋 2-8-5
Tel：0120-38-8772

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

２．“カメレオン=変化 ～あこがれの自分になりたくない？～”
それぞれが思い描く“あこがれの自分“。ショーを通じてモード、古着、韓国などのコーディネートに挑戦
３．“50s film × present（フィフティーンズ フィルム プレゼント）“
50 年代ファッションと現代のトレンドを組み合わせ、新たなスタイルとして発信
４．“Light Up Magic”
自分らしく輝く女性をテーマに輝くアイテムを散りばめたスタイリングで表現
■ イベント「ヴィーナス サマー フェス 2018」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 ： 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
申込

：
：
：
：

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。一般のお客様は女性限定となります。
https://bit.ly/2Ip9ChW

【大阪】 日時
場所
入場
申込

：
：
：
：

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。一般のお客様は女性限定となります。
https://bit.ly/2tmUE7B

■ 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
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■ Egg（エッグ）
ギャル向けファッション雑誌、 『egg』。数々のギャルカルチャーを生み出し、最盛期は 50 万部を誇った。株式
会社 MRA により 2018 年 3 月に web メディアとして復活し、従来のマインドとコンセプトはそのままに、次世代
ギャルの最先端を”ファッション”、”ビューティ”などの４つのカテゴリーに分け、動画を中心に様々な SNS や媒体
を使ってガールズカルチャーのトレンドを毎日発信している。全国各地にギャルネットワークを形成し、読者参加
型コンテンツの充実で日本全国からギャルカルチャーを盛り上げている。

■ ガングロカフェ
ガングロギャルに会える渋谷の観光スポット、ガングロカフェ（GANGURO CAFÉ）。強め"黒肌"ギャルの全国ユ
ニット BLACK DIAMOND（ブラックダイアモンド）が店舗プロデュースを手がけ、外国人観光客やメディアから注
目を集めている。2018 年 7 月 18 日から営業の長期休業を発表しているが、ガングロメイクの体験や渋谷観
光ツアーの企画は継続して運営される。

■ 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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