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1000 万回再生のアニソン「RISE」の MADKID、
レコ大新人賞のチュニキャン、ミレニアル世代のファッションアイコン吉田凜音
新世代のアーティストたちが渋谷で無料ライブ開催
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」が主催するガールズイベント「ヴィーナス フェス（VENUS FES）」にて、YouTube で 1000 万回再生を記録した TV アニメのオ
ープニングテーマ曲「RISE」の MADKID、昨年の日本レコード大賞新人賞を受賞した Chuning Candy、吉田凜音と YonYon によ
るパフォーマンスなど、新世代のアーティストによる無料ライブを開催。東京では 7 月 22 日（月）に Shibuya TSUTAYA OEAST にて、大阪では 7 月 23 日（火）に心斎橋の大阪 BIGCAT にて行います。

■「ヴィーナス フェス 2019 SUMMER」とは
今年 14 回目となる「ヴィーナス フェス（VENUS FES）」は、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。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主体となり、同世代の女性に向けて最新のビューティトレンドを披露します。また、ファッ
ション＆メイクショーやステージパフォーマンス、一般の方や在校生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
演出します。1 日限りのこのイベントは一般の方も無料で入場可能です。
そんなイベントのステージに今年登場するのは、男性ダンス＆ボーカルユニット MADKID、ラップ系アーティスト吉田凜音と DJ の
YonYon、そしてガールズグループ Chuning Candy。大阪では、関西発のボーカルグループ Re:Complex と、ヴィーナスアカデミー高
等部に在籍している現役女子高生 R&B シンガーソングライターの KAHOH も登場します。
MADKID は 2 年連続でイベントのテーマソングを担当。楽曲は昨年に引き続き爽快なナンバー「Summer Time」で、ヴィーナス
アカデミーの学生にとって“夏の思い出の一曲”となります。イベントではテーマソングのほか、TV アニメのオープニングテーマ曲に選
ばれ話題を集めているロックナンバー「RISE」を披露します。
今春高校を卒業したばかりの新進気鋭の女性ラップ系アーティスト“吉田凜音“は、海外でも活躍する“YonYon”をバック DJ に
迎え、ミニライブを開催。パンチのあるラップが人気の楽曲「パーティーアップ」ではヴィーナスアカデミーの学生をバックダンサーに迎
え、この日限定のコラボレーションを実現します。
2018 年の日本レコード大賞新人賞を受賞した Chuning Candy は東京限定で出演。最新曲｢19 -nineteen-｣などを披露し、
会場を盛り上げます。
<バンタンスクール一覧>
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■出演アーティスト （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曲を担当。第 1 クールの
オープニングテーマ曲「RISE」は 1000 万再生（2019 年 7 月時点）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。

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 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[THELINK]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） ※東京のみ出演
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。
Re:Complex （リコンプレックス） ※大阪のみ出演
関西に眠るマンモス級のスター＝マンモスターを発掘し、世界で活躍する本格的なボーカ
ルグループを生み出す番組『関西発！才能発掘 TV マンモスター』から選抜されたメンバ
ーによる新プロジェクトユニット。7 月 10 日（水）に 4th シングル「En-Dolphin」が発売。8
月 30 日（金）には、なんば Hatch にて単独ライブ「Re:Complex THE LIVE」を開催予
定。

KAHOH （カホ） ※大阪のみ出演
ヴィーナスアカデミー高等部 3 年在籍の現役女子高生 R&B シンガー。2001 年生まれの
18 歳。地元和歌山で 4 歳からダンスを始め、中学生から本格的に歌うことに目覚める。
2018 年に開催されたオーディションで才能を見出され、MACO らが所属する
STARBASE とマネジメント契約。2019 年、LINE RECORDS から 3 枚のシングルをリリー
スし、6 月 7 日には待望の 1st EP『ONLY SEVENTEEN』を配信リリースした。ファッション
にも注目が集ま理、雑誌 ViVi 主催の「ViVi Night」のオープニングアクトに抜擢。
「FENDI」、「Girls Don’t Cry」などのプライベートパーティにも招待される注目の 18 歳。
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■各アーティストの代表演奏曲
MADKID 「RISE」・・・https://www.youtube.com/watch?v=Cs85gCoCaBA
吉田凜音＆YonYon 「パーティーアップ」・・・https://www.youtube.com/watch?v=Tholn2t8eeY
Chuning Candy ｢19 -nineteen-｣・・・https://www.youtube.com/watch?v=M_dtxVq91ik
KAHOH 「ONLY SEVENTEEN」・・・https://www.youtube.com/watch?v=KHlnc7Syskg
■ イベント開催概要
名称： 「ヴィーナス フェス 2019 SUMMER （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： 女性限定、観覧にはチケットが必要となります。（申込： https://bit.ly/2FmdS34）
【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： 女性限定、観覧にはチケットが必要となります。（申込： https://bit.ly/2L4TyXB）
■ 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
【関連リンク】
・「ヴィーナス フェス」2019 年開催プレスリリース： https://www.vantan.jp/ex_release/VAFes2019_1.pdf
・ヴィーナスシンデレラオーディション開催案内：https://www.vantan.jp/ex_release/VA_VAFes2019_2.pdf
■ 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】

【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、二日市 Tel：03.5721.6511 Fax：03.5704.2116
Mail：press_vantan@vantan.co.jp HP：http://www.vantan.jp/
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