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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(本社所在地：東京都渋谷区 代表：長澤俊二)は、デザインスクールとしては国内最大級のデビューコレクシ

ョン「Vantan Cutting Edge 2012（バンタンカッティングエッジ）」を、メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク内コンテンツとして、10 

月17 日（水）渋谷ヒカリエにて開催致します。 

 

【【【【Vantan Vantan Vantan Vantan CutCutCutCutting Edge ting Edge ting Edge ting Edge （バンタン（バンタン（バンタン（バンタン    カッティングカッティングカッティングカッティング    エッジ）とは】エッジ）とは】エッジ）とは】エッジ）とは】                

バンタンでは、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

模となる複合型デビューイベントです。 

 

「「「「MercedesMercedesMercedesMercedes----Benz Fashion Week TOKYOBenz Fashion Week TOKYOBenz Fashion Week TOKYOBenz Fashion Week TOKYO」内イベントとして開催」内イベントとして開催」内イベントとして開催」内イベントとして開催    

今年の「Vantan Cutting Edge」は、国内最大のファッションイベント

「Mercedes-Benz Fashion Week TOKYO（メルセデス・ベンツ ファッ

ションウィーク）」内イベントとして、メイン会場である渋谷ヒカリエで開

催致します。「TOKYO SESSION（トーキョー セッション）」をテーマ

に、企業・学生間でのセッションプロジェクトを実施、数ヶ月にわたる

厳しい学内審査に勝ち残った優秀作品をショーまたは展示形式に

て発表致します。 

 

グラフィックデザイン学部在校生によるロゴデザイングラフィックデザイン学部在校生によるロゴデザイングラフィックデザイン学部在校生によるロゴデザイングラフィックデザイン学部在校生によるロゴデザイン    

バンタンデザイン研究所グラフィックデザイン学部の学生たちが、

「Vantan Cutting Edge 2012」のロゴデザインを行い、厳正なる審査

の結果、デザイン学部本科生、福田 茜さんの作品が選ばれ、今

年のロゴに決定致しました。福田 茜さんのデザインしたロゴは、

「Vantan Cutting Edge 2012」のビジュアルツール全てに反映される

予定です。 

 

開催概要開催概要開催概要開催概要    

日時：2012 年10 月17 日（水） Show：15:00～16:00（14:30 開場） 

会場：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール （渋谷駅直結） 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2－21－1 

http://www.hikarie.jp/hall/access.html 

    

   ※メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク内コンテンツとして開催 

コンテンツ： 

15:00-16:00 ※以下に詳細 

■BRAND CONTEST （ブランドコンテスト） 

■X-SEED COLLECTION （エクシード コレクション） 

■RUNWAY WAVE （ランウェイウェーブ）  

■STYLE SESSION （スタイルセッション） 

11:00-16:00 

■HAIR MAKE EXPLOSION （ヘアメイク エクスプロージョン） 

■INTERNATIONAL HAIR MAKE EXHIBITION  

（インターナショナルヘアメイクエキシビジョン）  

■MARKETING PROJECT （マーケティング プロジェクト） 

■GENTEN （現展） ■KERA×春奈るな ブランドコンテスト ■MOVIE COLLECTION （ムービーコレクション） 

■“GIZMOBIES” DESIGN COMPETITION （『ギズモビーズ』デザインコンペティション）  

■GRAPHIC COMPETITION （グラフィック コンペティション） ■SHIMOKITA SESSION （シモキタ セッション） 

バンタンデザイン研究所バンタンデザイン研究所バンタンデザイン研究所バンタンデザイン研究所    デビューコレクションデビューコレクションデビューコレクションデビューコレクション「「「「Vantan Cutting EdgeVantan Cutting EdgeVantan Cutting EdgeVantan Cutting Edge    2020202012121212」」」」    

メルセデス・ベンツメルセデス・ベンツメルセデス・ベンツメルセデス・ベンツ    ファッション・ウィークファッション・ウィークファッション・ウィークファッション・ウィーク内内内内コンテンツとしてコンテンツとしてコンテンツとしてコンテンツとして    

10 10 10 10 月月月月 17171717    日日日日（水）（水）（水）（水）、渋、渋、渋、渋谷ヒカリエ谷ヒカリエ谷ヒカリエ谷ヒカリエ    ヒカリエホールヒカリエホールヒカリエホールヒカリエホールにてにてにてにて開催開催開催開催決定！決定！決定！決定！    
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■ブランドコンテスト  

