PRESS RELEASE

報道関係各位

即⽇情報解禁
札幌コレクション実⾏委員会

北海道出⾝の⼋⽊アリサや北野⽇奈⼦、バービー(MC)
asmi、中町三兄妹、ゆうちゃみ らが出演！
プロサッカー選⼿・鈴⽊武蔵がシークレットゲストで登場！
『Kuu Presents サツコレ 2022 SS』閉幕

年ぶりの有観客開催、北海道に集結した豪華メンバーに会場が熱狂！
北海きたえーるにて次回「サツコレ 2022 A/W」の開催も発表。
超速先⾏チケット発売中！
【速報レポート】

3

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)が5⽉29⽇(⽇)に札幌コンベンションセンターで開催
されました。2019年以来、3年ぶりとなる有観客での開催となった今回は、50名のモデル、9組の
ゲスト＆インフルエンサー、4組のアーティストにシークレットゲストらを加えた豪華な⾯々が北
の⼤地に集結。会場に集まった約2,000⼈の観客を⼤いに沸かせ、⼤盛況のうちに幕を閉じまし
た。
当⽇の様⼦は株式会社DONUTS(東京都渋⾕区、代表取締役：⻄村啓成)が開発・運営するライブ
配信＆動画アプリ「ミクチャ」でも無料配信され、多くの⽅に視聴いただきました。
（5⽉30⽇(⽉) 18:00よりアーカイブ配信開始予定）
また、次回の『SAPPORO COLLECTION 2022 AUTUMN/WINTER』が今年10⽉29⽇(⼟)に北海
きたえーる(札幌市豊平区)で開催されることやチケット超速先⾏受付も初めて発表され、会場から
は⼤きな拍⼿が沸き起こりました。
『SAPPORO COLLECTION 2022 AUTUMN/WINTER』超速先⾏販売サイト：
https://l-tike.com/event/mevent/?mid=419113
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北海道出⾝のモデル・⼋⽊アリサがトップバッターを飾る！

■

PARCO PRESENTS FASHION STAGEのファーストフェイスとして登場したのは北海道出⾝の
⼋⽊アリサ！モノトーンの花柄が⽬を惹くワンピースの裾を翻しながら柔らかな微笑みを⾒せ、出
⾝地である北海道・札幌の観客を前に貫禄のウォーキングを披露しました。

ゆうちゃみはヌーディーなタンクトップで可
憐なウォーキングを披露！
■

令和の⽩ギャルとも称されるゆうちゃみが姿を⾒
せると、会場のあちこちで観客のみなさんが⼿を
振って応援の気持ちを届ける様⼦が⾒えました。
ヌーディーなタンクトップと細かなプリーツが揺れ
るフレアスカートで颯爽とランウェイを歩き、⼤⼈
びた雰囲気で観客を魅了しました。

ステージでは鈴⽊愛理がヘアケアのこだ
わりを披露！
■Kuu

最⾼級ヘッドスパサロンが開発した、今までにな
いヘアケアブランド「Kuuステージ」では、歌⼿/モ
デル/⼥優など幅広い活躍で⼈気を博す鈴⽊愛理が
堂々としたウォーキングを披露。昨夜はKuuのヘア
ケアアイテムを使⽤したという艶やかな髪を披露し
た鈴⽊愛理は「髪の⽑は⼀⽣付き合っていくものだ
から贅沢したい」とヘアケアへのこだわりを語りま
した。
また、会場後⽅に設けられたブースでは「⼤感動です！」と鈴⽊愛理も絶賛したKuuのボディク
リームを実際に試すことができ、「いい⾹り！」「パッケージが可愛い！」などと有観客開催なら
ではの賑わいを⾒せていました。

乃⽊坂46卒業後初のイベント出演となった北野⽇奈⼦！

■

4⽉30⽇に乃⽊坂46を卒業したばかりの、北海道
出⾝の北野⽇奈⼦が「TTU/JOVSステージ」にコラ
ボモデルとして登場！MC2⼈から⽩いワンピースを
褒められると、はにかんだ表情を⾒せました。グ
ループを卒業してから初めてのイベント出演とな
り、独り⽴ちへの緊張や美容へのこだわりについて
語りました。
「北海道に戻ってきてのイベント出演はすごく嬉
しいし、すごく緊張しています。⼀⼈での出演とい
うのも初めてですが、こんなに素敵なステージに⽴
ててありがたいと感じています。今⽇からは楽屋も
⼀⼈で寂しい気持ちもあります。」
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が代表曲「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi
」を含む3曲を披露
■asmi

