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平成  28 年 2 月 24 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、2016 年 2 月 21 日（日）、東

京・恵比寿のイベントスペース EBiS303、スパニッシュラウンジ parador、レンタルスペース GOBLIN. Ebisu にて、バン

タン卒業修了制作展『VANTAN STUDENT FINAL 2016』を開催致しました。 

 

学生たちは、これまでに培ってきた感性や知識、技術、経験などを活かし、集大成となる“デザインのチカラ”を、ショ

ーや展示、販売ブースなどで表現、イベントに来場した約 2,600 名の観客に向けて発信致しました。 

 

 
 

  
- EBiS303 でのイベント様子①- 

 

 

 

 

バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2016』 

“THE POWER OF DESIGN” 
大歓声の中、感動のフィナーレ！！ 

 

mailto:press_vantan@vantan.co.jp
http://www.vantan.jp/


 

  
【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 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 

  

Vantan（バンタン） 
 

・バンタンデザイン研究所 

・バンタンゲームアカデミー 

・レコールバンタン 

・ヴィーナスアカデミー 

・バンタン高等学院 

 

【開催概要】 

名称： バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2016』 “THE POWER OF DESIGN” 

日程： 2016 年2 月21 日（日） 11：00 – 18：00 

会場： EBiS303 （東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル 3F・5F） 

 parador （東京都渋谷区恵比寿南2-3-1 パイザ恵比寿2F） 

 GOBLIN. Ebisu （東京都渋谷区東3-25-3 ライオンズプラザ 1F） 

 
-EBiS303 でのイベント様子②- 

 

   
-parador でのイベントの様子- 

 

   
-Gobrin Ebisu でのイベントの様子- 
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【Vantan AWARD】 

厳正なる学内審査を勝ち抜いた優秀作品の中から、さらに活躍の場を世界に広げるべく照準を合わせた最優秀

作品が、Fashion/Design/Contents/Food Creative の各カテゴリーの中から「Vantan AWARD」を選出。その年を

代表するバンタンを象徴する作品群により、未来のクリエイターとして新しい才能が解き放たれる。 

 

《Vantan AWARD受賞作品》 

【Fashion部門】 

受賞者 ： バンタンデザイン研究所 

      ファッション学部 2年制スタイリスト本科 菅原 稔 

作品タイトル ： 「NEW PUNK STREET」 

テーマ「アップデート」にあわせ、チェックやスタッズなどパンクスタイル

の象徴的なアイテムと強い色の組み合わせ、さらにハンターのレイ

ンブーツを合わせるという一見ミスマッチなパンクスタイルをトレンド

の‟装飾的ダサかっこいい”を提案するスタイルにアップデート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Design部門】  

  

受賞者 ： バンタンデザイン研究所 デザイン学部 グラフィックデザイン学科 杉本知美 

作品タイトル ： 「Re'Branding - YAMA SIO SODA -」 

将来、媒体関係なく色々なものをデザインできるデザイナーになりたいという思いから、実際にある商品をRe 

Brandingしたいと思い、山梨県にある株式会社アルプス様にアポイントをとり、そこの商品をブランディングさせていた

だく機会を得ました。商品の魅力をもっと発信していくために、パッケージのデザインからポスター、CM、リーフレットを

制作し、新たなコピーを考えました。  
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【Contents部門】 

  
受賞者 ： バンタンゲームアカデミー ゲーム学部 ゲームプログラム総合 山田真充                                                         

作品タイトル ： 「Pic Gather」 

Pic Gatherは世界中の子どもたちが体験できるように、お絵かきをテーマにしたゲーム。描いた絵を保存するとイラス

トが3Dキャラクターとして登場する仕組みとなっており、子ども心をくすぐる仕掛けがたくさん組み込まれています。 

                 

【Food Creative部門】 

  

受賞者 ： レコールバンタン高等部 パティシエ専攻3年生 

作品タイトル ： 「パティスリー couleur」 

フランス語で「色」という意味の店名の通り、学生一人一人がパレットにのった色であり、各々の色(個性)を使ってケ

ーキを製作。世の働く女性が癒されるようにという思いを込め、ケーキの食材も工夫した。 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

【Venus Academy特別賞】 

     受賞者 ： ヴィーナスアカデミー 

      ビューティキャリア学部 

      ファッションスタイリスト＆プレス専攻 

      ヘアメイク専攻 

     作品タイトル ： Girl’s Beauty Tour 

     「旅」をテーマにした3部構成のスタイリング＆ダンスショー。

     カラフルなアクタスカラーズのスーツケースをポイントに、思わず 

     おしゃれをして旅に出たくなるようなスタイリングを提案。 
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【コンテンツ一覧】 ※VDI＝バンタンデザイン研究所、LV＝レコールバンタン、GA＝バンタンゲームアカデミー、VA＝ヴィーナスアカデミー 

＜SHOW＞ EBiS303 イベントホール （3F） 

・1 部 （OPEN 12：30 START 13：00 - 14：00） 

 VDI 高等部 ファッションショー 「制服」 

 VDI ファッションデザインショー 「Joint of Fashion and Technology」 

・2 部 （OPEN 14：30 START 15：00 - 16：00） 

 VA トータルビューティ＆ダンスショー 「Girl’s Beauty Tour」 

 VDI ヘアメイクショー 「TOKYO CIRCUS」 

・3 部 （OPEN 16：30 START 17：00 - 18：00） 

 VDI プロモーション＆ファッションショー 「SOURCE OF LIFESTYLE」 

 VDI スタイリングショーⅠ 「Maximalism」 

 VDI スタイリングショーⅡ 「LIFE」 

 

＜GALLERY＞ EBiS303 カンファレンスルーム （5F） （11：00 -18：00） 

VDI ファッションインスタレーション、VDI オリジナルショップ、VDI グラフィック＆イラスト作品、VDI フォト作品、 

VDI 映像作品、VDI インテリア作品、VDI ヘアメイクスチール作品、VDI ファッションショービジュアルブース、 

GA ゲーム作品、GA 映像・グラフィック作品、GA オーディオドラマ、GA アニメーション作品 

VA トータルビューティサロン、VA ビューティデモンストレーションブース 

 

＜FOOD＞ 

・EBiS303 （11：00 - 18：00）  LV パティスリー、コーヒースタンド 

・parador （11：00 - 17：00 LO  17：30 CLOSE）  LV レストラン・ケータリング 

・GOBLIN. Ebisu （11：00 - 17：30 LO  18：00 CLOSE） LV カフェ 

 

■ 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/ 

 

 
- 表彰式後の全体集合写真 - 
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