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平成29 年 11 月 14 日 

 
ファッション、ヘアメイク、グラフィックデザイン、映像などの分野でプロ人材の育成を目的としたスクール事業を展開

するバンタンデザイン研究所(本部所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：石川広己) は、若者に人気のファッ

ションブランド「SPINNS」を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社所在地：京都市中京区 代表取締役会

長：出路雅明)と、30 万部以上の大ヒットを記録している絵本『えんとつ町のプペル』との産学協同プロジェクトとして

T シャツデザインコンペティションを実施いたしました。優秀作品の商品化を記念して、2017 年11 月15 日(水)に本

の著者であるお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣氏をお招きして講演会を開催いたします。 

 

 
-産学プロジェクトイメージ画像- 

 

■産学プロジェクト概要 

当産学プロジェクトは、バンタンデザイン研究所に在学する全学科を対象に実施されました。キングコング西野氏

の絵本「えんとつ町のプペル」を題材に、イラスト、言葉、グラフィックデザインなど、学生が自由に絵本の世界観を T

シャツに表現しました。 

エントリーされた全150 作品から、第一次審査として学内選考を実施、勝ち上がった１０作品のみ最終審査に

臨みました。最終審査の舞台は 2017 年10 月7 日（大阪）と 2017 年10 月15 日（東京）に開催された国内最

大級のデビューイベント「VANTAN CUTTING EDGE 2017（バンタンカッティングエッジ）」。イベントに参加した方々

からの投票によるデザインのコンペティションを実施しました。最終審査で多くの票を勝ち取った 5 作品が、SPINNS

の協力のもとで商品化され、SPINNS の一部店舗にて 2017 年11 月18 日(土)から販売が開始されます。 

 

販売を記念して 2017 年11 月15 日(水)にバンタンデザイン研究所にて開催される講演会では、本の著者キング

コングの西野亮廣氏をお招きします。また、『えんとつ町のプペル』T シャツデザインコンペで見事選ばれ、商品化が

決定した 5 作品の展示を行います。 

SPINNS × えんとつ町のプペル × バンタンデザイン研究所 

産学協同プロジェクトにより商品化が決定！ 

西野亮廣さん特別講演会を 11/15 に恵比寿で開催 



 

 
【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：濱田 Tel：03.5721.6511 Fax：03.3719.4693 

Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/ 

 

『つくるチカラと、こわすチカラを。』 

Vantan（バンタン） 広報 

Tel : 03.5721.6511 

Fax : 03.3719.4693  

http://www.vantan.jp 

バンタンデザイン研究所 
【東京校】 

〒150-0022 

東京都渋谷区 

恵比寿南 1-9-14 

Tel：0120-034-775 

 

【大阪校】 

〒542-0086 

大阪府大阪市中央区 

西心斎橋 2-8-5 

Tel：0120-757-333  

 

HP: 

http://www.vantan.com/ 

 

■商品化が決定した T シャツデザイン 

 

ファッションプロデュース基礎科 柳 恵理菜さん 

  
タイトル：雲の中の気持ち 

心臓を現したハートを四色の色で喜怒哀楽の感情

を、全体を雲で隠すことで見え隠れする人々の心を表

しました。 

 

WS デザイン基礎科 向井 萌絵さん 

 
タイトル：ふたりいっしょ 

プペルとルビッチの絆を描きたく、思い出（全ページの

イラスト）を風船に見立て、印象的な最後のページの月

を中央に配置しました。 

 

WS ファッションプロデュース基礎科 綿貫 愛理さん 

 
タイトル：からくりプペル 

ハートはルビッチとプペルの愛情を表現しています。普

通に見るとルビッチを思い浮かべるようなデザインになっ

ていますが、ハートを逆さにしてみるとプペルの顔になる、

トリックアートの様なデザインが特徴です。 

ファッションデザイン基礎科 鈴木 美帆さん 

 
タイトル：プペルに日が昇ったら 

もしもプペルの世界に日が昇ったら、このような笑顔で

輝きを放つ太陽のキャラクターを想像しました。笑顔で

輝きのある太陽が現れた話の続きが見たくこのデザイン

にしました。 

 

WS ファッションデザイン基礎科 長谷川 優馬さん 

 
タイトル：BELIEVE! 