デビューチャンスをかけた、バンタン伝統のデザインコンペティション 

ファッションデザイン系の在校生が厳しい学内審査を経たオリジナルブランドをショー形式で発表。日本を代表するデザイナー、

一流のファッションメディアをゲスト審査員に迎え、優秀者には研修ツアーをはじめとするデビューチャンスが与えられます。 

【昨年度の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■X-SEED コレクション 

ファッションデザイン系最高峰クラスによる最新コレクション 

デビューを目指し国内外の若き才能が集うファッションデザイン系最高峰クラス「X-SEED」（エクシード）によるコレクション。

JFW（ジャパンファッションウィーク）の公式イベントとして 8 ブランドのコレクションをショー形式で発表します。 

【昨年度の様子】 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

在校生海外デビュープロジェクト在校生海外デビュープロジェクト在校生海外デビュープロジェクト在校生海外デビュープロジェクト「「「「Vantan TokyoVantan TokyoVantan TokyoVantan Tokyo」」」」    優秀者にはニュ－優秀者にはニュ－優秀者にはニュ－優秀者にはニュ－ヨークにてデザイナーデビューのプライズヨークにてデザイナーデビューのプライズヨークにてデザイナーデビューのプライズヨークにてデザイナーデビューのプライズ    

ブランドコンテストと X-SEED コレクションの出展者の中で優秀と認められた学生達は、バンタンのインキュベーションプロジェク

ト「Vantan Tokyo」（バンタン トーキョー）として、来年 2 月アメリカ ニューヨークにてデザイナーデビューのプライズが与えられま

す。昨年度は、4 名の学生が「メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク」のメイン会場であるニューヨーク リンカーンセンターにて

コレクションを発表。会場のキャパシティを越える 650 名のプレス・バイヤー・ファッション関係者達が来場する中ファッションショー

を開催し、デザイナーデビューを果たしました。新人デザイナーの登竜門と称される「メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク」へ

の正式参加は、アジアの教育機関として初めてのことです。 
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■ランウェイウェーブ 

スタイリスト学科による新しいスタイルを発信するスタイリングショー 

3 ヶ月に渡る学内コンペティションを勝ち抜いてきた作品によるスタイリングショー。次世代を予感させる全く新しいスタイリングを

発していく。スタイリスト輩出実績No.1 を誇るスタイリスト学科のショーは、各業界の著名クリエイターも審査員として参加。 

【昨年度の様子】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スタイルセッション 

スタイリスト × ヘアメイク × フォト × グラフィックのセッション作品展示 

各学科の在校生たちが、5 ヶ月に渡り様々なチーム構成を繰り返しながら、プロの現場同様の“セッション”チームを構成し、

本格的なフォトシューティングを実施。厳しい学内選考を通過した選抜優秀チームのみが、ギャラリー展示方式で作品発表を

行う。 

【昨年度の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

をサポートしていきます。 

  

    

バンタンバンタンバンタンバンタンとはとはとはとは            

1965 年にスタートした、クリエイティブ分野の専門スクール。国内 2 拠点（東京・大阪）、海外拠点（N.Y.・ロンドン・パ リ ※

提携校）にてスクールを運営しています。現役プロのクリエイターを講師に迎え、ファッション、ヘアメイク、ビューティ、映像、グラ

フィックデザイン、ゲーム、アニメ、パティシエ、カフェ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、これまでに約 17.5 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バンタンデザイン研究バンタンデザイン研究バンタンデザイン研究

所所所所は、バンタングループの中で最も長い歴史と実績を持つスクールです。  

・「つくるチカラと、こわすチカラを。」公式サイト：http://www.vantan.jp/ 

・バンタンスクールポータルサイト：http://www.vantan.co.jp/school/ 

・バンタンデザイン研究所 公式サイト：http://www.vantan.com/  

 

メルセデス・ベンツメルセデス・ベンツメルセデス・ベンツメルセデス・ベンツ    ファッション・ウィークとはファッション・ウィークとはファッション・ウィークとはファッション・ウィークとは    

世界各国で開催されており、新人デザイナーの登竜門と称される。国内最大のファッションイベントである「Mercedes-Benz 

Fashion Week TOKYO」は、「メルセデス・ベンツ」のスポンサー契約に伴って「東京発 日本ファッション・ウィーク（JFW in 

Tokyo）」から名称を変更し、2011 年10 月に初開催。3 回目となる 2013 年春夏シーズンのファッションウィークは、主会場を

これまでの六本木「東京ミッドタウン」から 4 月26 日に開業した渋谷の複合施設「渋谷ヒカリエ」に移し開催する。 


