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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、バンタン高等学院の

文化祭として、国内では唯一の高校生によるクリエイティブの祭典「High Fes 2016(ハイフェス)」を 11 月 27 日

（日）、バンタンデザイン研究所 セッションタワーとデザイナーズメゾンで開催致します。 

 

【High Fes 2016(ハイフェス）とは】 

High Fes 2016（ハイフェス）は、ファッションやヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、ゲーム、マンガ、パティシエ

などの専門スキル学ぶ高校生たちが、日頃の学びの成果をショーやギャラリー展示、ショップ運営等で発表・発信

するクリエイティブの祭典です。また、High Fes 2016の売上の一部は、ユニセフに寄付致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Fes 2016 ポスタービジュアル 

～ デザイン原案：バンタンデザイン研究所 高等部 東京校 デザイン科3年 小林一美さん～  

～バンタン高等学院文化祭～ 

「High Fes 2016（ハイフェス） -東京-」 
11月 27日（日）、東京 恵比寿で開催！ 

『新しい学校のリーダーズ』の特別公演も！！！ 
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【 開催概要 】 

タイトル： ～バンタン高等学院文化祭～ 『High Fes 2016（ハイフェス）』 

日時： 2016年11月27日（日） 11：00～16：00 

会場： ST会場＝バンタンデザイン研究所 セッションタワー 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-3-4 

DM会場＝バンタンデザイン研究所 デザイナーズメゾン 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-9-14 

テーマ ： 「World （ワールド）」 

2016 年リオオリンピック、2020 年東京オリンピックで 「世界」や 「世界の中の日本」が注目されており、その感動

や興奮がまだ続いています。オリンピックで感じた感動や様々な国々の文化・デザインをヒントに、高校生が日頃

学んでいる技術を楽しくデザインで表現します。 

入場： 無料 

申込： 事前予約は不要です。当日、会場入口にて受付させていただきます。 

問い合わせ：High Fes 2016 東京 お問い合わせ窓口03-5456-8630 （担当：金丸・栗田） 

特設HP： http://www.vantan-hs.com/highfes2016/tokyo/ 

Twitterアカウント： @fes_high 

 

【 コンテンツ一覧 】 ST会場＝バンタンデザイン研究所 セッションタワー、DM会場＝デザイナーズメゾン 
《SHOW STAGE（ショーステージ）》 

コンテンツ 内容 時間 会場 

ファッションショー 

「世界のおもちゃ」をテーマにファッションショーを開催！ファッション、ヘア

アレンジ、メイクのトータルコーディネートでひとつのストーリーを表現しま

す！ 

13：00-13：30 ST 

ファッション＆ダンスショー 

「世界旅行」をテーマに、ヘアメイク、ファッション、ダンスのトータルコーデ

ィネートで表現するパフォーマンスショー！ステージ演出も生徒自らプロ

デュース！ 

13：00-13：30 ST 

ヘアメイク 

デモンストレーションショー 

ヘアメイクのデモンストレーションを行います！プロのモデル、フォトグラフ

ァとセッションして、テーマに合わせたヘアメイクをデモンストレーションで

魅せます！ 

15：00-16：00 ST 

声優朗読劇 

オーディオドラマ制作のプロフェッショナルが制作した台本で、バンタン生

が朗読劇を実施！声のみで、その世界の情景や心情を表現する迫

真の演技をお見逃しなく！ 

11：30～ 

13：30～ 

14：45～ 

DM 
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《SERVICE STAGE （サービスステージ）》 

コンテンツ 内容 時間 会場 

オリジナルジャム販売 
「アメリカ、ヨーロッパ、アジアのキッチンから」をテーマに食べるジャムを販

売！ジャムが主役のオーダーメイドスイーツショップです！ 
11：00-16：00 ST 

サンドウィッチ販売 

オーダーメイドできるサンドウィッチ屋さんを OPEN！ 各国の名物料理

をこだわりの自家製ブレッドで挟んだオリジナルサンドウィッチをお召し上

がりください！ 

11：00-16：00 ST 

オリジナルドーナツ販売 

各国のフルーツ、スパイスを使った焼きドーナッツのセレクトショップで

す！様々なフレーヴァーと色とりどりのデコレーションをお楽しみくださ

い！ 

11：00-16：00 ST 

オリジナルドリンクスタンド 

薫り立つフレッシュハーブやフルーツ、チョコレートなど、様々な国のドリ

ンクが楽しめるアイスドリンクスタンド！ユニークなアレンジが楽しめま

す！ 

11：00-16：00 ST 

ヘアメイクサロン 

イメージ別ヘアメイクサロンで、お客様の“普段とは違う自分”をご提案

します！日本・韓国・アメリカの 3 つのイメージから選べます。男性の方

もOK! 

