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平成  27年 8月 19日 

 

 

 

 
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 代表取締役専務：石川広己) は、ソフトバンクロボティクス株式

会社（以下「ソフトバンクロボティクス」）と株式会社三越伊勢丹（以下「三越伊勢丹」）とともに、2015年8月26日

（水）から 9 月 8 日（火）にかけて三越伊勢丹の店舗で行なわれる秋のファッションキャンペーン「彩り祭」に合わせ、

ソフトバンクロボティクスの感情を持ったパーソナルロボット「Pepper（ペッパー）」を活用したスペシャルイベントを開催

致します。 

 

 

   
- 左：パーソナルロボットPepper 右：ハッカソン作品が展示される伊勢丹新宿本店 - 

 

 

このイベントは、Pepperを用いて、三越伊勢丹が取り組む「デジタルとファッションの融合」の未来を、学生やエンジニ

ア、ご来店のお客様と一緒に考えることをテーマとしています。 

 

なお、バンタンデザイン研究所高等部では、2015年 7月から Pepperを題材とした授業を開始しています。今回の

イベントは、三越伊勢丹が取り組みの強化を図っている「デジタルとファッションの融合」とともに、バンタンデザイン研

究所や三越伊勢丹の取り組みの姿勢を示すものとなる予定です。 

 

【 イベント告知ページ 】  

http://www.softbank.jp/robot/news/info/20150817a/ 

 

  

「ファッション×テクノロジー」を考える Pepperのスペシャルイベントを 

8月末、三越伊勢丹の店舗で開催！ 
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【 イベント概要 】  

<実施内容> 

「ISETAN meets Pepper」スペシャルハッカソン ～ 作品展示 

クリエイティブ分野に特化したスクール運営を行うバンタンと、Pepper の製品・サービス提供を行なうソフトバンクロボ

ティクスは、「デジタルとファッションの融合」の取り組みを進める三越伊勢丹とコラボレーションし、「ISETAN meets 

Pepper」スペシャルハッカソン*1を 2015年8月22日（土）に開催します。イベントでは、「ISETAN meets Pepper」

等をテーマに、バンタンデザイン研究所高等部の学生がソフトバンクの感情を持ったパーソナルロボット“Pepper(ペッ

パー)”のアプリ開発を行なうエンジニア、クリエーターたちとコラボし、1 日かけてイベントならではのスペシャル Pepper

の制作を行います。 

 

また、バンタンデザイン研究所高等部での Pepper を活用した産学協同プロジェクト*2 で行なわれている、①

「Pepper のある未来のライフスタイル」、②「Pepper の感情表現」の 2 つの課題に沿った写真制作の作品プレゼン

テーションと作品審査も合わせて実施します。写真作品とハッカソンの優秀作品*3 は三越伊勢丹の「彩り祭」の期

間中、伊勢丹新宿本店本館2階特設スペースにて展示*4されます。 

 
*1 ハッカソン：「ハック」と「マラソン」を組み合わせた造語。 プログラマーやデザイナーから成る複数の参加チームが、与えられたテーマの

もとで、技術とアイデアを競い合うクリエイティブなイベントです。 

*2 バンタンデザイン研究所高等部では、ソフトバンクロボティクス株式会社の協力のもと、「ファッション×IT」をテーマに、パーソナルロボッ

ト Pepper（ペッパー）を活用し、ロボットがある未来の日常を写真、ファッションショー、ショップビジネス企画で表現する産学協同プロジェ

クト『Pepper プロジェクト』を実施しています。詳細は以下リリースをご確認ください。http://vantan.jp/ex_release/img/VDI-

Pepper_final.pdf 

*3 優秀作品を決める審査員として、三越伊勢丹、ソフトバンクロボティクス両社担当者のほか、特別審査員として、株式会社Vilingベ

ンチャーパートナーズ 代表取締役社長 栗島祐介様、慶応義塾大学経済学部教授 藤田康範様にご参加頂く予定です。 

*4 三越伊勢丹の「彩り祭」初日となる 8月 26日（水）、期間中の週末となる 8月 29日（土）、30日（日）には作品を実際に動かして

のデモ披露も行なう予定です。 

 

