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年 ⽉ ⽇ ⼟ 開催
』第 弾出演者発表

2022 10 29 ( )
Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022
AUTUMN/WINTER
6

『

⽇本屈指のトップクリエイター・はじめしゃちょー、
SNS総フォロワー数1,700万⼈超のフォーエイト48、
マルチな才能をみせるマギー、北海道出⾝モデルのemma、
TikTokで話題の修⼀朗の出演が決定
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6弾出演者として、YouTubeチャンネル登録者数1,030万⼈を超えるトップクリエイター、はじめ
しゃちょーが決定。
アーティストステージにはフォーエイト48、鈴⽊鈴⽊、SARUKANIの3組が出演することが決定し
ました。
さらにゲストモデルとして、マギー、emma、坂東希の3名が出演。また、ゲストには修⼀朗、ロー
カルカンピオーネ、⾼鶴桃⽻(たかつる ももは)、⽯川翔鈴(いしかわ かれん)、のせりんら若い世代
から⼈気急上昇中の5組が出演します。
2022 10 29 ( )
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⼈気クリエイター・はじめしゃちょーがサツコレ初出演

スペシャルゲストとして、YouTubeチャンネル登録者数1,030万⼈超の⼤⼈気クリエイター・はじめ
しゃちょーの出演が決定いたしました。
豪邸の購⼊やアパレルグッズのコラボ、⼤規模YouTuber企画でのMC起⽤など動向に注⽬が集まる
中、昨今のコレクションではプロデュース内容やファッションが話題に。
ステージ上でも発想⼒を惜しみなく表現するはじめしゃちょーが、初めてのサツコレでどのような
出演となるか、期待が⾼まります。
◆はじめしゃちょー
「⾃由」をモットーに、実験・ドッキリ・質問への回答・商品紹介など幅広いジャンルをフリーダ
ムに投稿するクリエイター。
実験系をメインにオールジャンルでなんでもしたいことを動画にしており、体を張ったネタや、
誰もしないような斬新で⼿の込んだ動画で、若年層より圧倒的な⽀持を得ている。
公式YouTube
公式Twitter

: https://www.youtube.com/c/0214mex
: https://twitter.com/hajimesyacho
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で話題の個性豊かな新⽣アーティスト3組の出演が決定！

■ SNS

アーティストステージには、中⾼⽣の若い世代を中⼼にSNS等で注⽬を集める3組の出演が決定！
YouTubeやTikTokなどの投稿動画が話題となりSNS総フォロワー数1,700万⼈を超える男⼥7⼈組マ
ルチクリエーターのフォーエイト48、前回に続き2回⽬のサツコレ出演となる兄弟ユニットの鈴⽊
鈴⽊、ヒューマンビートボックスの国際⼤会「Grand Beatbox Battle 2021」のCREW部⾨で準優勝
に輝くなど世界的な活躍をみせるビートボックスクルーのSARUKANIが出演します。

◆フォーエイト48
YouTubeやTikTokの動画内でみせる個性的なメンバーたちによる掛け合いが話題となり、SNS総フォロ
ワー数1,700万⼈を超える男⼥7⼈組マルチクリエーター集団。2022年7⽉発売のメジャーデビューシン
グル「ロミエット」はLINE MUSICウィークリー1位、オリコン週間シングル2位、Billboard Hot 100では
9位を記録するなど、アーティストとしても⽬覚ましい活躍をみせている。
公式Instagram : https://www.instagram.com/weareteam48/
公式Twitter : https://twitter.com/WeAreTeam48
◆鈴⽊鈴⽊
兄の⼗夢(とむ)と弟の聖七(せいな)からなる兄弟ユニット。2021年8⽉リリースの「海のリビング」が
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記録し、各種チャートに軒並みランクインす
るなど⼤ヒットとなる。
公式Instagram : https://www.instagram.com/suzukisuzuki_official/
公式Twitter : https://twitter.com/tom_seina_ss
◆SARUKANI
SO-SO、RUSY、KAJI、Koheyの4⼈組ビートボックスクルー。メンバー全員が個⼈としても数々の世界
⼤会に出場するほどの実⼒者で構成されている。2021年6⽉に開催されたヒューマンビートボックスの
国際⼤会「Grand Beatbox Battle 2021」では、4⼈で出場したCREW部⾨で準優勝、メンバーのSO-SO
とRUSYで出場したTAG TEAM LOOP部⾨で⽇本⼈初の世界チャンピオンに輝いた。
公式Instagram : https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/
公式Twitter : https://twitter.com/SarukaniBeatbox
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ゲストモデルにマギー、北海道出⾝のemma、坂東希の3名が決定！

