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 5⽉29⽇(⽇)開催 
 『Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER』 

 第4弾出演者を発表！ 
 北海道出⾝の⼋⽊アリサら豪華出演者が続々決定！ 

 TikTok国内⼥性No.1フォロワー数の景井ひな、 
 ⼤⼈気YouTuberによる特別ユニット・中町三兄妹らの出演が決定！ 

 MCは北海道出⾝の⼈気お笑い芸⼈・バービー、 
 メインスポンサーに「Kuu」が決定！ 

 5⽉29⽇(⽇)に札幌コンベンションセンターで開催される北海道最⼤のファッションイベント『Kuu 
 Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER』 (略称:サツコレ 2022 SS) の第4弾 
 出演者に、ゲストモデルとして北海道札幌市出⾝の⼈気モデル・  ⼋⽊アリサ  ら3名、コラボモデル 
 として元NMB48の  ⽩間美瑠  ら9名が決定しました。 
 また、⼤⼈気YouTuberのジュキヤと中町兄妹による特別ユニット・  中町三兄妹  や、代表曲「海のリ 
 ビング」がSNS等で話題の  鈴⽊鈴⽊  の出演も決定しています。 
 さらに当⽇イベントを盛り上げるMCを、北海道出⾝の⼈気お笑い芸⼈・  バービー  が務めることが 
 決定しました。 
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 ■ ゲストモデルに、⼋⽊アリサ、景井ひな、橋本萌花の出演が決定 
 ゲストモデルとして、数々の⼈気ファッション誌のモデルを務めながら⼥優としても活躍の場を広 
 げている北海道札幌市出⾝の  ⼋⽊アリサ  、TikTok国内⼥性No.1フォロワー数を誇る  景井ひな  、"美し 
 すぎるUber Eats配達員＆社⻑令嬢"として話題の  橋本萌花  の出演が決定しました。 

 ■ コラボモデルに、⽩間美瑠、皆藤空良、かとみか、聖菜、⽥向星華らの出演が決定 
 コラボモデルには、アーティスト/モデル/YouTuber/ラジオパーソナリティとして幅広く活躍してい 
 る元NMB48・  ⽩間美瑠  の出演が決定しました。また、次世代俳優発掘オーディション「NTTぷらら 
 presents ホリプロ ネクスト produced by 美男⼦図鑑」のファイナリストである  皆藤  空良  、『nuts』 
 専属モデルの  かとみか  、  ⽥向星華  、  松葉愛海  の3名、『egg』専属モデルの  聖菜  と  みりちゃむ  、沖縄 
 で結成されたモデルアイドルグループ「OBP」のメンバーである  神南⾥奈  と  COCONA  も出演いた 
 します。 
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 ■ ゲスト＆インフルエンサーに、ジュキヤと中町兄妹による特別ユニット・中町三兄妹ら 
 の出演が決定 
 ゲスト＆インフルエンサーとして、YouTubeチャンネル登録者数248万⼈を誇る  ジュキヤ  と、同じ 
 くYouTubeチャンネル登録者数100万⼈超の  中町兄妹  による特別ユニット・  中町三兄妹  の出演が決 
 定いたしました。 
 また、AbemaTVにて2022年5⽉15⽇(⽇)から放送予定のドラマ「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss 
 me like a princess〜」への出演で話題となっている  橋下美好  と  松川星  も出演いたします。 

 ■ アーティストステージには、鈴⽊鈴⽊の出演が決定 
 アーティストステージには、SNSやサブスクリプションサービスで驚異的な再⽣回数を誇る代表曲 
 「海のリビング」で話題の兄弟ユニット・  鈴⽊鈴⽊  の出演が決定しました。 
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 ■ MCはバービーとUHB北海道⽂化放送アナウンサーの柴⽥平美が担当 
 MCは、北海道出⾝の⼈気お笑い芸⼈・  バービー  と、UHB北海道⽂化放送アナウンサーの  柴⽥平美 
 が務めることが決定しました。 

 ■ メインスポンサーはKuuに決定 
 本イベントのメインスポンサーはKuuに決定いたしました。これに伴い、イベント名は「Kuu 
 Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER」となります。 

 【「Kuu」とは】 
 株式会社Qvouが⼿がける美容プロジェクト。Kuu Aqua free seriesは、原料に⽔を⼀切使⽤せずコ 
 ラーゲンエキスや美容液成分(※)をふんだんに配合しており、髪のダメージ補修や切れ⽑予防、カ 
 ラーケア、ハリコシのUP・酸化保護など、幅広い効果をもたらし、サロン以上の仕上がりを実現し 
 ます。 

