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29 年 2 月 10 日

オリジナルショップの企画・運営を通じて“恵比寿”の魅力を再提案する
『アトレ恵比寿』とのコラボレーションプロジェクト『えびす亭』第二弾！
今年は『永谷園』も参画！
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、バンタンデザイン研
究所とアトレ恵比寿とのコラボレーションにより、昨年に続き、2017年2月15日(水)～19日(日)アトレ恵比寿 本
館 3F トライアングルコートで、”恵比寿再発見”をテーマとするポップアップショップを企画・運営するプロジェクトを
実施致します。今年は株式会社永谷園の協力も得て、今までにないオリジナル企画ショップを提案致します。

- ポップアップショップ「えびす亭」のポスターイメージ –

今回のプロジェクトは、地域と協力しながら街の魅力を発信し、恵比寿をさらに盛り上げていきたいと考えるアトレ
恵比寿と、在学中から学生たちにプロと同じ実践環境を提供することで即戦力人材の育成を実現したいと考え
るバンタンの思いが一致し、実現しました。
当プロジェクトでは、バンタンデザイン研究所 ファッションビジネス学科バイヤー＆ショッププロデュースの学生 21 名
が、11 月 24 日（木）に行なったオリエンテーションで、アトレ恵比寿の施設コンセプト、周辺エリア、商圏動向、来
店者属性、出店フロアの環境などについて説明を受けた後、恵比寿の街の魅力を再提案するポップアップショッ
プの企画を進行。12 月 26 日（月）にアトレ恵比寿の営業担当および販促担当に向けてポップアップショップ企画
のプレゼンテーションを行い、アイテム構成、MD、店頭レイアウト、販促手法、価格設定などのフィードバックを受
けながらポップアップショップ『えびす亭』の企画を完成させました。以降学生たちは、商品の仕入れや販促活動を
行いながら出店の準備を進め、2 月 15 日（水）～2 月 19 日（日）の期間中、アトレ恵比寿 本館 3 階トライアン
グルコートで、ポップアップショップを運営します。
【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・濱田 Tel：03.5721.6511 Fax：03.5704.2116
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/
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『えびす亭』は、恵比寿ならではの専門店のアイテムや地域情報を販売・発信する期間限定のポップアップショッ
プです。“大人可愛い暮らし”をテーマに今回は、生活に密着している永谷園の商品を軸に、Aquvii（ファッションア
イテム・食器）、Bistro Phakchi’s（食品）、BonCadeaux（雑貨）、cocca（ファッションアイテム・雑貨）、GENIO
ANTICA（雑貨）、Good Morning Tokyo（食品）、HIROO KILIM GALLERY anatolia（インテリア）、kusakanmuri
（食器・ハーブティー）、marble SUD（ファションアイテム・雑貨）、marugo deli ebisu（食品・ファッションアイテム）、
RUMHOLEberuf（古着）、SUNSHINE JUICE（食品）、THE HARVEST（食器・笠間焼きプレート）、VOIRY（エ
プロン・トートバッグ）、など恵比寿の大人の女性らしさを大切にしたライフスタイルショップを提案します。
大人の隠れ家のように歩けば歩くほど様々なお店やアイテムが発見できる恵比寿ならではの専門店の商品を取
り揃える『えびす亭』は、店頭に並ぶアイテムや発信情報を通して、今まで知られていなかった恵比寿の隠れた魅
力を訴求することで、より多くの人に恵比寿の街を探索していただくきっかけを提供します。
本プロジェクトは、ショップ最終日にあたる 2 月 19 日（日）に東京・恵比寿のイベントスペース EBiS303 で開催す
る卒業修了制作展「VANTAN STUDENT FINAL 2017」の一環として取り組んでおり、『えびす亭』店頭では卒
業修了制作展の告知および案内も行います。
【ポップアップショップ概要】
店舗名 ： えびす亭
場所
： アトレ恵比寿 本館 3 階トライアングルコート
日時
： 2017 年 2 月 15 日（水）～2 月 19 日（日）
10：00～21：30
アイテム ： ファッションアイテム、食品、キッチン雑貨、食器、手芸用品など
取扱いブランド ： 永谷園、Aquvii、Bistro Phakchi’s、BonCadeaux、cocca、GENIO ANTICA、Good Morning
Tokyo、HIROO KILIM GALLERY anatolia、kusakanmuri、marble SUD、marugo deli ebisu、
RUMHOLEberuf、SUNSHINE JUICE、THE HARVEST、VOIRY

学生たちが企画する街の魅力を再提案するショップ企画にご期待ください。
Vantan（バンタン）は、今後もこのような「実践型デザイン教育」を通じて、プロを目指す若者の活躍の場の提供と
夢の実現への一歩を支援していきます。

■卒業修了制作展
【『VANTAN STUDENT FINAL 2017』-THE POWER OF DESIGN-】
バンタン各スクールで学んできた学生たちの集大成である「VANTAN STUDENT
FINAL-バンタン卒業修了制作展-」。各分野の学生たちが、これまでに培ってきた
感性、知識、技術、経験・・・その全てをありったけの情熱を持って表現します。軌跡
を辿るそのステージは、これまで関わった多くの人たちに“驚き”と“感動”を刻み込み
ます。
2017 年のテーマは「THE POWER OF DESIGN」。
実践的な教育環境のもと、学んできた学生によって制作された作品群は、これまで
にない新しい価値を生み出し、またそれを発信することで世界中の若者達に“デザイ
ンのチカラ”を伝えたいというメッセージが込められています。
【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・濱田 Tel：03.5721.6511 Fax：03.5704.2116
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/
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【バンタン卒業修了制作展 開催概要】
名称： バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2017』 -THE POWER OF DESIGN日程： 2017 年 2 月 19 日（日） 11：00 – 20：00
会場/ 時間：
EBiS303 / 11：00 – 20：00 （東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル 3F および 5F）
天現寺大使館/11:00 – 17:00 （東京都港区南麻布 4-2-42 クオリア南麻布 1F）
BREIZH Café CRÊPERIE Le Comptoir / 11：00 – 17：00
（東京都渋谷区恵比寿 4-11-8 グラン・ヌーノ 1F）
アトレ恵比寿 / 10：00 – 21：30 （東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5）
*入場は無料です。イベント詳細や更新情報も特設サイトに掲載いたしますので、ぜひ御覧ください。

特設 WEB SITE： http://www.vantan.co.jp/studentfinal2017/
特設 Twitter： https://twitter.com/vantansf

■ アトレ恵比寿
シックで洗練された大人たちが集う空間。“楽しい”という『買い物の原点』と、流行にとらわれない“商品の本質的
な価値”を追い求める知的でエイジレスな大人にむけ、『これからのライフスタイル』を発信する JR 恵比寿駅隣接
の商業施設。
アトレ恵比寿 HP ： http://www.atre.co.jp/ebisu/

■ 株式会社永谷園
永谷園は、会社設立以来、「お茶づけ海苔」「松茸の味お吸いもの」「あさげ」「すし太郎」「麻婆春雨」などのロ
ングセラー商品を筆頭に、麺商品、ホットケーキミックス、チャーハンの素など幅広い分野でお客様の豊かな食卓
のお役にたてる商品の提供に努めています。
これからも「味ひとすじ」の企業理念のもと、安全かつ高品質で、おいしい商品をお客様に提供することを目指し
続けます。
株式会社永谷園 HP ： http://www.nagatanien.co.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、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/
・バンタンデザイン研究所 ： http://www.vantan.com/
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