
 PRESS RELEASE 
 報道関係各位 

 情報解禁⽇時 : 2023.2.28 12:00 
    札幌コレクション実⾏委員会 

 5⽉7⽇(⽇)開催 
 『SAPPORO COLLECTION 2023 SPRING/SUMMER』 

 ⼤⼈気ロックバンド・Novelbrightの⽵中雄⼤が 
 サツコレに初出演決定！ 

 若い世代を中⼼に⼈気を誇るanoやLIL LEAGUE、 
 北海道出⾝モデルのemmaやトップクリエイターのヒカルなど 

 豪華出演者を追加発表 
 2023年5⽉7⽇(⽇)に札幌コンベンションセンター(札幌市⽩⽯区)で開催される北海道最⼤級の 
 ファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2023 SPRING/SUMMER』(略称:『サツコレ 
 2023SS』)。 

 北海道出⾝モデルの  emma  や⼈気⼥性ファッション誌『Ray』の専属モデルを務める  加藤ナナ  な 
 ど、豪華ゲストモデルの出演が続々と決定しました。アーティストステージには5⼈組⼈気ロック 
 バンド・Novelbrightのボーカリスト、  ⽵中雄⼤  のサツコレ初出演が決定しました。また、同じくサ 
 ツコレ初出演となる  ano  と、前回に続き2回⽬のサツコレ出演となる  LIL LEAGUE  もアーティストス 
 テージでパフォーマンスを披露します。 

 さらに、今回も益若つばさと和⽥直希が編集⻑をつとめるファッション＆カルチャー雑誌『 
 TOKYODOT(トーキョードット)』との特別ステージの実施が決定し、⼈気クリエイターの  ヒカル  を 
 始め、  川後陽菜  、  林⽥真尋  、  みっき〜  、  ロケマサ  などが出演いたします。 

 また、チケットの⼀般販売を2⽉28⽇(⽕)12:00より開始しました。S席は好評につき完売のため、A 
 席のみの販売となります。 
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 ■前回に続き、北海道出⾝のemmaがゲストモデルとして出演決定 
 ゲストモデルには、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  の前回に続く出演が決定。さらに、⼈気⼥性ファッション誌『Ray』の 
 専属モデルから、テレビやラジオでも活躍中の  加藤ナナ  の出演を追加発表しました。 
 また、話題のドラマに⽴て続けに出演し注⽬を集めている  乃中瑞⽣  、スーパー戦隊シリーズへの出 
 演で話題となっている⼥性ファッション誌『ViVi』専属モデルの  村上愛花  の出演も決定しました。 
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 ■『TOKYODOT』との特別ステージ「SAPPORODOT」を今回も実施！ 
 益若つばさと和⽥直希が共同編集⻑を務め、「学校では教えてくれない教科書」をテーマにした 
 ファッション＆カルチャー雑誌『TOKYODOT』との特別ステージを今回も実施することが決定し 
 ました。 

 ステージには、YouTubeチャンネル登録者数485万⼈超を誇る⼤⼈気クリエイターの  ヒカル  、ヒカ 
 ルが率いるYouTuberグループ「NextStage(ネクステ)」で活動する  みっき〜  と  ロケマサ、  4  ⼈組ガー 
 ルズグループ「Youplus(ユープラス)」として活動する元乃⽊坂46の  川後陽菜  と元フェアリーズの  林 
 ⽥真尋  などといった今をときめくモデルやYouTuber、クリエイターがスペシャルゲストとしてラン 
 ウェイに登場します。 

 『TOKYODOT』 
 公式Instagram  :  https://www.instagram.com/tokyodotmag/ 
 公式Twitter  :  https://twitter.com/tokyodotmag 
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 ■アーティストステージには⽵中雄⼤(from Novelbright)が初出演！ 
 毎回観客を⼤いに沸かせるアーティストステージには、  ⽵中雄⼤(from Novelbright)  のサツ  コレ初 
 出演が決定しました。Novelbrightは、2022年6⽉に⽇本武道館での2⽇間のワンマンライブを成功 
 させるなど、いま注⽬の5⼈組ロックバンドです。中でもボーカリストの⽵中雄⼤は、⾃⾝の 
 YouTubeチャンネルに投稿したカラオケ動画が公開から約2ヶ⽉で318万回以上再⽣されるなど、そ 
 のハイトーンボイスと圧倒的な歌唱⼒が話題となっています。サツコレでのソロ初パフォーマンス 
 にもぜひご期待ください。 

