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平成  29 年 11 月20 日 

    
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事業を行うバンタン高等学院 (本部所在地：東京都

渋谷区 代表取締役社長：石川広己)は、ファッション、ヘアメイク、ビューティ、エステ、ゲーム、アニメ、マンガ、声優、

パティシエ、調理、スケートボード、ドローンなどを勉強する学生による文化祭「Higt Fes 2017」を 2017 年11 月23 日

(木)に大阪にて、2017 年11 月26 日(日)に東京にて開催。当イベントの売上の一部はユニセフに寄付いたします。 

今年は初の取り組みとして、キリンビバレッジ株式会社（社長 堀口英樹）の大人気飲料ブランド「世界の Kitchen

から」の公認プロジェクトも実施。バンタン高等学院の 4 スクールそれぞれが「世界の Kitchen から」よりインスピレーショ

ンを受けたコンテンツを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンタン高等学院文化祭 「Hignt Fes（ハイフェス）」 とは、ファッション、ヘアメイク、ビューティ、エステ、ゲーム、アニ

メ、マンガ、声優、パティシエ、調理、スケートボード、ドローンなどを学ぶバンタン高等学院の学生による文化祭です。

様々な専門分野で学ぶバンタン生。その色とりどりの個性を活かした作品やパフォーマンスを「color」というテーマのもと

で発表します。当日はさまざまな「color」をお楽しみください。 

Hignt Fes 2017 特設HP ⇒ http://www.vantan-hs.com/highfes2017/index.php 

 

■「High Fes 2017」のポスターデザイン 

コンセプト ： 個性がきらめく色とりどりの「Color」が生み出される瞬間  

製作者  ： バンタンゲームアカデミー高等部 キャラクターデザイン専攻3 年生 

岡澤 優莉(オカザワ ユリ) さん、荒井 美瑠(アライ ミル) さん 

 

 

 

専門スキルを学ぶ高校生によるクリエイティブの祭典 

バンタン高等学院 「High Fes 2017」を開催！ 

企業との産学協同プロジェクトも実施 
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■KIRIN「世界の Kitchen から」ブランド公認プロジェクト 

 

キリンの飲料商品の中でも女性から絶大な人気を誇る「世

界の Kitchen から」ブランドとの公認プロジェクトを実施。バンタ

ングループから以下４つのスクールが参加し、学生が学ぶそれ

ぞれの専門性を活かしたコンテンツを展開します。 

 

 

 

 

ヴィーナスアカデミー 高等部 

「世界の Kitchen から」の商品をテーマにしたキャンド

ルなどの商品開発・製造・販売します 

各350 円(税込) 

 

バンタンデザイン研究所 高等部 

ヴィーナスアカデミーの学生が当日に着用するユニフォ

ームをデザインしました。 

 

バンタンゲームアカデミー 高等部 

「世界の Kitchen から」ブランドの商品をテーマにした

オリジナルキャラクターを製作、イベント当日にコースター

として配布します 

 

レコールバンタン 高等部 

「世界の Kitchen から」ブランドの商品をテーマにした

スイーツメニューを開発・製造・提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「High Fes（ハイフェス）」開催概要】 

 

入場：無料 

事前申込は不要です。当日の詳細は会場入り口の受付にてご確認いただけます。 

東京校 

2017 年11 月26 日(日) 

11:00-16:00 

バンタンデザイン研究所高等部 東京校  

デザイナーズメゾン、セッションタワー 

大阪校 

2017 年11 月23 日(木)  

11:00-16:00 

バンタン高等学院 大阪校 C キューブ 
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■その他コンテンツ紹介 

タイムスケジュールや会場については HP をご覧ください。 

  

【東京会場】  （ http://www.vantan-hs.com/highfes2017/tokyo/index.php#top ）  

 
 

-ショーコンテンツ-  

ファッション＆ダンスショー 

HAIR＆MAKE-UP LIVE 

スケートボーディング＆ムービー 

 

-サービスステージ- 

ドリンク／パン／スイーツ販売 

オリジナルグッズ販売 

ヘアメイクサロン 

アクセサリー／アパレルショップ 

-ギャラリーステージ- 

イラスト作品展示 

オリジナルゲーム／VR 展示 

トイドローン体験／映像展示 

ウォールアート フォトスポット 

【大阪会場】 （ http://www.vantan-hs.com/highfes2017/osaka/index.php ） 

 

-サービスステージ- 

ベーカリー／スイーツ／コーヒー販売 

オリジナル小物販売 

オリジナル染アイテム展示販売 

ヘアメイク／ネイルサロン 

トータルビューティサロン 

-ギャラリーステージ- 

ファッションコーディネート展示 

ヘアメイクスチール作品展示 

キャラクター作品展示 

現代風“めんこ”展示 
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■世界の Kitchen から 

・世界の Kitchen から HP ： http://www.kirin.co.jp/products/softdrink/kitchen/ 

 

■キリン株式会社 

・キリン HP ： http://www.kirin.co.jp 

 

■バンタン高等学院 

将来の仕事につながる専門知識やスキルを学べる、クリエイティブに特化した高等教育スクールです。ファッションや

ヘアメイク、パティシエ、調理・バリスタ、ビューティモデルなど様々な専門コースがあります。高卒資格の取得も可能で

す。 

・バンタンデザイン研究所 高等部 HP ： http://www.vantanhs.com/index.php 

・バンタンゲームアカデミー 高等部 HP ： http://www.vantan-gamehs.com/index.php 

・ヴィーナスアカデミー 高等部 HP ： http://www.venus-hs.com/index.php 

・レコールバンタン 高等部 HP ： http://www.lecole-hs.jp/index.php 

 

■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/ 


