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国内外の有名ファッションスクール４校と
ＷＥＡＲを活用したファッショニスタコンテストを今秋開催！
〜 グランプリには賞金 100 万円！文化服装学院・バンタンデザイン研究所ではゲストを迎え表彰式を実施 〜

株式会社スタートトゥデイ（千葉県千葉市、代表取締役：前澤 友作）が運営するファッションコーディネートアプリ「WEAR」は、文化服装学院（東
京都渋谷区、学院長：小杉早苗）・バンタンデザイン研究所（東京都渋谷区、代表取締役専務：石川広己）と、ニューヨークのファッションスクー
ル「Pratt Institute」「LIM College」にて、WEAR を活用したファッショニスタコンテストを開催いたします。

国内のコンテストでは、各校にてエントリーした学生が、約１ヶ月のコンテスト期間中に WEAR にコーディネートを投稿し、投稿されたコーディネー
トの「平均いいね数」等を評価基準として、WEAR での人気度やファッションセンスを競います。コンテストの状況は随時各校の特設ページより確
認することが可能です。またグランプリ（1 名）には賞金 100 万円、当社 WEAR 担当者が選ぶ特別賞「STARTTODAY 賞」（1 名）・WEARISTA※
が選ぶ特別賞「WEARISTA 賞」（1 名）にはそれぞれ 10 万円を進呈いたします。
またコンテスト表彰式は、各校の文化祭にて、スペシャルイベントと共に実施いたします。文化服装学院では 11 月 3 日開催の文化祭にて、人
気モデルの田中里奈さん、武智志穂さん、村田倫子さんをゲストに迎えたトークショーを実施。バンタンデザイン研究所では 10 月 18 日開催
の文化祭にて、女優・モデルの高橋愛さんが、ファッションショーにスペシャルゲストとして参加いたします。
海外ファッションスクールとのコンテストでは、海外第一弾として、ニューヨークにあるファッションスクール「Pratt Institute」「LIM College」での開
催が決定しております。ニューヨーク 2 校では日本での開催と異なり、各校のコンテスト期間中の「総合グランプリ」1 名と、「月間 MVP」を毎月
1 名それぞれ選出する予定です。また今回のコンテストを皮切りに、アメリカ全土はもちろんのこと、世界各国のファッションスクールでのコンテ
スト実施も予定しております。
※ファッションコーディネートアプリ WEAR では、公式のファッショニスタを「WEARISTA（ウェアリスタ）」と呼びます

WEAR × 文化服装学院・バンタンデザイン研究所「FASHIONISTA CONTEST」概要
■名称
： WEAR presents SCHOOL FASHIONISTA CONTEST
■参加校 ： 文化服装学院、バンタンデザイン研究所
■内容
： エントリーした学生が「BUNKA FASHIONISTA CONTEST」「VANTAN FASHIONISTA CONTEST」と各校オリジナルのタグを
付けて WEAR にコーディネートを投稿します。約１ヶ月のコンテスト期間中に投稿されたコーディネートの「平均いいね数」等
を評価基準として、WEAR 上での人気度、ファッションセンスを競います。
■賞金
：
・総合グランプリ
100 万円
・WEAR 担当者が選ぶ「STARTTODAY 賞」
10 万円
・WEARISTA が選ぶ「WEARISTA 賞」
10 万円

■文化服装学院・バンタンデザイン研究所「FASHIONISTA CONTEST」各校詳細
※表彰式当日の取材も可能ですので、ご希望の方には別途ご案内いたします
＜文化服装学院＞
・コンテスト期間
・特設ページ
・表彰式
・特別イベント

：
：
：
：

9 月 21 日(月)～10 月 20 日(火)
http://wear.jp/rd/bunka-fc/
11 月 3 日(祝) ※同校文化祭にて発表
表彰式に伴い、スペシャルゲストに人気モデルの田中里奈さん、武智志穂さん、村
田倫子さんを迎え、トークショーを行います。

＜バンタンデザイン研究所＞
・コンテスト期間
： 9 月 15 日(火)～10 月 14 日(水)
・特設ページ
： http://wear.jp/rd/vantan/
・表彰式
： 10 月 18 日(日) ※同校文化祭にて発表
・特別イベント
： 表彰式に伴い、同校デビューコレクション「VANTAN CUTTING EDGE 2015」にて、
女優でモデルの高橋愛さんが、人気ブランド「BUBBLES」と同校学生がコラボした
ファッションショーにスペシャルゲストとして参加いたします。

WEAR × ニューヨークファッションスクール「FASHIONISTA CONTEST」概要
■名称
： WEAR presents SCHOOL FASHIONISTA CONTEST
■参加校 ： Fashion Institute of Technology、Pratt Institute、LIM College
■内容
： エントリーした学生が各校オリジナルのタグを付けて WEAR にコーディネートを投稿します。コンテスト期間中に投稿されたコーディ
ネートを独自の審査基準で評価し、WEAR 上での人気度、ファッションセンスを競います。なお、表彰式の予定はございません。
■賞金
：
・総合グランプリ
10,000 USD
・月間 MVP
1,000 USD
■ニューヨークファッションスクール「FASHIONISTA CONTEST」各校詳細
＜Pratt Institute （プラット・インスティテュート）＞
1887 年に創立。アートの専門大学として全米最大規模を誇り、とくにデザイン分野に定評がある。卒業生にはロジャー・
クック、ジェレミー・スコットなど他分野のデザイナーがいる。

・コンテスト期間
・特設ページ

：10 月 4 日(日)～ 2016 年 4 月下旬
： http://wear.jp/rd/pratt/

＜LIM College （エルアイエムカレッジ）＞
1939 年に創立。ファッションビジネスに特化した専門のカレッジ。LIM は Laboratory Institute of Merchandising の略で、
ファッション業界の中で即戦力となる人材を育てることをミッションにしているカレッジ。

・コンテスト期間
・特設ページ

：10 月 1 日(木)～11 月 29 日(日)
： http://wear.jp/rd/lim/

ファッションコーディネートアプリ「WEAR」について
WEAR は、世界各国からコーディネートを検索・投稿できるファッションコーディネートアプリサービスです。モデルやショップスタッ
フ、デザイナーなどファッション感度の高いユーザーが投稿したコーディネートは 300 万枚以上！アイテムやキーワードでコーディ
ネートを検索できます。他にも、お手持ちのアイテムをアプリ上に保存できる「マイクローゼット」や、ファッション好きのユーザーと
交流できる「SNS 機能」などファッションをより楽しんでいただける機能が満載です。
■サービス開始日
■アプリ DL 数
■対応機種

： 2013 年 10 月 31 日
： 550 万ダウンロード （2015 年 6 月末時点）
： iOS（iOS 7.0 以降）、Android（4.0 以上）

【本リリースに関するお問合せ先】
スタートトゥデイ広報担当 大村・角田（ツノダ）

TEL: 043-213-9003
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■アプリ利用料金
■コーディネート投稿数

： 無料
： 300 万件以上 （2015 年 8 月末時点）
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〒261-7116 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト16F
代表取締役 前澤 友作
1998年5月21日
資本金 1,359, 903千円

