
 

 

 

【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・森田 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 

バンタンスポーツアカデミー 
〒150-0022 

東京都渋谷区 

恵比寿南 1-9-14 

Tel：0120-101-814 

 

HP: 
http://vantan-sports.com/ 

 

 

  

平成  27年 12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、バンタンスポーツアカデミーと

日本フットサルリーグ（F リーグ）とのコラボレーションにより、2016年1月 5日（火）と 1月6日（水）の二日間、東京 

町田の町田市立総合体育館で開催する「SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ 1st Roundおよび

2nd Round」内で、プレーオフを盛り上げるイベントを企画・運営するプロジェクトを実施致します。 

 

 
- 学生がデザインした「SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ」 KIDS FESTIVALフライヤー - 

 

今回のプロジェクトは、F リーグの観戦者を増やし、フットサル界をもっと盛り上げていきたいと考える F リーグと、在学

中から実際に社会に出てから経験できる環境を提供することで、実践教育を実現したいと考えるバンタンの考えが

一致して実現し、今回で 2回目の取り組みとなります。 

 

プロジェクトでは、バンタンスポーツアカデミー スポーツマーケティングコースの学生 10名が、9月11日（金）に行った

オリエンテーションで、F リーグのマーケティング担当者より、F リーグの概要や観客動員数、公式戦の運営手法、各

試合の集客施策についての説明を受けました。以降、学生たちは全員で「SuperSports XEBIO Ｆリーグ

2015/2016 プレーオフ 1st Roundおよび 2nd Round」に 300名集客することを目標としたイベント企画を立案。 

 

 

F リーグの優勝クラブを決めるプレーオフを盛り上げる、 

キッズイベントを企画・運営するプロジェクトを実施！ 

× 
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プレーオフ会場の町田市立総合体育館の見学と周辺環境の調査やターゲット選定を行ない、アイデアの実現性や

裏付けなどを審査する中間プレゼンテーションを経て、企画をブラッシュアップし、11月26日（木）に JFAハウスで F

リーグ担当者に向けて企画プレゼンテーションを実施。企画の面白さ、実現可能性、プレゼン力の点で評価された

イベント企画「KIDS Festival（キッズ・フェスティバル）」が選ばれました。 

 

「キッズ・フェスティバル」は、Fリーグ プレーオフ開催日1月5日（火）と 6日（水）が仕事始め翌日の平日にあたるこ

とから、会場がある町田市周辺に住む幼稚園児・小学生・中学生にターゲットを絞ったイベント企画です。子供たち

が主体となって F リーグ プレーオフを盛り上げるイベントとして、プレーオフのハーフタイムショーでダブルダッチのチーム

などのゲストダンサーと集まった子どもたちによるダンスパフォーマンス「KIDS DANCE FAIR」や各試合の選手入場時

の「エスコートキッズ」に加えて、選手に直接手渡すボールと応援で使用する横断幕に応援メッセージやオリジナルペ

イントができる「デザインブース」を展開し、ファンと選手のつながりを創出することで、F リーグ プレーオフへの観戦に

つなげることを目指します。また飲食店が少ないという会場の周辺環境と、2016 年 2 月にフットサル日本代表が参

加するフットサルワールドカップアジア予選を控えていることから、来場者サービスを充実させるため、会場敷地内で

アジアン料理を食べられるフードイベント「アジアフード FES」を実施します。 

 

学生たちの企画は、2016 年 1 月 5 日（火）と 1 月 6 日（水）に東京・町田の町田市立総合体育館で開催する

「SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ 1st Roundおよび 2nd Round」内で、F リーグのサポートの

もと、バンタンスポーツアカデミーの学生たちが実施・運営を行います。 

 

スポーツビジネスを学ぶ学生たちによるイベント企画にご期待ください。 

 

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。 

 

 

【実施概要】 

名称 ： SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ 1st Roundおよび 2nd Round 

日時 ： 2016年1 月5 日（火）15：00～20：00、6 日（水）10：00～20：00 

会場 ： 町田市立総合体育館 （東京都町田市南成瀬5-12） 

アクセス ： http://www.sports-machida.com/page7 

主催 ： 公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

HP ： http://www.fleague.jp/ 

 

＜キッズダンスフェア＞ 

日程 ： 2016年1月6日（水） 

内容 ： ダンス×ダブルダッチのコラボレーション！ゲストダンサーと集まった子どもたちで、この日限りのダンスチーム 

 を結成。最高に熱い、楽しいパフォーマンスを披露する！ 

 ダンスのチカラでアリーナを熱くしよう！ 

参加費 ： ￥1,000（子供）、￥2,000（大人）※観戦チケット含む 

 

＜エスコートキッズ＞ 

対象 ： 小学生以下 

定員 ： 一日最大48名（1チーム 12人×4チーム） 

応募条件 ： 保護者同伴 ※5日は本人と保護者1名までチケットをご招待でプレゼント 

    6日は観戦チケットの購入が必要 

特典 ： プレーオフ 2試合観戦、選手入場時に選手をピッチにエスコート  
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＜VANTANブース＞ 

内容 ： デザインボール展示 – バンタンデザイン研究所の学生が制作した特製ペイントボールの展示 

 メッセージボール制作 – 選手に向けた応援メッセージを子供たちがボールに描いて試合後チームに贈呈 

 横断幕制作 – バンタンデザイン研究所の学生と子供たちによるペイント横断幕制作 

 キッズヘアアレンジ – ヴィーナスアカデミー高等部の学生が子供向けヘアアレンジを実施 

日時 ： 1 月 5 日（火）15：00～20：00、6 日（水）10：00～20：00 ※コンテンツによって実施時間が異なります。 

 

＜アジアフード FES＞ 

日時 ： 2016年1 月5 日（火）15：00～19：30、6 日（水）11：00～19：30 

参加店舗 ： 野毛山カレー食堂、nico.nico.café、スターケバブ、長城菜館、他最大６店舗参加予定 

 

 
- 学生がデザインした「SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ」 KIDS FESTIVALフライヤー（裏） - 

 

 

■ 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/ 

・バンタンスポーツアカデミーHP ： http://www.vantan-sports.com/ 

 

 

■ 日本フットサルリーグ （F リーグ） 

2007 年 9 月に開幕し、9 シーズン目を迎えているフットサルの全国リーグ。全 12 チームによるリーグ戦 3 回戦総

当たり（全33節198試合）を開催し、優勝チームはリーグ戦順位上位5 チームによるプレーオフで決定。 

・Ｆリーグ公式サイト ： http://www.fleague.jp/ 
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