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29 年 2 月 10 日

Vantan IDOL COLLECTION
2 月 19 日(日)恵比寿にて開催！
バンタン卒業修了制作展『VANTAN STUDENT FINAL 2017』にて

10 組以上の話題のアイドルグループの衣装＆スタイリングをプロデュース！
ショー形式で発表！
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、バンタン卒業修了制作展
『VANTAN STUDENT FINAL 2017』にて、バンタンデザイン研究所の在校生により、話題のアイドルグループの衣
装＆スタイリングをプロデュースし、ショー型式で発表致します。
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バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL
2017』-THE POWER OF DESIGN-。
今回のプロジェクトでは、バンタンデザイン研究所の在校生が、話題のアイドルグループの衣装＆スタイリングをプロ
デュースし、学生自身が手掛けるオリジナルブランドのイメージと、それぞれのアイドルが持つ世界観をかけ合わせ、
この日限りのスペシャルコレクションをショー型式で発表致します。
10 組以上となる、今話題のアイドルグループの衣装を、バンタンデザイン研究所の在校生がどの様にプロデュースし、
発表するのか、バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2017』にご期待ください。

-参加アイドルグループ、ABC 順、50 音順ロゴ-

【バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2017』における当コンテンツ概要】
・名称： Vantan IDOL COLLECTION (バンタン アイドル コレクション)
・日時： 2017 年 2 月 19 日 12 時 30 分開場/ 13 時開始 (予定)
・会場： EBiS303 （東京都渋谷区恵比寿 1-20-8 エビススバルビル 3F）
・実施クラス： バンタンデザイン研究所（ファッションデザイン研究科／パターンモデリスト研究科／コスチュームデザイ
ン研究科／2 年速成ファッションデザイン本科／WS デザイナー＆パタンナー本科）
・参加アイドル： CLUSTAR.・SiAM&POPTUNe・sora tob sakana・Summer Rocket・There There Theres・
WAVE・あヴぁんだんど・じゅじゅ・バニラビーンズ・バンドじゃないもん！・リナチックステイト・他

【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/

『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 : 03.5704.2116
http://www.vantan.jp

■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。

Vantan（バンタン）
・バンタンデザイン研究所
・バンタンゲームアカデミー
・レコールバンタン
・ヴィーナスアカデミー
・バンタン高等学院

【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

【『Vantan IDOL COLLECTION』 参加アイドル紹介】 ABC 順 ・ 50 音順
■CLUSTER.
（個性の集団体や群れ）といった言葉に、STAR（星）を掛け合わせた造
語。
「個性」ではなく自らが光輝く「恒星」としてファンを魅了していく。
そんな個性豊かなメンバーが集まった、ムービング・エンターテイメント・グ
ループ。
・オフィシャルサイト ： http://clustar.info/

■SiAM&POPTUNe
2013 年 9 月結成の 6 人組アイドルユニット
シャム猫のような可愛らしさと、洗練されたポップな楽曲をコンセプトに
活動中！
・オフィシャルサイト ： http://zizoo.jp/siampoptune/

【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
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『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 : 03.5704.2116
http://www.vantan.jp

■sora tob sakana
Vantan（バンタン）

2014 年 7 月結成。風間玲マライカ、神﨑風花、寺口夏花、山崎愛
の 4 人からなる平均年齢 14 歳のアイドルユニット。
ASOBISYSTEM×アイドル横丁によって 2015 年 5 月に始動したアイ
ドルレーベル「フジヤマプロジェクトジャパン」より1stシングル「夜空を全
部」を 10 月 27 日にリリース。アイドルファンだけではなく、音楽ファンへ
も反響を呼ぶ。
音楽プロデュースを照井順政（ハイスイノナサ、siraph etc）が手掛けて
おり、ポストロックとエレクトロニカを基調にした物語性の強い楽曲と表
情豊かでまっすぐなパフォーマンスが唯一無二の世界観を作り出して
いる。
アイドルシーン要注目の存在として勢いにのる！！
・オフィシャルサイト ： http://zizoo.jp/soratobsakana/

・バンタンデザイン研究所
・バンタンゲームアカデミー
・レコールバンタン
・ヴィーナスアカデミー
・バンタン高等学院

■Summer Rocket
夏休み始めました！
私たちは ENDLESS SUMMER MAGAZINE「Rocket」から飛び出し
た、終わらない夏がテーマの超新星アイドルユニットです！
サウンドプロデュースに永原真夏さん、工藤歩里さんをお迎えし、夏
休みのきらめき、わくわく感をお届けしています！私たちはアイドルで
はありますが、いろんなことにチャレンジしていきたいです。ジャンルを
問わず対バン、学園祭、ラジオ、舞台、雑誌など、もしチャンスをい
ただけるのであれば全力でやらせていただきます。やる気しかありま
せん！
・オフィシャルサイト ： http://summerrocket.jp/

■There There Theres
学芸会“以下”と揶揄されたデビューから、東京最凶まで駆け上がっ
たライヴアイドル・BELLRING 少女ハート／ベルハーが 2016 年末に
崩壊。
メンバーを大幅に入れ替えた 2017 年 2 月 18 日、There There
Theres（ゼアー・ゼアー・ゼアーズ）として新体制がスタート。
より先鋭化したスタイルで、東京生まれのカオスを届ける！
・オフィシャルサイト ： http://www.ttts.jp
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■WAVE
Vantan（バンタン）

