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バンタン卒業修了制作展「VANTAN STUDENT FINAL 2019」
東京校 3/3、大阪校 2/17 に開催決定
即戦力人材を育成するスクール運営事業を行っている株式会社バンタン(本部：東京都渋谷区 代表取締役
会長：石川広己 以下、バンタン)は、バンタン卒業修了制作展『VANTAN STUDENT FINAL 2019』（バンタン ス
チューデント ファイナル 2019）を、大阪校は 2019 年 2 月 17 日（日）、東京校は同 3 月 3 日（日）に開催致しま
す。

-バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2019』 キービジュアル-

■バンタン卒業修了制作展『VANTAN STUDENT FINAL 2019』とは
バンタンで学んできた学生たちの集大成の場であるバンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL
2019』。クリエイティブを学ぶ学生による成果発表の場として、これまで培ってきた感性、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。8 スクールが参加する当イベントには、例年 2500 名以上が来場い
たします。また、産学協同プロジェクトなど、企業とのコラボレーション企画を多数実施。企業やバイヤー、業界関係
者にもお越し頂き、若きクリエイター発掘の場所としても活用いただいています。
■バンタン卒業修了制作展『VANTAN STUDENT FINAL 2019』特設ページ
https://www.vantan.co.jp/studentfinal2019/
■コンテンツ紹介（一部）
収容人数約 600 名のランウェイ会場にてファッションショーやヘアメイクショーが行われるほか、展示会場ではＶＲ
などの最新技術を詰め込んだゲームの展示、グラフィックデザインやアニメーションや映画の上映を行います。また、メ
ニュー開発から手がけたドリンク・フードも販売いたします。これからの各業界を担うクリエイターの卵たちが、英知を
集結させて制作した作品をご覧ください。
ファッション：
ゲーム：
フード：
ビューティ：

・一人ひとりファッションブランドを立ち上げ、2019-2020A/W コレクションを展示
・大阪人気５スポットのカルチャーやエネルギーをヘアメイクに落とし込んだランウェイショー
・国内外で話題になった PC ゲーム「UNDEFEATED（アンディフィーテッド）」の最新版を展示
・平成最後の年に“リバイバル”をテーマとしたオリジナル VR ゲームを 5 本展示
・地産地消を目的として“なにわの伝統野菜”を使った”西洋料理”のランチコースを提供
・元バリスタで新進気鋭のイラストレーターmarie との 1 日限定コラボカフェ。
・”ストリートファッション”と”ゴージャス”を融合した斬新なスタイリングショー
・今話題のインスタントカメラを取り入れた、ヘアメイクやファッションなどトータルビューティーのランウェイショー

【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：03.5704.2116
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/
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■ イベント開催概要
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名称 ：
内容 ：

日時・会場：

特設サイト：
入場：

バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2019』
【ランウェイショー】ファッションデザイン、スタイリング、ヘアメイク、ビューティ
【作品展示】グラフィックデザイン、イラスト、フォト、映像、ゲーム、キャラクターデザイン、アニメ、声優
【店舗運営】パティスリー、カフェ、エステサロン、ショップ
※詳細は特設サイトをご覧ください
【大阪校】日程 ： 2019 年 2 月 17 日（日）
会場 ： クリエイティブセンター大阪 名村造船所跡地 11:00～17:00
レコールバンタン大阪校 D キューブ 11:00～15:30
【東京校】日程 ： 2019 年 3 月 3 日（日）
会場 ： ベルサール渋谷ファースト 11:00～18:00
SHIBUYA TSUTAYA 6F 11:00～18:30
レコールバンタン レーヴ校舎 11:00～16:00
https://www.vantan.co.jp/studentfinal2019/
無料 ※ショーの観覧は先着順のご案内となります。お席に限りもございますので予めご了承ください。