ゲストモデルには、コスメブランドを設⽴するなどクリエイティブな分野にも活躍の場を広げてい
るモデルのマギー、モデル/⼥優/タレントと幅広く活躍し、2022年6⽉にはアパレルブランドを⽴ち
上げた北海道出⾝のemma、ダンサーやモデルとしてマルチに活躍する⼀⽅、現在は⼥優としても
活動する坂東希の出演が決定しました。

◆マギー
1992年5⽉14⽇⽣まれ、兵庫県出⾝。
⽇本とカナダのハーフ。16歳でファッションモデルデビューし、2013年に1st写真集、2015年には2nd写
真集とスタイルブックを同時発売、2018年に3rd写真集を発売。2016年に『ViVi』専属モデルを卒業し、
『sweet』『BAILA』『SENSE』など多数のファッション誌に出演。
2019年にオリジナルプロテインCRASをプロデュース。2020年には⾃⾝のコスメブランド「
LAPERICUM」を設⽴し、クリエイティブな分野でも活躍の場を広げている。同年、⾞好きが⾼じて公
式YouTubeチャンネル「MAGGY‘s Beauty and the Speed」を開設し、モデルとしての活動とは異なった
⼀⾯を⾒せている。
公式Instagram : https://www.instagram.com/maggymoon/
公式Twitter : https://twitter.com/mggyy
◆emma
1994年4⽉1⽇⽣まれ、北海道出⾝。
2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。『ViVi』専属モデル、『A-Studio(TBS)』9代⽬
MCアシスタントを経て、さまざまなファッション誌でカバーを飾る傍ら、ファッションショーや、テレ
ビ、イベントなどで活躍。2020年には、『妖怪⼈間ベラ』(ドラマ・映画)にて初のヒロイン役として出
演。2021年からはSPACE SHOWER MUSIC AWARDSでメインMCを務めている。
公式Instagram : https://www.instagram.com/okss2121/
公式Twitter : https://twitter.com/okss_emma_2121
◆坂東希
1997年9⽉4⽇⽣まれ、東京都出⾝。
2011年、「VOCAL BATTLE AUDITION 3」のダンスパフォーマンス部⾨に合格し、Flower、E-girlsに加
⼊する。『Hana*chu→』『Seventeen』で専属モデルを経験し、多数のランウェイ出演実績を持つ。⼥
優としても活動し、ドラマや映画など数々の話題作へ出演している。
公式Instagram : https://www.instagram.com/nozomibando_official/
公式Twitter : https://twitter.com/bandonozomi94
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いま注⽬のTikTokクリエイターや恋愛リアリティーショー出演者らが参戦

フォロワー数約200万⼈、1投稿の平均再⽣数150万回以上を誇る⼤⼈気クリエイターの修⼀
朗、楽曲にあわせて創作したオリジナルのダンス動画が次々にバズり、数々のダンストレンドを⽣
み出している元ダンサー3⼈組クリエイターのローカルカンピオーネ、ロシアの名⾨バレエ学校に
留学し、様々なコンクールでの受賞経験をもつ北海道出⾝の現役バレリーナの⾼鶴桃⽻、恋愛リア
リティーショーへの出演で⼀躍話題となり、映画やドラマで活躍している北海道出⾝の⽯川翔鈴、
SNSに投稿するジャンルレスなファッションが注⽬され、Z世代のネクストアイコンとして話題の
モデル・のせりんの出演が決定しました。⾼鶴桃⽻とのせりんは、現在ABEMAで放送中の『オオカ
ミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演しており、特に中⾼⽣を中⼼とした若い世代から
注⽬が集まるステージとなります。
TikTok

