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『

第63回⽇本レコード⼤賞受賞で話題のDa-iCEから
⼤野雄⼤がソロ出演、
⽩間美瑠(元NMB48)、北野⽇奈⼦(元乃⽊坂46)も出演決定
年 ⽉ ⽇ ⼟ に北海道⽴総合体育センター(愛称:北海きたえーる)で開催される北海道最⼤級
のファッションイベント『Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 AUTUMN/WINTER(以下サ
ツコレ)』。
第5弾出演者として、Da-iCEの⼤野雄⼤がアーティストステージに出演することが決定しました。
また、前回に続きスペシャルゲストとして、元NMB48の⽩間美瑠、北海道出⾝で元乃⽊坂46の北野
⽇奈⼦の出演も決定しました。
2022 10 29 ( )
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レコ⼤受賞グループDa-iCEから、実⼒派シンガーとして話題の⼤野雄⼤が出演！

■

年に「CITRUS」が第63回⽇本レコード⼤賞を受賞した⼤⼈気5⼈組男性アーティストDa-iCE
のボーカル兼パフォーマーとして活躍し、ハスキーかつ⼒強い歌声でファンを魅了する⼤野雄⼤
(from Da-iCE)の出演が決定しました。
2021

◆⼤野雄⼤(from Da-iCE)
2020年11⽉に発売した「CITRUS」が⽇本⼈男性ダンス＆ボーカルグループ史上初のサブスクリプ
ションサービス1億回再⽣を突破し、第63回⽇本レコード⼤賞を受賞するなど、いま⼤注⽬の5⼈組
男性アーティストDa-iCEのボーカル兼パフォーマー。ハスキーで⼒強くピッチが正確なボーカル⼒
と、MC中にみせるバラエティ要素とのギャップが魅⼒で、2019年にはシンガーとしてソロデ
ビューも果たす。2021年1⽉4⽇に国⽴競技場で⾏われた「2020Jリーグ YBCルヴァンカップ」決勝
にて国歌独唱の⼤役を務めた。
公式Instagram : https://www.instagram.com/da_ice_udai/
公式Twitter : https://twitter.com/Da_iCE_UDAI
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スペシャルゲストに⽩間美瑠(元NMB48)、北野⽇奈⼦(元乃⽊坂46)が決定

■

スペシャルゲストには、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の⽩間美瑠の出演が決定しました。また、⼥優として舞台やドラマで活躍する元乃
⽊坂46の北野⽇奈⼦の出演も決定しました。前回に続き⼆度⽬となる地元北海道でのランウェイに
注⽬が集まります。

◆⽩間美瑠
1997年10⽉14⽇⽣まれ ⼤阪府出⾝。
2010年、NMB48の1期⽣として活動開始。2013年、1stアルバム『てっぺんとったんで!』が初登場1
位となって以降、トップアイドルへ成⻑。同年末にはNHK『紅⽩歌合戦』に単独初出場を果たす。
2017年、『第9回AKB48選抜総選挙』で第12位にランクインし初のAKB48選抜メンバーとなる。8
⽉に発売したNMB48アルバムのリードトラック「まさかシンガポール」で単独センターに選出。12
⽉発売『ワロタピーポー』で⾃⾝初のシングル単独センターに選出。2018年、AKB48グループと韓
国の⼈気オーディション番組「PRODUCE 101」とコラボしたプロジェクト「PRODUCE 48」に参
加。
2021年8⽉31⽇、最後の1期⽣として11年間のアイドル⽣活を終えた。同年11⽉、オフィシャルファ
ンクラブ『⽩間ん家』を発表。アーティスト、モデル、YouTubeなど幅広く活動中！
公式Instagram : https://www.instagram.com/shiro36run/
公式Twitter : https://twitter.com/shiromiru36
◆北野⽇奈⼦
1996年7⽉17⽇⽣まれ、北海道出⾝。
2013年に乃⽊坂46の2期⽣として加⼊。2014年に発売した8枚⽬シングル『気づいたら⽚想い』で
初の選抜⼊りを果たした。 写真集は2018年に『空気の⾊』(幻冬舎)、2022年に『希望の⽅⾓』(⽩
夜書房)を発売。2022年4⽉にグループを卒業し、個⼈活動を開始。⼥優として舞台やドラマなどで
活躍中。
公式Instagram : https://www.instagram.com/kitanohinako_official/
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【Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 AUTUMN/WINTER 開催概要】
イベントタイトル
開催⽇
会場
チケット料⾦
主催
企画制作
演出
メディア協⼒
後援
メインスポンサー
スポンサー
フードスポンサー