「えんとつ町のプペル」は、綺麗で華やかなイラストで

も話題になったが、中身は現代風刺方のファンタジー文

学作品であり、本作のメッセージでもある周りに何を言

われようと自分を”信じる=BELIEVE”をテーマにロゴ T シ

ャツという形をとりました。 

 

 

 

【販売概要】 
価格：2999円（税抜） 
期間：2017年11月18日（土）～ 
時間：各店舗の営業時間に準じます 
 
※店舗により、お取扱いがない場合がございます 

※在庫が無くなり次第販売終了いたします 
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■西野亮廣さん特別講演会 

一般の方も参加可能となり、いつもとは違う近い空間で西野さんのお

話が聞ける講演会となっております。さらに、講演会当日、会場にて

『えんとつ町のプペル』と『革命のファンファーレ』をご購入の方には、講

演会終了後にサイン会を行います。 

 

 

【西野亮廣さん特別講演会 概要】 

開催日時 ： 2017 年11 月15 日(水) 

開場19：00～／開演20:00～ (21：30 終了予定) 

 

会場詳細 ： バンタンデザイン研究所 セッションタワー校舎 8F 

        東京都渋谷区恵比寿西1-3-4 

         JR線・東京メトロ日比谷線／恵比寿駅より徒歩2分 

東急東横線／代官山駅より徒歩7 分 

 

チケット料金： ￥2,000(税込) ※前売券なし・当日現金支払いのみ。 

 

 

【チケット申込方法】 

講演会のご予約を希望される方は、本文に＜代表者の名前・住所・電話番号・希望枚数＞をご記入の上、下記

のメールアドレスよりご連絡下さい。後日、ご予約完了メール・講演会の詳細をお送りいたします。 

※席数に限りがありますので、立ち見もしくは入場制限をさせて頂く場合がございます。 

 

イベント窓口  press@humanforum.co.jp  担当：ミヤザキ 

 

 

■ 西野亮廣(にしのあきひろ) 

1980 年兵庫県生まれ。1999 年梶原雄太と漫才コンビ「キングコング」を結成。 

活動はお笑いだけにとどまらず、4 冊の絵本執筆、ソロトークライブや舞台の脚本執筆を手がけ、海外でも個展やラ

イブ活動を行う。また、2015年には“世界の恥”と言われた渋谷のハロウィン翌日のゴミ問題の娯楽化を提案。区長

や一部企業、約 500 人の一般人を巻きこむ異例の課題解決法が評価され、広告賞を受賞した。その他、クリエイ

ター顔負けの「街づくり企画」、「世界一楽しい学校作り」など未来を見据えたエンタメを生み出し、注目を集めてい

る。2016 年、東証マザーズ上場企業『株式会社クラウドワークス』の“デタラメ顧問”に就任。 

 

■SPINNS(スピンズ) 

「ATTITUDE MAKES STYLE！(主張がスタイルをつくる！)」をコンセプトに、常に時代のトレンドに沿いながらも、

自分達の主張を大切にした“スタイル提案”をし続ける、“スタイルマーケット”です。「NEW & VINTAGE STYLE 

MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワ

イドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アートなど様々な

“ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。 

まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店です。 

・SPINNS 公式サイト： http://www.spinns.com 

・SPINNS 公式通販： http://www.spinns.jp 

・SPINNS 公式Twitter： https://twitter.com/spinns_com 
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■ バンタンデザイン研究所 

バンタンデザイン研究所は 1965 年にスタートした「ファッション・ヘアメイク・映画・映像・デザイン・写真・ウエディン

グ分野」を中心としたプロを育成するクリエイティブ総合専門校です。国内 2 拠点（東京・大阪）でスクールを運営

し、ニューヨークのパーソンズ大学と日本で唯一の提携プログラムを持っています。現役プロのクリエイターを講師に迎

え、ファッション、グラフィックデザイン、映像など様々な分野において業界と連携した実践型デザイン教育で、即戦

力となる人材を育成する教育事業を展開しています。 

・バンタンデザイン研究所HP ： http://www.vantan.com/ 

・バンタンデザイン研究所高等部 ： http://www.vantanhs.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/ 

 


