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平成  27 年 10 月 22 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、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 2015（バンタンカッティングエッジ）」を、10 月18 日（日）、 

東京・恵比寿の EBiS303 にて開催致しました。 

 

 
 

今年の VANTAN CUTTING EDGE 2015 は、『TOKYO DESIGN MARKET ～カンセイヒン～』をテーマとして、数

ヶ月にわたる厳しい学内審査を勝ち抜いた作品を SHOW または展示形式で発表。会場には、ファッション関係者を

はじめ、プレスやバイヤーのほか、クリエイティブ業界に憧れを持つ若者など約1100 名が来場致しました。 

 

SHOW 終了後には、優秀作品を決定する表彰式「VANTAN CUTTING EDGE AWARD（バンタンカッティングエッ

ジアワード）」を実施。それぞれの分野の最先端で活躍するプロフェッショナルたちの審査によって、「ファッション部門」

「ヘアメイク部門」「デザイン部門」のグランプリ作品が選ばれ、受賞学生たちには、さらにクリエイティブ力を高めるた

めの NY 研修ツアーの権利が与えられました。 

 

  

10 月 18 日（日） EBiS303（東京・恵比寿） 

バンタンデザイン研究所 デビューコレクション 

「VANTAN CUTTING EDGE 2015（東京 ROUND）」開催レポート 
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■ファッション部門グランプリ 

作品名： 『HAND MADE FARMER ～ワクワクを収穫～』  

コンテンツ： RUNWAY WAVE 

学生：  ファッション学部2 年制スタイリスト本科 

   菅原稔（スガハラミノル） 

内容：  農作業を題材としたスタイリング作品  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヘアメイク部門グランプリ  

作品名： 『平和繁栄』 

コンテンツ： HAIR MAKE EXPLOSION 

学生：  ヘアメイク学部 3 年制ヘアメイク総合本科 津嘉山みなみ（ツカヤマミナミ） 

   ヘアメイク学部 2 年制メイクアップアーティスト本科 畑中美優（ハタナカミユウ） 

内容：  自己の心身を鍛錬することで平和繁栄を願う競技「剣道」にフォーカスをあてたヘアメイク映像作品。 

  
 

■デザイン部門グランプリ 

作品名： 『LET'S PLAY IN THE WORLD』  

コンテンツ： CONCEPT MOVIE 

学生：  デザイン学部グラフィックデザイン本科 鶴丸沙友理（ツルマル サユリ） 

内容：  A から Z までのアルファベット文字によるタイポグラフィによるコンセプトムービー 

  
 

その他会場では、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した。
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【SHOW】 

＜VANTAN FASHIONISTA CONTEST 

-バンタンファッショニスタコンテスト-＞ 

ファッションコーディネートアプリ「WEAR」を利用した学

内コーディネートコンテストの表彰式を実施。女優・モ

デルの高橋愛さんがゲストとして登場。 

 
 

＜RUNWAY WAVE -ランウェイウェーブ-＞ 

スタイリスト学科の学生作品の中から、学内コンペテ

ィションを通過した作品によるスタイリングショー。

「WONDER WORKERS FACTORY」をテーマに、仕

事着を題材とした個性豊かなスタリングを発信。 

 
   

＜“gonoturn” MASK PLANNING PROJECT  

-“ゴノタン”マスク商品企画プロジェクト-＞  

マスク＆雑貨ブランド「gonoturn」のマスクデザインを

提案・制作し、ショー形式で発表。展示会場でも学

生によるマスクデザインを展示し、人気投票も実施。 

 

 

＜“BUBBLES”PROMOTION PLANNING 

PROJECT –“バブルス“プロモーションプランニングプロジェクト-＞  

「時空を自由に旅する女の子のワードローブ」をコンセ

プトにした、原宿に路面店を構える「BUBBLES」のプ

ロモーション型ファッションショー。 

 
 

【GALLERY】 

＜HAIR MAKE EXPLOSION -ヘアメイクエクスプロージョン-＞ 

「MOVE」をテーマにオリジナリティ溢れる世界観をヘ

アメイクで表現。AR（拡張現実）の技術を導入し

「Web」とリアルを融合させた映像展示。 

 
 

＜Original Magazine Project 2015  

–オリジナルマガジンプロジェクト-＞ 

分野の枠を越え、様々な学科とのセッションワークを

通じ、オリジナル雑誌の企画、制作、編集まで、学生

がイチから行い販売に繋げるプロジェクト。 
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＜GENTEN –現展-＞ 

”The alternative"をテーマに、学内コンペティションを

勝ち抜いてきた優秀なスチール作品を展示。 

 
 

＜CONCEPT MOVIE –コンセプトムービー-＞ 

VANTAN CUTTING EDGE 2015 のイベントコンセプ

トムービーを制作。学内コンペティションを勝ち抜いて

きた優秀作品を展示。 

 
 

＜“HIGHTIDE” SHOP PLANNING PROJECT  

-ハイタイドショップ企画プロジェクト-＞ 

ライフスタイル提案型スペシャル SHOP が限定オープ

ン。文具・インテリア雑貨・アパレルを中心に約20ブラ

ンドからテーマコンセプトに合った商品をセレクト。 

 

 

 

＜“ROOTOTE” DESIGN COMPETITION  

–“ルートート”デザインコンペティション-＞ 

トートバック専門ブランド「ROOTOTE」のバックデザイ

ンを提案。日本の技術を後生に残すことと未来のデ

ザイナーを支援することを目的としたプロジェクト。 

 
 

＜“Gizmobies” DESIGN COMPETITION  

–“ギズモビーズ”デザインコンペティション-＞ 

ガジェットファッションブランド「Gizmobies」の iPhone プ

ロテクターのデザインを提案。商品化を目指し、会場

内・Web サイトにて人気投票を実施。 

 
 

その他展示会場では、mimmam さんとコラボレーショ

ンしてヴィレッジヴァンガードで商品化するアイテムの

展示やレコールバンタンでカフェを学ぶ学生たちが開

発したスムージーの販売、ヘアメイク体験など様々な

コンテンツを実施。 
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【VANTAN CUTTING EDGE 2015（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。2015 年 10 月 18 日（日）に、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 2015 HP ： http://www.vantan.com/special/ce2015 

 

  
 

 

【特別審査員（順不同）】 

・蒼井ブルー （フォトグラファー） 

・えぐちりか （アートディレクター/アーティスト） 

・光崎邦生 （ヘッドスタイリスト） 

・スティーブ・ナカムラ （アートディレクター/デザイナー） 

・冨沢ノボル （ヘアメイクアーティスト） 

・皆川聡 （フォトグラファー） 

・村上要 （WWD ジャパン編集長代理 兼 ファッションニュース編集長） 

・田向潤 （映像ディレクター/グラフィックデザイナー） 

 

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、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HP ： http://www.vantan.com  

 