 さらに、⾳楽活動に加えてタレント/⼥優/モデルとマルチに活動している  ano  もサツコレ初出演が決 
 定。2022年10⽉オンエアのTVアニメ『チェンソーマン』のエンディング・テーマに楽曲が採⽤さ 
 れるなど、若い世代を中⼼に絶⼤な⼈気を誇ります。また、LDH史上最⼤のオーディション「 
 iCON Z 2022 〜Dreams For Children〜」から誕⽣した6⼈組男性グループ  LIL  LEAGUE(リルリー 
 グ)  の2回連続出演も決定するなど、いま話題の豪華アーティストによる北の⼤地でのパフォーマン 
 スに注⽬が集まります。 
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 【SAPPORO COLLECTION 2023 SPRING/SUMMER 開催概要】 

 イベントタイトル  英語表記 :SAPPORO COLLECTION 2023 SPRING/SUMMER 
 ⽇本語表記:札幌コレクション 2023 SPRING/SUMMER 

 開催⽇  2023年5⽉7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://www.sora-scc.jp/ 

 チケット料⾦ 

 【⼀般販売(先着)】 
 2⽉28⽇(⽕)12:00〜4⽉19⽇(⽔)23:59 
 S指定席:完売 
 A指定席:5,000円(税込) 

 【プレイガイド】 
 ローチケ  :  https://l-tike.com/sapporo-collection2023-ss/ 
 チケットぴあ:  https://w.pia.jp/t/sapporo-collection2023/ 

 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  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 

 演出  有限会社ズノーネットワークス 

 メディア協⼒  FCPress、Zipper、Ray (50⾳順) 

 スポンサー  Tika、次世代タレント発掘プロジェクト、株式会社ヴィクトリー、札幌デンタルケア、和らいふ、 
 CRANIAGE、他 (ランク順) 

 ゲストモデル 
 アリアナさくら、安⻫星来、江野沢愛美、emma、岡崎紗絵、景井ひな、加藤栞、加藤ナナ、⼩室 
 安未、上⻄星来、新澤菜央、鈴⽊愛理、Niki、乃中瑞⽣、古⽥愛理、村上愛花、他 後⽇発表(50⾳ 
 順) 

 モデル  上原沙⼸理、⼤平萌笑、森みはる、他 後⽇発表(50⾳順) 

 スペシャルゲスト  明⽇花キララ、伊藤桃々、川後陽菜、ジュキヤ、聖菜、中町JP、林⽥真尋、バンダリ亜砂也、ヒ 
 カル、ひかる(おたひか)、みっき〜、ロケマサ、渡辺みり愛、他 後⽇発表(50⾳順) 

 ゲスト  ⾼橋かの、他 後⽇発表 

 アーティスト  ano、SARUKANI、⽵中雄⼤(from Novelbright)、LIL LEAGUE、他 後⽇発表(50⾳順) 

 シューティング 
 アクト  久保あおい、他 後⽇発表 

 ブランド  AZUL BY MOUSSY、GYDA、LIP SERVICE、MURUA、RESEXXY、ROYAL PARTY、他 後⽇発 
 表(アルファベット順) 
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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://www.tiktok.com/@satsucolle_official 

 ハッシュタグ  #サツコレ #サツコレ23SS 

 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 
 「SAPPORO COLLECTION / 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18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、毎年開催されてきました。 

 2022年10⽉に開催された前回は総勢152名の豪華出演者がステージに登場し、のべ約4,000⼈のリアル会場に 
 集まった観客とオンラインでご覧になった数多くの視聴者を⼤いに沸かせました。 

 今回の『SAPPORO COLLECTION 2023 SPRING/SUMMER』にも今をときめくモデルやアーティストはも 
 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  : 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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