を中⼼にネット上で注⽬を集める新世代シン
ガー がアーティストステージに登場！最新曲の「
」から始まり、「Call me」、ラストは代表曲の
「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」を歌い上げ、透き通
るような⼼地の良い歌声で観客を魅了しました。
SNS
asmi
PAKU

を務めた⼈気お笑い芸⼈のバービーが、地元
北海道への想いを語る
■MC

2016年以来6年ぶりの出演となる北海道出⾝のバー
ビーは、MCとして登場するとランウェイを縦横無尽
に駆け回ってあちらこちらでポージングを披露。「ラ
ンウェイって意外と⻑いのね！」と息を切らせながら
も、終始明るくステージを盛り上げました。

シークレットゲストとしてサッカー選⼿・鈴⽊
武蔵(元北海道コンサドーレ札幌)が登場！
■

シークレットゲストとして、⽇本代表選出経験もあ
る現役プロサッカー選⼿の鈴⽊武蔵が登場！2020年ま
で北海道コンサドーレ札幌で活躍し、現在はベルギー
でプレーする選⼿の突然の登場に、観客からは熱い視
線が注がれました。
⾃⾝が主催する中学⽣向けのサッカー⼤会「
MUSASHI CUP」をちょうど前⽇に旭川で開催したと
いう鈴⽊選⼿は、バービーさんに「次のサッカー教室
にはぜひプレーヤーとして参加してください」と声を
かけ、楽しいトークを繰り広げました。

中町三兄妹は観客を巻き込んだサプライズ演
出！
■

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(中
町JP、中町綾)による特別ユニット・中町三兄妹が出
演しました。ランウェイの途中で中町JPが観客席に降
り、観客2⼈をステージに連れ出す、驚きの演出も⾶
び出しました！
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トークコーナーでは、「実は三⼈でステージに⽴つのは初めてなんです」と明かしました。中町
綾が「今⽇は私たちのブランドである『JUST A NOON』の服を着ていて、新作が今⽇発売で
す！」と⾃⾝のブランドをアピールすると、ジュキヤも「僕も告知していいですか？再来週に美容
院へ⾏きます！」と続け、3⼈ならではの息の合ったトークで会場を⼤いに盛り上げました。
なお各ブランドや協賛ステージなど、詳細レポートにつきましては近⽇公開予定です。

【Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER 開催概要】
タイトル
開催⽇
会場

Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER

年5⽉29⽇(⽇) 14:00開演
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)
2022

主催
企画制作
演出
メディア協⼒
メインスポンサー
スポンサー

札幌コレクション実⾏委員会
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
有限会社ズノーネットワークス
Zipper、FCPress、FCPress、Ray (50⾳順)

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)
明⽇花キララ、伊藤桃々、皆藤空良、かとみか、神南⾥奈、北野⽇奈⼦、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)
ウチら3姉妹、中町三兄妹、なこなこカップル、橋下美好、バンダリ亜砂也、Hinata、松川
星、三原⽻⾐、安井南、他(50⾳順)
鈴⽊武蔵
バービー、柴⽥平美
asmi、新しい学校のリーダーズ、鈴⽊鈴⽊、yama、他(50⾳順)
ambitious、OHL、BXW (50⾳順)

コラボモデル
ゲスト＆
インフルエンサー
シークレットゲスト
MC

アーティスト
オープニングアクト

Kuu

、聖⼼美容クリニック(医療法⼈社団 美翔会)、Miru、Jovs(TTU株式会社)、JeogSeoul
株式会社)、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、札幌PARCO、中和興産、ReFa、株式会社キャリー、株式会社TUM、株式会社Themiss、
KING♾XMHU、札幌ベルエポック製菓調理専⾨学校、札幌ベルエポック美容専⾨学校、
ALTICORNATURE、株式会社アクシスワン、健康ツインズ、サッポロビール、SHEIN、パー
ソナライズビューティケア FUJIMI(フジミ)、リジュアップ、株式会社MIRAGEM、株式会社
Diffuse、積⽔ハウス、株式会社ispec、気軽にEC『Lea = レア』、HANATSUYU、
YOSHINANI、WhiteningCafe / ホワイトニングカフェ、他(ランク順)
Tika
(TTU
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、EMODA、GYDA、LIP SERVICE、MURUA、RESEXXY、rienda、ROYAL PARTY
、他 アルファベット順)
EGOIST
(

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＆動画アプリ「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
所在地
代表者
設⽴
事業内容
企業サイト
採⽤情報

株式会社
東京都渋⾕区代々⽊ ⼩⽥急サザンタワー8階
代表取締役 ⻄村啓成
年⽉⽇
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

:
DONUTS
:
2-2-1
:
: 2007 2 5
:

: https://www.donuts.ne.jp/
: https://www.wantedly.com/companies/donuts2007
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