
 

  
【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：濱田 Tel：03.5721.6511 Fax：03.5768.6450 

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 : 03.5721.6511 

Fax : 03. 03.5768.6450 

http://www.vantan.jp 

 

  

Vantan（バンタン） 
http://www.vantan.jp/ 
 

・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 

  

平成  30年 2月2日 

 

即戦力人材を育成するスクール運営事業を行っている株式会社バンタン(本部所在地：東京都渋谷区 代表

取締役社長：石川広己)は、2018年2月25日（日）、大阪・大阪市中央公会堂をはじめとする 3会場にて、卒

業修了制作展『VANTAN STUDENT FINAL 2018』を開催致します。 

 

 
- バンタン卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2018』 キービジュアル - 

 

■ 卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2018』とは 

バンタンで学んできた学生たちの集大成である卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2018』。バンタ

ングループから 8スクールが参加する当イベントには、例年2500名以上が来場いたします。クリエイティブを学ぶ学

生たちが、これまで培ってきた感性、知識、技術、経験・・・その全てをありったけの情熱を持って表現します。軌跡を

辿るそのステージは、関わってきた多くの人たちに“驚き”と“感動”を刻み込みます。 

 

テーマは、“THE POWER OF DESIGN”。 

実践教育を学んできた学生たちの“デザインのチカラ”は、これまでにない新しい価値を生み出し、それを発信す

ることで世界中の若者達にクリエイティブの可能性を伝えたいというメッセージが込められています。 

また、企業との産学協同プロジェクト、協賛、制作協力などコラボレーションを多数実施しています。企業やバイ

ヤー、業界関係者にもお越し頂き、若きクリエイター発掘の場所としても活用いただいております。 

 

ジャンル： 

【ショーコンテンツ】ファッションデザイン、スタイリング、ヘアメイク、ビューティ 

【作品の展示】グラフィックデザイン、イラスト、フォト、映画映像、ゲーム、キャラクターデザイン、アニメ 

【店舗運営】パティスリー、カフェ、エステサロン、ショップ 

バンタン卒業修了制作展 2018大阪 
ファッション、ゲーム、フードなど１０分野を超える８スクールが 2/25合同開催！ 
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■ Vantan AWARD（バンタンアワード） 

“Vantan AWARD”とは、卒業制作展に出展した作品の中からファッション/デザイン/コンテンツ/フードクリエイティブ

の 4部門においてバンタンを代表する最優秀作品を決めるコンテストです。各業界の最前線で活躍する方々を審

査員としてお招きし、厳正なる審査を経て優秀作品が選出されます。この名誉ある賞を獲得するべく、未来のクリエ

イターとして新しい才能が解き放たれます。 

 

■ イベント開催概要 

名称 ： 卒業修了制作展 『VANTAN STUDENT FINAL 2018』 

費用 ： 無料 ※ショーの観覧には事前の予約が必要となります 

日時 ： 2018年2月25日（日） 11:00～18:30 

会場 ： 大阪市中央公会堂 （ 大阪府大阪市北区中之島1丁目1−27 ） 

     バンタン大阪校 Cキューブ （ 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-8-5 ） 

     レコールバンタン 大阪校 Dキューブ （ 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-38 ） 

HP  ： http://www.vantan.co.jp/studentfinal2018/ 

 

参加スクール：  

バンタンデザイン研究所、バンタンデザイン研究所高等部、バンタンゲームアカデミー、バンタンゲームアカデミー高

等部、ヴィーナスアカデミー、ヴィーナスアカデミー高等部、レコールバンタン、レコールバンタン高等部 

 

【ご来場に関するご案内】 

・一般 

一般の入場、ショー・展示観覧に予約は必要ございません。 

ショー観覧の座席数には限りがございます。先着順となりますのでお早めにご来場ください。 

 

・高校2年生限定 スペシャル見学ツアーチケット 

バンタン卒業修了制作展を 100倍楽しめる、学校説明会＆ショー観覧席をご用意！ 

詳細はこちら→http://www.vantan.co.jp/studentfinal2018/ticket-map/ 

お申し込みはこちら→http://bit.ly/2DMzfsc 

 

・企業、メディア関係者 

ご来場には事前のご予約をお願いしております。 

「会社名、氏名、人数、ショー観覧の有無」を記載の上、下記宛先までメールにてお申し込みをお願い致します。 

申込先：press_vantan@vantan.co.jp 
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■ コンテンツ紹介 

※スクール略称：[VDI]バンタンデザイン研究所/[VA]ヴィーナスアカデミー 

[GA]バンタンゲームアカデミー/[LV]レコールバンタン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ランウェイショー】 

15：00-16：00＠大阪市中央公会堂 

・トータルビューティショー -Grunge Rock Girl- ／VA 

2017A/W、2018S/Sコレクションのトレンド『GrungeRock』をテーマにヴィーナス生らしくブラッシュアップし、トータル

ビューティーを表現します。GrungeとBeautyという相反するものをMIXして新しいGrungeスタイルを発表します。 

 

・ファッションショー BRAND COLLECTION -大阪ガラパゴス- ／VDI 

独自文化が根付いた大阪の土地『大阪ガラパゴス』がテーマ。自身のブランドコレクションにとどまらず、埋もれてい

った独自の技術、文化を再発見・再構築し、現在のソーシャルな年代だからこそ表現できる方法で『大阪ガラパゴ

ス』を表現する。 

 

