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10 月 19 日（日）、東京・恵比寿 EBiS303 にて開催！
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、マンガ、アニメ、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：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 2014（バンタンカッティングエッジ）」を、10月19日（日）、
東京・恵比寿の EBiS303 にて開催致します。
【VANTAN CUTTING EDGE 2014（バンタンカッティングエッジ）とは】
バンタンでは、在学中から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のデビューコレクションです。
数ヶ月にわたる厳しい学内審査を勝ち抜いた優秀作品を SHOW または展示形式で発表します。

- VANTAN CUTTING EDGE 2014 メインビジュアル -

【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：山田・秋元・畑山 Tel：03.3711.8222 Fax：03.3710.9837
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/
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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

【開催概要】
タイトル ： VANTAN CUTTING EDGE 2014（バンタンカッティングエッジ）
日時 ： 2014 年 10 月 19 日（日） 11：00～17：00 ※SHOW 14：30～15：15（オープン 14：00～）
会場 ： EBiS303 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿 1-20-8
テーマ ： RETRO FUTURE 2.0 ～アカルイミライ～
入場 ： 無料 ※ショーコンテンツをご覧いただくには、入場チケットが必要となります。特設 HP からチケットをご予約ください。
特設 HP ： http://www.vantan.com/special/ce2014

【大阪校】
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/

-昨年の会場の様子-

【テーマ 「RETRO FUTURE 2.0 ～アカルイミライ～」】
バンタンが産声をあげた 1960 年代、日本は、高度経済成長期の真っ只中にあり、世界中からファッションや音楽
などの様々な影響を受け、カルチャーシーンにおいて非常に活気にあふれた時代でした。技術・産業・カルチャー
が発展する中で、かつて人々が希望を抱き、描いた夢のようなミライは実現できているのでしょうか。
間もなくバンタンは、誕生から 50 周年を迎えます。モノやおカネだけでは計れない、様々な価値や考え方に可能
性のある今の時代に、そこで生きる私達から、後世に残るような新しい夢・明るい未来をイメージし、デザインで
表現、発信していきます。
【チケット詳細】
昨年 3,000 名を越える方々が来場したバンタンカッティングエッジの SHOW をステージサイドで見学できる『ショー
見学チケット』と SHOW の裏側も間近で体感できる『バックヤードツアーチケット』をご用意しています。先着順で
枚数限定となっておりますので、お早めにお申込みください。
（特設 HP：http://www.vantan.com/special/ce2014）
＜ショー見学チケット 先着 200 名無料＞
日時 ： 10 月 19 日（日）
14：30～15：15（予定） RUNWAY WAVE /RETRO GIRL&Emsexcite ファッションショー/スタイリングショー
17：30～18：15（予定） Asia Fashion Collection ※同日開催
集合場所 ： EBiS303 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿 1-20-8
＜バックヤードツアーチケット 先着 100 名無料＞
日時 ： 10 月 19 日（日）12：00～16：00（予定）
集合場所 ： バンタンデザイン研究所 デザイナーズメゾン 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-9-14
※バンタンデザイン研究所やイベント概要、見学時の注意事項等をご説明後、参加者全員でイベント会場に移動します。
※バックヤードツアーチケットはショー見学もセットになります。
※高校 2 年生限定ツアーになります。
【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：山田・秋元・畑山 Tel：03.3711.8222 Fax：03.3710.9837
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 : 03.3711.8222
Fax : 03.3710.9837
http://www.vantan.jp

【SHOW】
＜RUNWAY WAVE（ランウェイウェーブ）＞
ファッション学部 スタイリスト学科の学生作品の中から、3 ヶ月にわたる学内コンペティションを勝ち抜いた作品に
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信します。
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】
大阪府大阪市中央区
西心斎橋 2-8-5
Tel：0120-757-333

-昨年度の様子HP:
http://www.vantan.com/

＜RETRO GIRL & Emsexcite SPECIAL TREND SHOW（レトロガール＆エムズエキサイト スペシャルトレンドショー）＞
人気アパレルブランド「RETRO GIRL」「Emsexcite」の最新トレンド商品を、受講生達のプロデュースによるファッ
ションSHOWで発表。ファッションビジネスの受講生と共同開発した商品をメインに、両ブランドの最新コーディネー
トを、SHOW 形式で発表します。