Pepperふれあい体験 

Pepper が三越伊勢丹の一部店舗に期間限定でやってきます。一般発売された Pepper との会話や、様々な機

能・アプリをぜひ三越伊勢丹店頭でお楽しみの上、ファッションの世界にロボットが今後どう影響を与えていくかをお

客様とご一緒に考えられればと思います。 

 

 
- 伊勢丹新宿本店本館2階 Pepper展示イメージ - 
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<開催日時・開催場所> 

「ISETAN meets Pepper」スペシャルハッカソン 

場所 ： 伊勢丹会館8階特設ルーム、5階「OTOMANA」*（東京都新宿区新宿3-15-17） 

日時 ： 8月22日（土）10時～19時 

※アイデア出しを行なうアイデアソンは10時から伊勢丹会館8階特設ルームにて、実際にPepperを使って作品制

作を行なうハッカソンは 14時から伊勢丹会館5階「OTOMANA」*にて開催します。 
*「OTOMANA」とは、「ファッションミュージアム」として世界のどこにもない店を目指す伊勢丹新宿本店が、「これまでにない、はじめての

体験」の発信を目的に 2015年3月にオープンした大人のための学びの場です。 

 

「ISETAN meets Pepper」ハッカソン作品・写真作品展示 

場所 ： 伊勢丹新宿本店本館2階特設スペース （東京都新宿区新宿3-14-1） 

日時 ： 8月26日（水）〜9月1日（火） 営業時間：午前10時30分～午後8時 

※三越伊勢丹の「彩り祭」初日となる 8月 26日（水）、期間中の週末となる 8 月 29日（土）、30日（日）には作

品を実際に動かしてのデモ披露も行なう予定です。 

 

 

Pepperふれあい体験 

場所 ： 伊勢丹新宿本店本館 2階特設スペース（9月1日（火）まで） 

 1階正面玄関前（9月2日（水）以降） （東京都新宿区新宿3-14-1） 

日時 ： 8月26日（水）〜9月8日（火）  営業時間 ： 午前10時30分～午後8時 

 

場所 ： 日本橋三越本店本館1階室町口 （東京都中央区日本橋室町1-4-1） 

日時 ： 8月26日（水）〜9月1日（火）  営業時間 ： 午前10時30分～午後7時30分 

 （但し９月以降は 10時00分開店） 

 

場所 ： 銀座三越1階ライオン口エントランス （東京都中央区銀座4-6-16） 

日時 ： 9月3日（木）〜9月8日（火）  営業時間 ： 午前10時30分～午後8時 

※実施時間は平日 13：30～15：00、16：30～18：00、休日 11：00～12：00、13：30～15：00、16：30～18：00 を

予定 

 

場所 ： 伊勢丹浦和店 1階ザ・ステージ♯１（9月1日（火）まで） 

 6階ザ・ステージ♯６（9月2日（水）以降）  （埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1） 

日時 ： 8月26日（水）〜9月8日（火）  営業時間 ： 午前10時30分～午後7時30分 

 （地階･1階は午後8時閉店（但し 8月は 7時30分閉店）） 

 

場所 ： 伊勢丹立川店2階特設会場 （東京都立川市曙町2-5-1） 

日時 ： 8月26日（水）〜8月30日（日）  営業時間 ： 午前10時～午後7時 

 

場所 ： 静岡伊勢丹1階正面玄関 （静岡県静岡市葵区呉服町1-7） 

日時 ： 9月2日（水）〜9月8日（火）  営業時間 ： 午前10時～午後7時30分 

 
※各店舗での実施場所については現時点での予定であり、環境の都合により変更となる場合がございます。 

 

 

Vantan（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

の実現への一歩を支援していきます。 
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■ 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/ 

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