11：00-16：00 ST 

オリジナル小物販売 

世界の『おとぎばなし』をコンセプトにした、ZINE、ポストカード、ノートな

どのオリジナルアイテムを販売！空間づくりもこだわっています！ぜひお

越しください！ 

11：00-16：00 ST 

ヘアサロン 

シャンプーからヘアセットまで出来る本格的なヘアサロンです！『＠・

home(アットホーム)』をテーマとした、緑が多い落ち着いた癒やしの空間

でお待ちしてます！ 

11：00-16：00 ST 

ファッションアイテム販売 
文化祭テーマ『World』をイメージしたショップを OPEN！アクセサリー・ク

ラッチバックなど、トレンドに合わせたファッションアイテムを販売します！ 
11：00-16：00 DM 

トートバッグ製作ワークショ

ップ 

お客様にもファッションの面白さを体験していただけるようなワークショッ

プを開催！一緒に楽しみながらオリジナルトートバッグを製作しましょ

う！ 

11：00-16：00 DM 

トータルビューティサロン 

アメリカをイメージした店内で、ハワイ伝統の「ロミロミ」やアメリカをモチ

ーフにしたデザインネイル、ヘアメイクなどを提供するトータルビューティ

サロンです！ 

11：00-16：00 ST 

ポストカード販売 

文化祭テーマ『World』をテーマに制作したオリジナルポストカードを販

売！オシャレなものからユニークなものまで個性豊かなカードを販売し

ます！ 

11：00-16：00 DM 
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《GALLERY STAGE （ギャラリーステージ）》 

コンテンツ 内容 時間 会場 

リアルRPG 

クイズやゲームをみんなで楽しめるリアル RPG を実施。クリアして

オリジナルポストカードをゲットしよう！みなさんのチャレンジをお待

ちしています。 

11：00-16：00 DM 

アニメーションPV上映 

2 月の卒業制作展にて発表するオリジナルアニメーションの PV を

上映します！「思い続ければ夢は叶う」というメッセージを表現し

たアニメーション作品です！ 

11：00-16：00 DM 

ライブペインティング 

文化祭テーマ『World』をイメージしたライブペインティング！BGM

にあわせてがイラストを制作。完成イラストはもちろん、制作過程

のテクニックも要チェック！ 

11：00-16：00 DM 

オリジナルゲーム展示 

今話題のVR（ヴァーチャルリアリティ）をはじめ、スマホやPCなどの

ゲームを展示！自由な発想で企画したオリジナルゲームを楽しん

でください！ 

11：00-16：00 DM 

オリジナル TOY展示 

Arduino という基板を使ってモーター機構を組み立て、プログラミン

グによって制御するオリジナルのおもちゃを展示！世界にひとつだ

けの作品を手にとってみてください！ 

11：00-16：00 DM 

プログラムイルミネーション 

Arduino と LED ライトとセンサーをプログラミングで制御して美しい

イルミネーションを制作します！プログラムで動くやさしい光が心も

動かします！ 

11：00-16：00 DM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《SPECIAL STAGE （スペシャルステージ）》 

コンテンツ 内容 時間 会場 

SPECIAL GUEST 

「新しい学校のリーダーズ」 

特別公演!!! 

個性と自由ではみ出す若者を応援するスナックメーカーコイケヤとのは

み出しプロジェクトでも、じわり話題？！のダンスボーカルユニット「新し

い学校のリーダーズ」。一方的な彼女たちのメッセージをどう感じとる

か？！はみ出せ青春！ 

11：30-12：00 ST8F 

<<「新しい学校のリーダーズ」とは？>> 

敷かれたレールから個性と自由でみ出していくダンスヴォーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」。 

学校を連想させるサウンドに、攻めの利いたダンスとはみ出しMC、確かな“ステージ力“で、ライブぅを中心に 2015年7月から活動開

始。デビュー前にも関わらず、「Google Android 」のCMに起用される等、１部界隈で話題を博す。 

そして、事務所の仕込みなく原宿 JKJC が予想する 2016 年トレンド予想でも上位にランクイン、新曲「学校行けやあ゛」の

MusicVideoが１日で 25万再生突破するなど、じわり話題となっている!! 

オフィシャルサイト： http://leaders.asobisystem.com/ 
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《FOOD COURT （フードコート）》  時間: 11:00 ～ 15:30    会場： DM(デザイナーズメゾン)3F 

店舗 内容 

インドカレー 

「タンドゥール」 

20種類のこだわりスパイスを使用したカレーセット。 

当日はオリジナルカレーセット＆ドリンクを販売します。 

恵比寿スパニッシュイタリアン

「アンブロシア 恵比寿」 

新感覚イタリアン×スペインのお店です。 

当日は人気ランチメニューのチーズハンバーグなどを出品予定です。お楽しみに！ 

韓国料理 

「ソナム」 

恵比寿、東中野にある本格韓国料理店。 

当日は人気メニューのチヂミ・韓国のりまきを販売します！ 

ピザ専門店 

「ドミノ・ピザ」 

「ひらけ、おいしさ。」人気宅配ピザを当日、１ピースより販売します。 

当日は「ドミノ・デラックス」と「マルゲリータ」を販売します！ 

「キャッキャエーレ」 
中目黒で本格的なアテをつまみながら良心的なプライスで気軽に世界の 

美味しいワインをたのしめるお店を目指しています。旬の物を旬の時に楽しめます 

「REDBOOK」 中目黒の cafeです。常時7～8種類のカリーをお出ししています。 

タイ料理 

「ガパオ食堂」 

本格派のタイフードレストランから当日は人気メニューの 

「ガパオごはん」・「グリーンカレー」・「マッサマンカレー」を販売します！ 

※各メニューは当日変更になる可能性もあります。ご了承ください。 

 

 

 

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/ 

・バンタン高等学院HP ： http://www.vantan-hs.com/ 
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