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ゆりやん初のファッションブランド「Jealousy Retriever」デビュー
平成最後のバンタン入学式にて学生と限定コラボ
即戦力人材を育成するスクール運営事業を行う株式会社バンタン(本部：東京都渋谷区 代表取締役会長：
石川広己)が、平成最後の入学式を 4 月 8 日（月）に開催しました。司会に VTuber のミライアカリさんを迎え、お
笑い芸人のゆりやんレトリィバァさん、山本寛斎さん、鎧塚俊彦さん、齊藤陽介さんなど業界を代表するトップクリエ
イターが登壇し、高等部を含めた新入生約 1,500 人を歓迎しました。
■司会は VTuber の「ミライアカリ」さん
その他トップクリエイターも登壇
ファッション、ヘアメイク、グラフィックデザイン、映
像、スケートボード、ゲーム、アニメ、声優、トータ
ルビューティ、製菓・カフェ・調理など、クリエイティブ
分野で人材育成を行うバンタンは、毎年、高等部
を含めた 9 つの専門スクールの合同入学式を執り
行っています。2019 年度の司会は、教育機関の
イベントの登壇および入学式での司会は初となる
人気 VTuber の「ミライアカリ」さん。来月から新年
号「令和」に変わることに触れ、日本と同様に新し
いスタートを切る新入生に向けてエールを送り、入
学式を盛り上げました。
祝辞には、山本寛斎さんや鎧塚俊彦さん、株式会社スクウェア・エニックスの齊藤陽介さんなど各業界を代表す
るトップクリエイターが担当。今年度開校する日本語学校のバンタン プロフェッショナル ランゲージスクールと、初開
講となる高等部の e-Sports 専攻を含んだ新入生約 1,500 人に向けて、それぞれの経験を元に、学生生活の指標
となるアドバイスを送りました。また、祝辞だけでなく、在校生も特別なステージパフォーマンスを通して新入生を歓
迎。スケートボードの世界大会で優勝したバンタン新入生の山本勇くんのパフォーマンスを始め、学生生活の思いを
乗せたラップバトルなどを行い、クリエイティブならではの表現の可能性を伝えました。
目玉となったのは、ゆりやんレトリィバァさんが初
めてプロデュースを手がけたファッションブランド
「Jealousy Retriever（じぇらしぃレトリィバァ）」。バン
タン学生が手がけたデザイン画をベースに、ゆりや
んレトリィバァさんがプロデューサー兼チーフデザイナ
ーを勤め、この日限定のコラボレーションとして 4 点
を発表しました。
「Jealousy Retriever」は入学式後の 4 月 9 日
（火）より、バンタン校舎にて展示されます。

＜ブランドコンセプト＞
「“調子乗っちゃって”ストリートファッション」
オーバーサイズを基本として、パワーショルダーなどの個性的なデザインが特徴。
スエット生地をメインに着心地にもこだわりを。常に“自分らしさ”をファッションに
取り入れるゆりやんレトリィバァさんが、ビッグサイズならではの“かわいい”を提案
する。
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■ 司会
ミライアカリ （VTuber）
「VTuber 四天王」と呼ばれている内の一人。2017 年 10 月より活動を開始し、現在
YouTube 登録者数は約 74 万人、ツイッターのフォロワー数は約 32 万人にのぼる。テレビア
ニメ「バーチャルさんはみている」への出演のほか、東京ゲームショウ 2018 の公式動画チャン
ネルのオフィシャルバーチャルキャスターなどを務め、様々な場所で活躍中。
■ ゲスト
ゆりやんレトリィバァ （お笑い芸人）
2013 年に吉本興業のお笑い養成所 NSC 大阪校の 35 期生として首席で卒業。2017 年
に第 47 回 NHK 上方漫才コンテストにて女性ピン芸人として初の優勝者となる。同年、第１
回「女芸人 No.1 決定戦 THE W」にて優勝。特技の英語、ダンスとピアノを取り組んだネタを
得意とする。
■ 祝辞
山本寛斎 （デザイナー／プロデューサー） ※1 部のみ
1971 年、ロンドンにおいて日本人として初めてファッション・ショーを開催。74 年から 92 年まで
パリ・ニューヨーク・東京コレクションに参加し、世界的デザイナーとしての地位を築く。現在は
スペクタクルなライブイベントのプロデューサーとして活動するほか、2016 年から 2018 年まで
熊本県山鹿市の「山鹿灯籠まつり」アドバイザーを務めるなど、幅広いジャンルで活躍中。
株式会社スクウェア・エニックス 取締役 齊藤陽介 ※2 部のみ
1993 年に株式会社エニックス（現スクウェア・エニックス）に入社。ロールプレイングゲーム「ドラ
ゴンクエスト」初のオンラインゲーム「ドラゴンクエスト X（テン）」のプロデューサーとして知られ、
2011 年から 2018 年まで「ドラゴンクエスト」シリーズの顔として活躍。2018 年に発表されたバ
ーチャルアイドルグループ「GEMS COMPANY（ジェムズカンパニー）」のプロデューサー。
鎧塚俊彦 （「Toshi Yoroizuka」オーナーシェフ） ※1 部のみ
ヨーロッパで日本人初の三ツ星レストランシェフパティシエ。2004 年に「Toshi Yoroizuka
（トシ ・ヨロイヅカ）」を開設以降、現在は東京・神奈川に 5 店舗を展開中。
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■ 開催概要
＜入学式＞
日程： 4 月 8 日（月）
時間： 1 部 12:00～13:30 ※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、レコールバンタン、
レコールバンタン 高等部、バンタンプロフェッショナルランゲージスクール
2 部 16:00～17:30 ※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
場所： ベルサール渋谷ガーデン （東京都渋谷区南平台町 16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー B1）
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Mail:

＜「Jealousy Retriever」展示＞
日程：4 月 9 日（火）～5 月 10 日（金）
時間：10:00～18:00
場所：バンタンデザイン研究所 恵比寿本校 デザイナーズメゾン 1F （東京都渋谷区恵比寿南 1-9-14）
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■ 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】

【問い合わせ先】
株式会社バンタン 広報部 / 濱田、二日市
Tel： 03-5721-6511
Email： press_vantan@vantan.co.jp