◆修⼀朗
TikTokを開始し約2年でTikTok総フォロワーは230万⼈！
⽇本では当時全く新しい“⼤学⽣の⽇常”を紹介する『Vlog』での投稿で脚光を浴び、平均再⽣数は150万
再⽣超え。
トレンドをいち早く掴み、Vlogのほか声やテンポを⽣かした『検証』企画などマルチなコンテンツを投
稿中。
TikTokを中⼼にショート動画プラットフォームで躍進中のクリエイター。細かな分析⼒やノウハウを⽣
かし事業やメディアでも活躍中！
公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tuckinshuichiro
公式Instagram : https://www.instagram.com/shuuuuu125/
◆ローカルカンピオーネ
ローカルカンピオーネは、2020年5⽉に結成されたZ世代に圧倒的な⽀持を得る三⼈組ダンスグループ。
TikTokを始めてわずか半年でフォロワー50万⼈を突破し現在85万⼈超え。
彼らが使った楽曲は必ずバズると⾔われており、ムーブメントを作り出す⽴ち位置を確⽴し、流⾏した
楽曲のジャンルは幅広く、実際に本国のBillboardへの掲載やアーティスト本⼈が振付を踊るなど、国内
外問わず⼈気！
彼らの活動の幅はとどまるところを知らず2021年5⽉には、1st シングル「KOUMIETE」をリリースし、
TikTokerの枠を超えて活動する今最もアツく才能に溢れる三⼈組！
公式TikTok : https://www.tiktok.com/@localcampione
公式Instagram : https://www.instagram.com/localcampione/
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◆⾼鶴桃⽻
2003年5⽉23⽇⽣まれ、北海道出⾝。
ロシアの名⾨バレエ学校に留学し、様々なコンクールでの受賞経験があるバレエ歴17年の現役バレリー
ナ。ロシアからの帰国を機に⾼校卒業後、2022年8⽉に『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されな
い』(ABEMA)にて本格的な芸能活動をスタートさせる。
公式Instagram : https://www.instagram.com/momoha2003523/
公式Twitter : https://twitter.com/sweets_suki3
◆⽯川翔鈴
2003年3⽉28⽇⽣まれ、北海道出⾝。
2019年に放送された恋愛リアリティーショーへの出演をきっかけに⼈気となり、モデルや歌⼿活動の
他、様々なCMやドラマへ出演している。2020年11⽉には、⾃⾝のファッションブランド「FlyingBelle
」を⽴ち上げるなど活動の幅を広げている。
公式Instagram : https://www.instagram.com/karen__i328/
公式Twitter : https://twitter.com/karen__i328
◆のせりん
2003年3⽉25⽇⽣まれ、東京都出⾝。
⾼校在学中よりファッションモデルとして活動を開始し、わずか1年でInstagramフォロワー数2万⼈を突
破。アパレルブランドのモデルやファッションショー出演など活動の幅を広げている。SNSなどで発信
する⾃由なライフスタイルやジャンルレスなファッションセンスが、Z世代のネクストSNSアイコンと
して若者の注⽬を集めている。
公式Instagram : https://www.instagram.com/noserln/
公式TikTok : https://www.tiktok.com/@noserln_
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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、emma、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、坂東
希、マギー、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、はじめしゃちょー、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)
⽯川翔鈴、神南⾥奈、ココナ、修⼀朗、⾼鶴桃⽻、のせりん、花城カレン、ローカ
ゲスト
ルカンピオーネ、他 後⽇発表(50⾳順)
=LOVE、⼤野雄⼤(from Da-iCE)、SARUKANI、鈴⽊鈴⽊、フォーエイト48、他 後
アーティスト
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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EMODA GYDA LIP SERVICE MURUA RESEXXY ROYAL PARTY (
)

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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