英語表記 :Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 AUTUMN/WINTER
⽇本語表記:Kuu Presents 札幌コレクション 2022 AUTUMN/WINTER
2022年10⽉29⽇(⼟) 12:30開場 14:00開演 (予定)
北海道⽴総合体育センター (愛称:北海きたえーる)
所在地 : 札幌市豊平区豊平5条11丁⽬1番1号 ( http://www.kitayell.jp/ )
【販売スケジュール】
⼀般販売:9⽉3⽇(⼟)10:00〜10⽉19⽇(⽔)23:00
SS指定席 : SOLDOUT
S指定席 : 7,500円(税込)
A指定席 : 6,000円(税込)
【プレイガイド】
ローチケ: https://l-tike.com/event/mevent/?mid=419113
札幌コレクション実⾏委員会
株式会社DONUTS、UHB北海道⽂化放送株式会社、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
FCpress、Zipper、Ray (50⾳順)
北海道、北海道運輸局、北海道観光振興機構、北海道教育委員会、札幌市、札幌商
⼯会議所
北海道新聞社、AIR-G'エフエム北海道
Kuu

、のむシリカ、CRANIAGE、和らいふ、KING∞XMHU、OMO by 星野リゾー
ト、他 (ランク順)
⾬のち晴れ澄川本店、オタルポロカラ、サニーコッコ、TAMURA’S、他(50⾳順)
Tika

アリアナさくら、安⻫星来、江野沢愛美、岡崎紗絵、⾹川沙耶、景井ひな、加藤ナ
ナ、上⻄星来、新川優愛、新澤菜央、鈴⽊愛理、Niki、橋本萌花、村瀬紗英、ゆう
ちゃみ、吉⽥朱⾥、他 後⽇発表(50⾳順)
明⽇花キララ、伊藤桃々、ウチら3姉妹、川後陽菜、北野⽇奈⼦、こばしり。、佐
スペシャルゲスト 藤ノア、⽩間美瑠、聖菜、なこなこカップル、林⽥真尋、ヒカル、ひかる(おたひ
か)、ヘラヘラ三銃⼠、ゆきりぬ、他 後⽇発表(50⾳順)
ゲスト
⽯川翔鈴、神南⾥奈、ココナ、⾼鶴桃⽻、花城カレン、他 後⽇発表(50⾳順)
アーティスト
=LOVE、⼤野雄⼤(from Da-iCE)、他 後⽇発表(50⾳順)
オープニングアクト iSPY、ambitious、BANQUET、BXW with 佐藤隆⼠、他 後⽇発表(50⾳順)
MC
平成ノブシコブシ吉村崇、他 後⽇発表
ゲストモデル
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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
公式TikTok
https://vt.tiktok.com/ZSR8oN9V2/
ハッシュタグ
#サツコレ #サツコレ22AW
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
取材・およびプレスリリースに関するお問い合わせ press@sapporo-collection.jp
その他イベントに関するお問い合わせ
info@sapporo-collection.jp
■

『札幌コレクション/SAPPORO COLLECTION』について

『札幌コレクション』(略称:サツコレ)は、2007年の初開催から今回で17回⽬を迎えるファッション＆カル
チャーイベントです。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中⼼に、札幌の
マーケット活性化を⽬的として毎年開催しています。
2022年5⽉に開催された前回は、2019年以来3年ぶりとなる有観客での開催となり、多くのモデルやゲスト＆
インフルエンサーに、アーティストや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し、会場に
集まった約2,000⼈の観客を⼤いに沸かせました。今回の『Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022
AUTUMN/WINTER』にも今をときめくモデルやアーティスト、クリエイターはもちろん、 地元北海道出⾝の
モデルやインフルエンサーが多数出演予定です。「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの⼒、元
気と魅⼒を⽇本全国へ、そして世界へとお届けいたします。
■

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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