・ファッションショー BRAND COLLECTION -It's DESIGN- ／VDI高等部 

宇仁繊維とのコラボにてコレクションを発表。生地の特性、シーズン、生地テーマ、を自身のコレクションにて表現す

る。   協賛：宇仁繊維株式会社 

 

 

17:00-18：00＠大阪市中央公会堂 

・ファッションショー VANTAN STYLING SHOW -OVER REAL- ／VDI高等部 

「OVER REAL」をテーマに、「ノームコア」以後スタンダードになっているシンプル・ベーシックで等身大の（リアルな）ス

タイルを問い直し、新たなトレンドを発信するスタイリングショーを実施。大阪府交野市に自社工場を持ち、特許取

得済みの「Circle Bag」や JAPAN LEATHER AWARDを受賞した「OSUSHI」などのバッグを製造している「交野カ

バン」とコラボレーション。   協力：交野カバン 

 

・ヘアメイクショー VANTAN HAIR MAKE SHOW - COLOR EXPLOSION- ／VDI 

MAKE UP FOREVERの新商品を用いたヘアショー。『色×模様』をキーワードに新しいヘアメイクを提案。 

６色のチームコンセプトをもとに個人作品を制作。それぞれの色をもとに模様をヘアメイクにミックス。 

協賛：MAKE UP FOR EVER 
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・ヘアメイクショー VANTAN HAIR MAKE SHOW - IMAGE CHANGE- ／VDI高等部 

「Image change」をテーマに、MAKE UP FOREVERのアイテムを使用し、「新しい自分」を表現するヘアメイク作品

のランウェイショーと、「before→after」を表現するヘアカットショーを行います。  協賛：MAKE UP FOREVER 

 

 

【ショップ】 

11：00-18：30＠大阪市中央公会堂 

・ショップ運営 ORIGINAL SHOP -PHOTOSYNTHESIS "光合成"- ／VDI 

フラワー・ボタニカルを中心に様々な形態のショップを運営する㈱阪神トレーディングとコラボ。同社が運営する、

花・植物、家具や雑貨を揃えたセレクトショップ「SPOONBILL」を学生チームが再解釈（光合成）し、オリジナルのセ

レクトショップを企画。また、企画したショップは卒展直後に既存の「SPOONBILL」内に移植し期間限定のポップアッ

プショップをオープン。植物に囲まれた素敵な空間でドリンクを片手にショッピングをお楽しみいただけます。 

協力：SPOONBILL 

 

 

【ギャラリー】  

11:00-17:00 @バンタン大阪校 Cキューブ 

・作品展示 VISUAL DESIGN EXHIBITION -NEO OSAKA- ／VDI 

「NEO OSAKA」をテーマに大阪の更なる魅力の打ち出しを測り、愛郷価値を高めることを目的とする。独自文化の

再発見・再構築をし、現在のソーシャルな年代だからこそ表現できる発想で制作を行います。 

 

 

【サロン】 

11：00-18：30＠大阪市中央公会堂 

・トータルビューティサロン 「Blissy」-BEAUTY COMPLEX- ／VA 

ヴィーナスオリジナルサロン『Blissy』。人気ブランドのアイテムを使用したオリジナルメニューを考案し、お悩みに合わ

せたサービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フード】  

11：00-17：00＠レコールバンタン大阪校 

・クリエイティブデザートプレート -日本の大地- ／LV 

日本の雄大な自然や大地をテーマに、前菜、メイン 2品、プチフールの合計4皿のデザートプレートを甘味・塩味

交えてご提供します。 

 

・クリエイティブランチプレート -日本の四季- ／LV 

日本の季節の移ろいを表現した、和風イタリアンランチコースをご提案します。料理やドリンクを楽しくするためのエ

ッセンスが散りばめられたコースをお楽しみください。 
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・ベイク＆コーヒーショップ ～日本の素材の魅力を発掘～ ／LV 

「Simple is Beautiful Taste～素～」をコンセプトに、日本の素材の美味しさや品種、生産地の紹介をしながら、

パンやスイーツ、コーヒーをご提供します。素材本来の味や風味をひきたてる工夫や、当日焼き立てすぐにおだしす

る商品にご注目ください。 

 

・おばんざいカフェ ～日本の食材×世界の食材～ ／LV 

日本人として馴染みある家庭料理を、世界の食材（西洋野菜）やスパイスなどを使用した、多国籍なおばんざい

カフェを提供します。 

 

・JAPANESE MODE ～進化系タルト＆おにぎり～ ／LV 

日本伝統のエッセンス（本質）をリスペクトしながら、新しいエッセンスを融合した、進化系タルトショップとおにぎり＆

和洋風出汁スープスタンドをOPENします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲーム & アニメ】 

11：00-17：00＠バンタンゲームアカデミー大阪校 

・体験型ゲーム作品 Digital Game 展 ／GA 

現実なのか、非現実なのか。ゲーム体験を通じて、「融合」「錯覚」を感じさせることをテーマに作品制作を行う。現

実世界と非現実を融合させて楽しむ「ゲーム」コンテンツを表現する。 

 

・パネル等作品展示 NEXT○○ ／GA 

技術進化や、環境変化に向き合い、「次世代」「次の未来」を想像して、イラストで未来の形を提案する。 

 

・映像作品上映 「発表会」 ／GA 

バンタンでの学生生活から発想した 2DCGと 3DCG技術を融合させた映像作品を制作し、発表します。 

 

・パネル等作品展示 Crossover ／GA 

マンガが持つデザインのチカラで、 近年話題のマンガ広告の表現に挑戦する。 

 

 

■ 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クリエイティブ分野において、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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