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平成29年 9月 21日 

 

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大阪校とレコールバンタン大阪校(本

部所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：石川広己) は、人気フラワーアートユニット Plantica（本社所在地：東

京都渋谷区、代表取締役：木村 貴史、以下 プランティカ）とのコラボレーションにより、2017 年 10 月 7 日(土)に開

催される「VANTAN CUTTING EDGE 2017 OSAKA ROUND」にてプランティカ演出のヘアメイクショーとボタニカルスイ

ーツインスタレーションを、2017年10月8日(日)にはトークショーとフラワーワークショップを実施致します。 

 

 
 

 

■ 株式会社Plantica（プランティカ） 

フラワーやボタニカルに関連するファッションやアート、プロダク

トのデザイン活動を自由に行い、大型商業施設やリゾート施

設の空間演出、装花ディレクション等を手掛けています。

NIKE、STARBUCKS、TOYOTA、SHISEIDOにて装花ディレク

ション、UNIQLO の TVCM/広告にフリース・アンバサダーとして

出演するなど国内外のメディアからも活動が注目されているフ

ラワーアートユニットです。 

プランティカHP：http://plantica.net/  

 
フラワーアートユニット「プランティカ」が演出する 

10/7 ヘアメイクショー＆ボタニカルスイーツインスタレーション 

10/8 トークショー＆ワークショップを大阪にて実施 

mailto:press_vantan@vantan.co.jp
http://www.vantan.jp/
http://www.vantan.com/
http://www.lecole.jp/
http://plantica.net/
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■「ヘアメイクショー＆ボタニカルスイーツインスタレーション」実施概要 

バンタンデザイン研究所とレコールバンタンが共同で手がける国内最大級のデビューイベント「VANTAN CUTTING 

EDGE 2017 OSAKA ROUND」から２つのコンテンツがプランティカと夢のコラボレーションを果たします。 

 

ヘアーメイク エクスプロージョン （15:00-16:30） 

フラワーアートユニット「プランティカ」の演出協

力によるヘアメイクショー。学生の創るヘアメイク

とプランティカの映像演出でコラボレーション。今

回のテーマは『NATURE×TEXTURE』。数ヶ月

に渡る学内コンペを勝ち抜き、自然・植物の美

しさや生命力の表現をベースに質感・素材感を

MIX させた今までにない新たなヘアメイクをショー

形式で発表します。 

 

ボタニカルスイーツ インスタレーション （11:00-16:15） 

花器に見たてたスイーツの器に、様々なスイーツのパー

ツをお客様に組み立てていただき、コケスイーツが完成しま

す。お花をいける感覚でスイーツをいけて、フラワーアート

ユニット plantica作によるボタニカルオブジェと一緒にスイー

ツを撮影し、植物とスイーツを共存させましょう！ 

 

 

■「トークショー＆ワークショップ」実施概要 

2018 年 4 月開講 ボタニカル＆フラワーデザインコース開講を記念してカリキュラム監修を手掛けるフラワーアートユ

ニット Planticaから代表 木村貴史氏と舘昇平氏を講師として迎え、ワークショップとトークショーを開催。  

ワークショップでは、生花を使いアレンジメント基

本レッスンとブリザーブドフラワーを使ったフラワー

BOXを制作します。Plantica木村氏と舘氏による

トークショーでは、数々の装花ディレクションを手

掛ける Plantica のワークスを元にフラワー業界の

魅力やリアルなお話を聞くことがきます。 

【VANTAN CUTTING EDGE 2017 OSAKA ROUND実施概要】 

日程：2017年10月7日(土) 11:00 – 18:00 

会場：クリエイティブセンター大阪（大阪市住之江区北加賀屋4-1-55 名村造船跡地） 

ＨＰ：http://www.vantan.com/special/ce2017/ 

 

※入場は無料です。ショーの観覧を希望される方は、席に限りがございますので 

以下特設サイトよりお申し込みください。イベント詳細や更新情報は特設サイトをご確認ください。 

ショー観覧のお申し込みはこちら：http://bit.ly/2x99GRV 

【ボタニカル＆フラワーデザインコース開講記念イベント フラワーワークショップ＆トークショー実施概要】 

日程：2017年10月8日(日) 13:00 – 15:00 

会場：バンタンデザイン研究所 大阪校 （大阪府大阪市中央区西心斎橋2-8-5） 

講師： Plantica 代表 木村貴史、舘昇平 

ＨＰ：http://www.vantan.com/event/detail/1695.php 

お申し込みはこちら： http://bit.ly/2eWwpW6 
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http://bit.ly/2eWwpW6
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■ VANTAN CUTTING EDGE（バンタンカッティングエッジ）とは 

バンタンデザイン研究所 東京校・大阪校が毎年開催し、在学中からプロと同じフィールドで実践の場を提

供する、“デビュープロジェクト”。今年は”食”のスクール レコールバンタンも加わり、クリエイティブ分野を学ぶス

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の数々をSHOW、展示、販売形式で発表します。 

VANTAN CITTING EDGE 2017 のキービジュアルは、ノスタルジックな制服女子のイラストが印象的な日本

人デジタルアーティスト「wataboku」が制作を手がけました。 

ＨＰ：http://www.vantan.com/special/ce2017/ 

 
-VANTAN CITTING EDGE 2017のキービジュアル- 

 

■ バンタンデザイン研究所 

バンタンデザイン研究所は 1965 年にスタートした「ファッション・ヘアメイク・映画・映像・デザイン・写真・ウエディ

ング分野」を中心としたプロを育成するクリエイティブ総合専門校です。国内 2 拠点（東京・大阪）でスクール

を運営し、ニューヨークのパーソンズ大学と日本で唯一の提携プログラムを持っています。現役プロのクリエイター

を講師に迎え、ファッション、グラフィックデザイン、映像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ています。 

・バンタンデザイン研究所HP ： http://www.vantan.com/ 

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

 

■ L’ecole Vantan （レコールバンタン） 

パティシエ、ブランジェ、カフェ、シェフ、フードコーディネーター等、“食”の分野に特化し人材の育成を行う専門

スクール。 

・レコールバンタンHP ： http://www.lecole.jp/ 

 

■ 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/ 
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