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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、バンタンデザイン研

究所東京校と株式会社スーパープランニング(本社：静岡県浜松市、代表取締役：神谷 敬久)が展開するトー

トバッグ専門ブランドROOTOTE(ルートート) との産学協同プロジェクトにより、トートバッグの制作を行いました。 

 

 
上段・左から）常藤 ひとみ「東京は宇宙」、山﨑 彩「TOKYO TRAIN AT 1 A.M.」、森岡 陽水「Tokyo Meiro」 

下段・左から）清水 遥「おすもうさん」、内野 渚彩「TOKYO DOTS」 

 

コラボレーション企画により誕生したトートバッグ「Vantan Design Institute × ROOTOTE TALL Printed in 

Japan」は、バンタンデザイン研究所デザイン学部の学生を対象に「東京」をテーマにしたデザインコンペティションを

開催し、特に優れた作品をROOTOTEのTALL Printed in Japan シリーズのグラフィックとして採用、製品化した

ものです。 

 
印刷技術の目覚ましい進歩によって廃業の危機にある日本の伝統的な手刷りの技術「手捺染（てなっせん）」を

後世に存続させることと同時に、未来のデザイナーの育成支援を目的として2015 年秋に実施した第1 弾プロジ

ェクトの反響を受けて、今回も同テーマで第2 弾を実施しました。新たに 5作品を製品化してお届け致します。 

 

【ご参考】第１弾時のプレスリリース 

http://vantan.jp/ex_release/ex_release/img/VDI-ROOTOTE.pdf 

ROOTOTE×バンタンデザイン研究所 
大反響により産学協同プロジェクト第２弾を実施 

2017年 1月 18日以降、新作トートバッグが順次販売開始！ 
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■作品紹介 

 

 
Name：常藤 ひとみ 

Title：「東京は宇宙」   No：589304 

作品について：東京で混ざり合う文化や人を、星や未

知のものに溢れている宇宙に例えて表現しました。東

京と宇宙の、「不思議さとパワー」が伝わると嬉しいで

す！ 

 

 
Name：山﨑 彩 

Title：「TOKYO TRAIN AT 1 A.M.」   No：589305 

作品について：東京都内の深夜の電車で「よく見る」

乗客たち。夜が更けるほど、他人に迷惑をかけたり自

身を危険にさらす人が多くなります。彼らの何が迷惑

で危険なのか、自分も同じことをしていないか、よく見

て、自分の顔を彼らに当てはめてみてください。 

 

 
Name：森岡 陽水 

Title：「Tokyo Meiro」   No：589303 

作品について：止まることを知らず日々変貌を遂げて

いく東京。本来の東京である江戸から時代と共に進

んでいく様子をグラフィックとして映し出すために、江戸

紫色と迷路を掛け合わせることで表現致しました。 

 

 

 

 
Name：内野 渚彩 

Title：「TOKYO DOTS」   No：589301 

作品について：東京に集まる個性をドットとして表現し

ました。正方形でドットを構成して、東京という文化が

構成されている、という表現です。変形している文字

は、変わり続ける東京を表現しています。 

 

 
Name：清水 遥 

Title：「おすもうさん」   No：589302 

作品について：ユニークで一目で分かってもらえるよう

に心掛けました。文字としての意味もあり絵としても楽

しんでもらえるよう手を広げている二人の力士のグラフ

ィックにし、そしてかつ「東京」という文字にも見えるよう

にしました。色合いは補色関係の赤と青の二色にし

少しトーンを上げることによりポップなイメージになるよ

うにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

商品名： Vantan Design Institute × ROOTOTE 

TALL Printed in Japan 

店頭販売開始日 ： 2017 年1 月18 日以降順次 

価格: 1,800 円(税抜) 品番: 5915 

サイズ：W40×H39×D9cm 素材：綿 

ポケット: 外側1 箇所、内側2 箇所 
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■商品のお求めに関するお問い合わせ 

-2017 年1 月18 日より発売- 

・ROOTOTE GALLERY 代官山ルーストリート店 （TEL： 03-6416-1986） 

・羽田空港店 （TEL： 03-3747-0047） 

 

-2017 年1 月20 日より発売- 

・ROOTOTE ZOZOTOWN 店 （ URL：http://zozo.jp/shop/rootote/ ） 

 

■ ROOTOTE（ルートート） 

「楽しいお出かけ！～Fun Outing！～」がコンセプトのトートバッグ専門ブランドです。 

使用シーンに最適な大きさや形、豊富なデザインバリエーションを常に提案しています。普段使いに便利な機能

を備えたデザインは、お気に入りのルートートを探す楽しさを幅広い年代の方に感じて頂けるはず。限定品やコラ

ボレーション企画も多数展開しています。目印は R マークのブランドタグ。カンガルーのおなかの袋からヒントを得

た「ルーポケット」がアイデンティティです。 

HP ： http://ROOTOTE.jp 

Twitter ： http://twitter.com/rootote 

Instagram ： http://instagram.com/rootote 

Facebook ： https://www.facebook.com/rootote.jp 

Line@ ： http://rootote.jp/news/shop/line_rtg_201605/ 

WEAR ： http://wear.jp/rootote/ 

YouTube ： https://www.youtube.com/user/ROOTOTEjapan 

 

■ 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 ： http://www.vantan.com/ 

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

mailto:press_vantan@vantan.co.jp
http://www.vantan.jp/
http://www.vantan.com/
http://zozo.jp/shop/rootote/
http://rootote.jp/
http://twitter.com/rootote
http://instagram.com/rootote
https://www.facebook.com/rootote.jp
http://rootote.jp/news/shop/line_rtg_201605/
http://wear.jp/rootote/
https://www.youtube.com/user/ROOTOTEjapan
http://www.vantan.jp/
http://www.vantan.co.jp/school/
http://www.vantan.com/
http://www.vantanhs.com/