■イベントのテーマは“THE POWER OF DESIGN”
実践教育を学んできた学生たちの“デザインのチカラ”は、これまでにない新しい価値を生み出し、それを発信す
ることで、世界中の若者達にクリエイティブの可能性を伝えたいというメッセージが込められています。
今年のキービジュアルには、学生が知識・技術を習得し、卒業していく様子が描かれています。バンタンという成
長のステージを立体のフレームで表し、卵から生まれた若者がそのフレームを通りながら衣装・ヘア・メイクが赤に染
まり、そして巣立っていく様子が表現されています。
■ 今年のバンタンを代表する最優秀作品“Vantan AWARD”の発表も
“Vantan AWARD” （バンタンアワード）とは、卒業修了制作展に出展した作品の中からファッション/デザイン/コ
ンテンツ/フードクリエイティブの 4 部門においてバンタンを代表する最優秀作品を決めるコンテストです。各業界の
最前線で活躍する方々を審査員としてお招きし、厳正なる審査を経て優秀作品が選出されます。この名誉ある賞
を獲得するべく、未来のクリエイターとして新しい才能が解き放たれます。
昨年のバンタンアワード受賞作品 ※2018 年 3 月 20 日配信プレスリリース
「バンタン卒業修了制作展２０１８」開催レポート 今年度のバンタンを代表する最優秀作品賞の結果発表も
https://vantan.jp/ex_release/ex_release/img/Vantan_VSF18_final.pdf
■参加学科・コース一覧
＜バンタンデザイン研究所＞
【東京校】ファッション学部、ヘアメイク学部、デザイン学部、映画・映像学部、
【大阪校】ファッション学部、ヘアメイク学部、デザイン学部、X-SEED、高等部
＜レコールバンタン＞
【東京校】パティシエ学部、カフェ・調理学部、高等部
【大阪校】パティシエ学部、カフェ・調理学部、高等部
＜バンタンゲームアカデミー＞
【東京校】ゲーム学部、アニメ学部、映像学部、イラスト・マンガ学部、ノベル学部、声優学部、高等部
【大阪校】ゲーム学部、アニメ学部、映像学部、イラスト・マンガ学部、ノベル学部、声優学部、高等部
＜ヴィーナスアカデミー＞
【東京校】ビューティスペシャリスト学部、ビューティキャリア学部、高等部
【大阪校】高等部

【取材のご案内】
ご来場には事前のご予約をお願いしております。以下 URL より申し込みをお願い致します。
https://yell.vantanfc-inc.com/form/pc/index.php5?fn=16351&gr=VDI&ge=event
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■昨年度 バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2018』の様子
・ダイジェストムービー https://www.youtube.com/watch?v=_tG1vxnGpk8
・出展作品（一部）
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■ Vantan （バンタン） http://www.vantan.jp/
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クリエイティブ分野において、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東京・大阪で展開、これまでに 19 万人以上の卒業生
を輩出しています。
■ 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 ： http://www.vantan.com/
・バンタンデザイン研究所高等部 ： http://www.vantanhs.com/
■ L’ecole Vantan （レコールバンタン）
パティシエ、ブランジェ、カフェ、シェフ、フードコーディネーター等、食の分野に特化し人材の育成を行う専門スクー
ル。
・レコールバンタン ： http://www.lecole.jp/
・レコールバンタン高等部 ： https://www.lecole-hs.jp
■ Vantan Game Academy（バンタンゲームアカデミー）
「業界に最も近い総合エンターテイメントスクール」をコンセプトに現場で活躍するプロを講師に迎え、ゲーム・マン
ガ・アニメ・声優など、コンテンツの領域に特化して即戦力人材の育成を行う専門スクール。
・バンタンゲームアカデミー ： http://www.vantan-game.com/
・バンタンゲームアカデミー高等部 ： https://www.vantan-gamehs.com
■ 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 ： http://www.s-venus.com
・ヴィーナスアカデミー高等部 ： https://www.venus-hs.com
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