2014 年に結成したボーカルグループ。それぞれが、音楽活動を
行った後、ヴォーカル力を重視したメンバーを集め結成！
作詞作曲からステージ演出までを自身で行い、活動開始より
わずか数ヶ月で自主制作 CD を制作。数ヶ月で 1000 枚を売り
切る。2015 年冬に事務所に所属後も、自身での主催イベント
を多数行う等、精力的に活動を行っている。K-POP、
J-POP、R&B が融合したサウンドを歌い上げる安定の歌唱力
と、各メンバーのキャラクターが盛り込まれるパフォーマンスは
WAVE にしか表現できない独特な楽しさがある。音楽が生活の
一部にあり、音楽を好きな方、音楽を楽しみたい方には必見の
アーティスト！！関東を中心に活動中。今後は日本全国、世
界へとその活動の幅を広げていく予定。
・オフィシャルサイト ： http://wave-smy.jp/

・バンタンデザイン研究所
・バンタンゲームアカデミー
・レコールバンタン
・ヴィーナスアカデミー
・バンタン高等学院

■あヴぁんだんど
ポップでキッチュなジャンク品、"見捨てられたアイドル"あヴぁんだん
ど。別グループのオーディション選考から漏れたメンバーで結成され、
いつの間にか自然とセルフプロデュースになっていった、
通称「見捨てられたアイドル」。
唯一の初期メンバーとなってしまった 宇佐蔵べにが全楽曲の振付
を担当。物語性・自由性のある、アイドルダンスの一線を超えた独
特な振付で話題を呼ぶ。自作 ZINE の即売会も定期的に行い、
様々なブランドのモデルも務め、唯一無二なセルフポートレートをア
ップするという Tumblr"うさべにたんぶらー"も話題を呼んでいる。
2016年6月には、フランス人とのハーフで母はあの"まめおやじ"の作
者、そして無類のプロレス・ホラー漫画好きという異色のアイドル、小
鳥こたおが加入。その可憐で穏やかな見た目とは裏腹に、プロレス
の中でも特に過激な"デスマッチ"のジャンルを好む。
ソウルフルで荒削りなパフォーマンスでハートを掴む、あヴぁんだんど
の"いま"を見て！
・オフィシャルサイト ： http://www.avandoned.tokyo/
■じゅじゅ
「呪」という奥の深いキーワードをコンセプトに 2014 年 3 月 29 日より
活動を開始してきたアイドルユニット「じゅじゅ」。
世の不条理や、嫉妬・妬み、インターネットの闇などを表現する。
2015 年 8 月 2 日にはタワーレコードの新レーベル「箱レコーズ」より
第一弾アーティストとして「零」をリリース。 タワーレコードの主要店
舗にて展開される「NO MUSIC，NO IDOL?」の企画ポスターに起用
される。2016 年3 月5 日には東京キネマ倶楽部にて２nd ワンマンを
開催し、ワンマンに併せて２月には待望の 1st アルバムをリリース。
同年 7 月 4 日より新メンバー「みおり」「みのる」の二人を加えねうを
含めた 3 人体制で再始動した。
・オフィシャルサイト ： http://jyujyu.info/
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■バニラビーンズ
北欧の風にのってやってきた、清楚でイノセンスな雰囲気を持つ“オ
シャレ系アイドル”。
数々のユニークなプロモーションを行なう“実験型アイドル”でもある
一方で、ビジュアルとサウンドは一流クリエーター達の手によって徹底
的にオシャレに作られており、アーティストや有名クリエーター達から
の支持も厚い。また抜群のトーク力と、 “アイドルオタク”と“リアルセ
レブ”というメンバー2 人の持ち味を生かし、テレビ、ラジオ、WEB 等
のパーソナリティーやイベント司会等でも活躍中。
2011 年 6 月、徳間ジャパンコミュニケーションズから、タワーレコード
の新レーベル「T-Palette Records」に業界初のレンタル移籍を行
い、現在同レーベルで活動。
・オフィシャルサイト ： http://www.flowerlabel.jp/vanillabeans/

Vantan（バンタン）
・バンタンデザイン研究所
・バンタンゲームアカデミー
・レコールバンタン
・ヴィーナスアカデミー
・バンタン高等学院

■バンドじゃないもん！
2011 年に神聖かまってちゃんのメンバーとしても活動する、みさこを
中心に 2 人組の“ツインドラムあいどる”としてメジャーデビュー。
2014 年 6 人体制となり、インディーズに活動の場を移す。その後、
全国ワンマンツアーを経て、2016 年1 月に満を持してメジャー再デビ
ュー。再メジャーデビュー後は 4 作連続 TOP10 入りで各タイトル 2
万枚を超えるセールスを記録。2017 年は「PARFECT YEAR 2017」
と題し１年を通してバンもん！流エンターテインメントを日本中に席
巻させるプロジェクトを掲げ、勢力的に活動中！！
・オフィシャルサイト ： https://banmon.jp/

■リナチックステイト
山梨県で生まれ育ち、被写体モデルやイメージモデルとして活動し
てきた 「りなさーん」が「リナチックステ イト」として
2014年9月より活動を 開始。「リナチックステイト ＝ りな的状況」
というコンセプトを元に、
都会 で葛藤しながら成長していく「りな 」自身を、夢や未来をキー
ワードに 等身大に表現していく。
2015年9月19日には下北沢シェル ターにて 1周年を記念した 1st
ワンマ ンを行い成功をおさめ、
11月には ダイキサウンドが提供する Mカード 方式で楽曲「ひとりジ
ャナイヨ」を リリース。
M カードとしては初の特 殊仕様で話題を集める。
・オフィシャルサイト ： http://rinaticstate.com/
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Vantan（バンタン）
・バンタンデザイン研究所
・バンタンゲームアカデミー
・レコールバンタン
・ヴィーナスアカデミー
・バンタン高等学院

■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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