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ビューティ＆ファッション好きのためのガールズイベント
豪華ゲストが出演する「ヴィーナス フェス」が今年も開催！
株式会社バンタン（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長：石川広己）が運営するトータルビューティスクール「ヴィーナスアカ
デミー」は、今年 14 回目となる“美”の一大ガールズイベント「ヴィーナス フェス（VENUS FES）」を今年も開催します。例年約 600
人が来場する当イベントを、東京校は 7 月 22 日（月）に、大阪校は 23 日（火）に実施。前田希美や Chuning Candy など、今
年の出演ゲストと参加企業を発表します。

■ 今年 14 回目となるビューティとファッション好きのためのガールズイベント
2006 年より毎年開催している「ヴィーナス フェス（VENUS FES）」は、女性にとって永遠のテーマである“美”に特化したビューティと
ファッション好きのためのガールズイベントです。ヴィーナスアカデミーに在籍する専門生と高等部の学生が中高生及び同世代の女
性に向けて、スタイリングショーなどを通して最新のビューティトレンドを披露。また、学生 100 人が参加するモデルオーディションも
実施し、女性が“輝く”瞬間を演出しています。
今年は、東京では 7 月 22 日（月）に Shibuya TSUTAYA O-EAST にて、大阪では 7 月 23 日（火）に心斎橋の大阪 BIGCAT
にて開催。テーマは「be_Beauty」。スクールのコンセプトである「キレイにできる。キレイになれる。」を体現すべく、豪華ゲストと企業
の協力のもと、在校生だけでなく来場者を含めた参加者全員が“キレイ”になれるコンテンツを、ショーやステージパフォーマンス、そ
してモデルオーディションを通してお届けします。また、メイクの体験ブースを設け、最新のビューティトレンドも紹介します。
■ 出演ゲスト （順不同）
MADKID （マッドキッド）
2014 年結成。3 ボーカル、2 ラッパーから成る 5 人組ダンスボーカルグループ。2018 年 1 月にシ
ングル「Never going back」でメジャーデビュー。2019 年 1 月クールより放送をスタートした TV ア
ニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマを担当。第 1 クールのオープニングテーマ'RISE'
は公開から約 4 カ月で 800 万再生を記録。2019 年 4 月にメジャーデビュー後、初のアルバムを
リリースした。
吉田凜音 （よしだ りんね）
2000 年生まれのミレニアル世代のアーティスト。歌とラップを織り交ぜたセンスフルな楽曲と、キュ
ートでポップな世界観が魅力を放ち、ライブではダンスにも注目されている。東京、原宿のファッシ
ョンを日々楽しみ、同世代からのメイクやファッションへの注目度も高い存在。映画への出演や、
CM への出演など、幅広い活躍を見せている。
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YonYon (BRIDGE) （よんよん）
ソウル生まれ東京育ち。DJ、プロモーター、音楽プロデューサー、ラジオ DJ としてマルチに活動する
クリエイターで、バンタンデザイン研究所サウンドクリエイターコース受講。2012 年に DJ としてキャリア
をスタート。日韓のみならずアジア、アメリカ、ヨーロッパの様々な都市のクラブや大型フェス等に出
演。2018 年 12 月にはコンピレーション・ミックス CD「Tower Records & Manhattan Records®
presents “CITY HIP POP MIX”」をフィジカルリリース。また、日韓を繋ぐキーパーソンとして[THE
LINK]プロジェクトの立ち上げや、ラジオパーソナリティーとして活躍している。
Chuning Candy （チューニングキャンディー） ※東京のみ
2013 年に沖縄のキャッツアイタレントスクール生で結成した平均年齢 17 歳のガールズグ
ループ。2 年連続で九州・沖縄エリア代表を勝ち取り出場した｢愛踊祭 2017｣決勝大会
で審査員特別賞を獲得し、2018 年 3 月にシングル「Dance with me」でメジャーデビュ
ー。「TOKYO GIRLS COLLECTION」のオープニングアクトに抜擢された他、韓国の人気
歌番組「SHOW CHAMPION」に日本人女性グループとしては史上初出演を果たすなど、
人気と注目度が高まり、第 60 回「日本レコード大賞 新人賞」を獲得。
前田希美 （まえだ のぞみ）
ヴィーナスアカデミーイメージモデル。モデルとしてはもちろん、女優・タレントと幅広いジャンルでマル
チに活動中。また、コスメコンシェルジュの資格を取得し、ファッションだけでなくビューティアイコンとし
ても注目を浴びている。

関口さくら （せきぐち さくら）
ヴィーナスアカデミーイメージモデル。小悪魔 ageha 専属モデルとして活躍中。

バンダリ亜砂也（バンダリ あさや）
元 Popteen モデルであり、イメージモデルとして数々の Web CM に抜擢。今年は映画「PRINCE OF
LEGEND」にも出演し、モデルだけでなく俳優としてもマルチに活動している。現在、地上波ドラマ
「都立水商！～令和～」に江川龍臣役で出演中。

田向星華 (たむかい せいか)
Popteen3 期生レギュラーモデル。Abema TV「恋する週末ホームステイ season2」と「Popteen カバ
ーガール戦争」に出演。美容やメイクを専門的に学びながら、ギャルモデルとして活動中。
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■ 参加企業

■ 開催概要
名称： 「ヴィーナス フェス 2019 サマー （VENUS FES 2019 SUMMER）」
テーマ： 「be_Beauty」
内容： スクールコンセプトである「キレイにできる。キレイになれる。」を見て体験できるガールズイベント。スタイリングショー、ステー
ジパフォーマンス、一般及び在校生を対象としたモデルオーディション、ネオンカラーメイクの体験ブース等を実施及び提供します。
オフィシャルサイト： https://s-venus.com/smp/splp/summerfes2019/
【東京】 日時： 7 月 22 日（月） 16:30 開始（16:00 開場）
場所： Shibuya TSUTAYA O-EAST （東京都渋谷区道玄坂 2-14-8 2F）
入場： 観覧にはチケットが必要となります。（申込： https://bit.ly/2FmdS34） ※女性限定
【大阪】 日時： 7 月 23 日（火） 16:30 開始（16:00 開場）
場所： 大阪 BIGCAT （大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 BIGSTEP 4F）
入場： 観覧にはチケットが必要となります。（申込： https://bit.ly/2L4TyXB） ※女性限定
■ 過去の様子
・2018 年 開催報告プレスリリース： https://www.vantan.jp/ex_release/ex_release/img/VA_VenusSummerFes2018_6.pdf
・2018 年 開催レポート： https://www.s-venus.com/topics/blog/detail/3394.php
■ Venus Academy（ヴィーナスアカデミー）
「キレイにできる。キレイになれる。」をコンセプトに、様々な分野の“美”をトータルに学ぶスク
ール。現場で活躍するプロを講師に迎え、ファッション・ヘアメイク・ネイル・エステティック・ブライ
ダル等広くつながる美の世界で、専門分野だけでなくプラスアルファの技術や知識を身につけ
ます。
・ヴィーナスアカデミー ： http://www.s-venus.com
・ヴィーナスアカデミー 高等部 ： https://www.venus-hs.com
■ Vantan （バンタン） http://www.vantan.jp/
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
ネーター等の分野において、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東京・大阪で展開。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】
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