-イメージ-

＜ORIGINAL BRAND DEBUT SHOW（オリジナルブランドデビューショー）＞
メンズスタイルプロデューサー・ガールズファッションデザイナー両学科の受講生プロデュースによるブランドのデビュー
SHOW。学内コンペティションを勝ち抜いたブランドが、最新トレンドを取り入れた商品を開発し、SHOW 形式で
発表します。

-昨年度の様子-

【取材のお申込・リリースに関するお問合せ先】
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【GALLERY】
＜HAIR MAKE EXPLOSION（ヘアメイクエクスプロージョン）＞
メイクアップアーティスト、ヴィジュアルアーティストメイク、特殊メイク＆ボディーアート、WSメイク＆ビューティの各学
科、総勢約 120 名の中から選ばれた受講生が「RETRO FUTURE2.0」をテーマにしたヘアメイク作品を展示。
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】
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/

＜STYLE SESSION（スタイルセッション）＞
スタイリスト、ヘアメイク、フォトの各学科が、プロ同様の“セッション”チームで本格的なフォトシューティングを実施。
「RETRO FUTURE2.0」をテーマに本イベントのイメージビジュアルを制作。
＜COSTUME×ART（コスチューム×アート）＞
コスチュームデザイン学科が、単なる衣装としての解釈を超え、「RETRO FUTURE2.0」をテーマにアートとしての
表現を加味してデザイン・製作。モデルを使用してスチール作品として独自の世界観を定着。
＜GRAPHIC COMPETITION（グラフィックコンペティション）＞
デザイン学科によるグラフィック・イラスト作品のパネル展示。オリジナルフォントのデザインをベースに、企画書・作
品プレゼンと 3 ヶ月に渡る学内コンペティションを勝ち抜いてきた優秀作品の展示。
＜CONCEPT MOVIE（コンセプトムービー）＞
テーマである「RETRO FUTURE2.0」のコトバの意味する思いをミュージッククリップ＆CM 本科学生により 30 秒の
映像作品にて表現。映像は、展示会場入り口にて大型ディスプレイにて展示します。
＜GENTEN（現展）＞
「RETRO FUTURE2.0」～アカルイミライ～をテーマにフォトグラフィ学科によるスチール作品の展示。企画書・作
品プレゼンと 3 ヶ月に渡る学内コンペティションを勝ち抜いてきた優秀作品の展示。
＜NEW CREATORS BRAND SHOP（ニュークリエーターズブランドショップ）＞
新進気鋭のブランドの商品をセレクトした、スペシャル SHOP が限定オープン。バイヤー＆ショッププロデュース学
科の学生が、8 ブランドの商品をセレクトし、SHOP をプロデュースします。

-GALLERY イメージ-
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【審査員（順不同）】
・村上 要
ファッションニュース編集長 兼 WWD ジャパンシニアエディター
1977 年静岡県生まれ。制作部編集、「WWD ビューティ」デスク、「WWD ジャパン」メンズファッ
ションディレクターなどを経て、現在「ファッションニュース」編集長兼「WWD ジャパン」シニアエ
ディター。
・えぐちりか
アートディレクター/アーティスト
ソフトバンク「PANTONE∞」、ベネッセこどもちゃれんじ baby 玩具デザイン、2011 年フィギュ
ア髙橋大輔選手のフリーの衣装を担当するなど、平面から立体、広告や衣装など幅広い
活動を展開。JAGDA新人賞、ひとつぼ展グランプリ、岡本太郎現代芸術大賞優秀賞受賞、
グッドデザイン賞、D&AD イギリス金賞など受賞多数。
・RUMIKO
ビューティークリエーター/メイクアップアーティスト
1980 年ニューヨークに拠点を移しメイクアップアーティストとして活動開始。一流ファッション誌
の表紙や有名ブランドの広告を手掛け、複数の有名ハリウッド女優に専属メイクを頼まれる
まで成功。1997 年オリジナルコスメティックス「RMK」を発表。2014 年株式会社 Office
Rumiko を設立。ビューティークリエーター・メイクアップアーティストとしての活動を広げ、講演、
教育、イベント、広告等幅広く活躍中。

Vantan（バンタン）では、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まいります。

■ 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、マンガ、アニメ、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 18 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 HP ： http://www/vantan.com

【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：山田・秋元・畑山 Tel：03.3711.8222 Fax：03.3710.9837
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/

