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産学連携プロジェクト
カートゥーン ネットワーク人気オリジナルアニメシリーズ『アドベンチャー・タイム』
10 月 19 日「ジェイク（19) の日」記念プロモーション企画
バンタンデザイン研究所 デビューコレクション「VANTAN CUTTING EDGE 2016」内にて実施！
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クリエイティブ分野に特化し、即戦力人材を育成するスクール運営事業を行っている
Vantan（バンタン）(本部所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：石川広己) は、デザインスクールとして国内
最大級のデビューコレクションとして実施する「VANTAN CUTTING EDGE 2016（バンタンカッティングエッジ）」におい
て、アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパン株式会社（本社：東京都中央区、
最高責任者/ジェネラルマネージャー：トム・ペリー）との産学連携企画を実施致します。

HP:
http://www.vantan.com/

今回の産学連携企画は、世界各国で好評放送中のカートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ作品『アドベンチャ
ー・タイム』の人気キャラクター「ジェイク（19）」の名前にちなみ、2014 年より「ジェイク（19）の日」と設定された 10 月
19 日前後から実施される記念プロモーション施策の一環として実施されます。バンタンでは、バンタンデザイン研究
所 デビューコレクション「VANTAN CUTTING EDGE 2016」内でのショー開催と作品展示企画を実施致します。
【Adventure Time × Vantan presents PROMOTION PROJECT -SHOW–アドベンチャー・タイム × バンタン プレゼンツ プロモーション プロジェクト ショー -】
世界各国で人気のアニメ『Adventure Time（アドベンチャー・タイム）』とバンタンのコラボレーションで実施するファッシ
ョンショー。『アドベンチャー・タイム』の世界観を衣装デザイン＆スタイリングで表現します。当日はフィンとジェイクが
会場に登場するかも！？
【Adventure Time × Vantan presents PROMOTION PROJECT -ORIGINAL GOODS–アドベンチャー・タイム × バンタン プレゼンツ プロモーション プロジェクト -オリジナルグッズ-】
『Adventure Time（アドベンチャー・タイム）』とバンタンのコラボレーションでオリジナルグッズを制作。『アドベンチャー・
タイム』の世界観をイメージしたオリジナルトートバッグを制作。イベント当日人気投票を行い、優秀作品の選出を
実施。
上記イベント内で選出された優秀作品に関しては、10 月 14 日(金)～31 日(月)の 18 日間、渋谷マルイと新宿マ
ルイアネックスにて同時開催されるスペシャルなアドベンチャー・タイム・ポップアップショップでの展示や、10 月 23 日
（日）の渋谷ファッションウィークでの披露なども予定しております。

【取材のお申込・リリースに関するお問合せ先】
Vantan（バンタン）広報：道野・吉川 Tel：03.5721.6511 Fax：03.5704.2116
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/
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【VANTAN CUTTING EDGE 2016（バンタンカッティングエッジ）とは】
バンタンでは、在学中からプロと同じフィールドでの実践経験の場を提供する、“デビュープロジェクト”に力を入れて
います。「VANTAN CUTTING EDGE」は、バンタンデザイン研究所が、在校生を対象に毎年開催している、デザイ
ンスクールとしては国内最大級の規模となる複合型のデビューコレクションです。今回、VANTAN CITTING
EDGE2016 のテーマは『FASHION + DIGITAL』。デジタル×ファッションに特化したウェブメディア「DiFa（ディーファ）」
のデジタルコーディネートの元、数ヶ月にわたる厳しい学内審査を勝ち抜いた優秀作品を SHOW または展示形式
で発表します。また、今回のキービジュアルはバンタン卒業生でもある、「サイトウユウスケ」と「Shunsuke Takakuma」
によるアートワークとなっています。
VANTAN CUTTING EDGE 2016 オフィシャルサイト： http://www.vantan.com/special/ce2016/
【開催概要】
タイトル ： VANTAN CUTTING EDGE 2016（バンタンカッティングエッジ）
日時 ： 2016 年 10 月 16 日（日） 11：00～20：00
※SHOW 17：30～18：30（オープン 17：00～）
※GALLERY 11：00～19：00
会場 ： EBiS303 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿 1-20-8
テーマ ： FASHION + DIGITAL
入場 ： 無料 ※入場にはチケットが必要となります。特設 HP からチケットをご予約ください。
特設 HP ： http://www.vantan.com/special/ce2016/
キービジュアル： イラストレーション/ サイトウユウスケ、ロゴ/ Shunsuke Takakuma
デジタルコーディネート： DiFa（ディーファ）
総合演出： (有)オガワジュンゾウ・クリエイツ

■アドベンチャー・タイム
不思議な世界・ウーを舞台にヒーローになりたいと願う少年・フィンと相棒の犬・ジェイクがシュールな冒険をする物語。
アメリカではパイロット版を経て 2010 年より、日本では 2015 年 5 月よりカートゥーン ネットワークでの放送開始以
降、2016 年 8 月現在、TOKYO MX、NHK BS プレミアムでも好評放送中。
■カートゥーン ネットワーク
世界 192 ヵ国以上、約 3 億 7000 万世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。国内では、スカパー！
や全国のケーブルテレビ、IPTV 等で放送。「トムとジェリー」をはじめとする永遠の名作から、オリジナル製作の「アド
ベンチャー・タイム」「パワーパフ ガールズ」など、世界中から厳選した優良な番組を 24 時間お届けしています。
・公式サイト： https://www.cartoonnetwork.jp/
・公式 Twitter： https://twitter.com/AdventureTimeJP
・公式 Facebook： https://www.facebook.com/adventuretime.jp/
■ 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、マンガ、アニメ、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 18 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
・バンタンデザイン研究所 HP ： http://www/vantan.com
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