 ※洗浄成分を除く 

 「Kuu」公式サイト :  https://kuu.shop/ 

 【Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER 開催概要】 

 タイトル  Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER 

 開催⽇  2022年5⽉29⽇(⽇) 13:00開場 14:00開演(予定) 

 会場  札幌コンベンションセンター 
 (札幌市⽩⽯区東札幌6条1丁⽬1-1) 

https://kuu.shop/
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 チケット料⾦  ■販売スケジュール 
 ⼀般販売 : 4⽉16⽇(⼟)10:00〜5⽉18⽇(⽔) 
 A指定席 : 5,000円(税込) 

 ■プレイガイド 
 ローチケ  https://l-tike.com/sapporo-collection-ss/ 

 ※チケットは完売次第、販売終了 
 ※チケットに関するお問い合わせ先 :  ticket@sapporo-collection.jp 

 主催  札幌コレクション実⾏委員会 

 企画制作  株式会社DONUTS、UHB北海道⽂化放送、有限会社ズノーネットワーク 
 ス、株式会社エリオ 

 演出  有限会社ズノーネットワークス 

 メディア協⼒  Zipper、Ray (50⾳順) 

 メインスポンサー  Kuu 

 スポンサー  Tika、聖⼼美容クリニック(医療法⼈社団 美翔会)、Miru、 
 美⼥navi(BIJONAVI 株式会社)、JAグループ北海道、天下糖⼀プロジェク 
 ト、中和興産、株式会社キャリー、株式会社TUM、株式会社Themiss、 
 株式会社アクシスワン、株式会社MIRAGEM、株式会社Diffuse、気軽に 
 EC『Lea = レア』、YOSHINANI、積⽔ハウス、他  (ランク順) 

 ゲストモデル  安⻫星来、岡崎紗絵、⾹川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、上⻄星来、鈴⽊ 
 愛理、那須ほほみ、Niki、橋本萌花、マギー、村瀬紗英、⼋⽊アリサ、ゆ 
 うちゃみ、吉⽥朱⾥、他(50⾳順) 

 コラボモデル  明⽇花キララ、伊藤桃々、皆藤空良、かとみか、神南⾥奈、COCONA、 
 椎名美⽉、⽩間美瑠、聖菜、⽥向星華、松葉愛海、みりちゃむ、他(50⾳ 
 順) 

 ゲスト＆ 
 インフルエンサー 

 ウチら3姉妹、中町三兄妹、なこなこカップル、  Hinata、  橋下美好、 
 Hinata、  松川星、三原⽻⾐、安井南、他(50⾳順) 

 MC  バービー、柴⽥平美 

 アーティスト  asmi、新しい学校のリーダーズ、鈴⽊鈴⽊、yama、他(50⾳順) 

 オープニングアクト  OHL、BXW (50⾳順) 

 ブランド  EGOIST、EMODA、GYDA、LIP SERVICE、MURUA、RESEXXY、 
 rienda、ROYAL PARTY、他(アルファベット順) 

https://l-tike.com/sapporo-collection-ss/
mailto:ticket@sapporo-collection.jp
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 公式サイト  https://sapporo-collection.jp/ 

 公式Twitter  https://twitter.com/satsucolle 

 公式Instagram  https://www.instagram.com/sapporo.collection/ 

 公式LINE＠  https://lin.ee/xzNGaCm 

 お問い合わせ窓⼝ 

 協賛・出展・広告出稿に関するお問い合わせ  sales@sapporo-collection.jp 

 チケットに関するお問い合わせ  ticket@sapporo-collection.jp 

 取材・およびリリースに関するお問い合わせ  press@sapporo-collection.jp 

 後援に関するお問い合わせ  info@sapporo-collection.jp 

 ■ ライブ配信アプリ「ミクチャ」について 
 ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12⽉より運⽤を開始し、国 
 内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の⽉間訪問者数は500万⼈を超えています。2020年7⽉に 
 サービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。 

 ◆ 公式サイト :  https://mixch.tv  (PC、スマートフォン共通) 
 ◆ アプリダウンロードURL :  https://app.adjust.com/b0fixdw 

 ■ 株式会社DONUTSについて 
 社名  : 株式会社DONUTS 
 所在地  : 東京都渋⾕区代々⽊2-2-1 ⼩⽥急サザンタワー8階 
 代表者  : 代表取締役 ⻄村啓成 
 設⽴  : 2007年2⽉5⽇ 
 事業内容  : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、 

 出版メディア事業 
 企業サイト  :  https://www.donuts.ne.jp/ 
 採⽤情報  :  https://www.wantedly.com/companies/donuts2007 
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