
厳正な審査を通過した学生クリエイターが集い、 
作品展示を行う合同展覧会です。 

作品から求職者と出会う『ViViViT』の仕組みをリアルイベント化し、
出展学生に対してピンポイントでスカウトをかけることが可能です。 

作品審査と人柄審査を同日に行うことができるため、 
効率のいい採用の場としてもご活用いただけます。

ビビビット展



WORKS
展示作品のジャンル

関西会場：30名

関東会場：80～85名

グラフィック部門：10名 
UI部門　　　　   ：10名 
3DCG部門           ：10名

グラフィック部門 
UI部門 
3DCG部門　 
ゲームUI部門      
イラスト部門      

：20名前後
：20名前後

：10名前後
：20名前後

クオリティ審査を経た 
下記の作品が展示されます。 
※1人１作品ではなく、複数点ずつ展示します。

：10名前後

▲過去参加者作品より一部抜粋。転用転載等はご遠慮ください。



ADVANTAGE 
ビビビット展の強み

部門を限定し、クオリティ審査を導入しているため 
質の高い母集団形成をすることが可能です。

１. クオリティを保証 ２. 効率の良い採用の場

合同説明会のような事前準備は一切必要ありません。 
出展作品を見ていただき、対象になる学生がいた場合、 
その場で直接声をかけることが可能です。

ビビビット展



ビビビット展

Performance 
過去展示イベント実績

今回で7回目の開催となる「ビビビット展」。過去ご参加いただいた企業様からは、毎回大変ご好評をいただい
ております。これまで実施した展示イベントを通じて、選考動員や内定出しに繋がった企業様も多数。これまで
の展示会の実績と、ご参加いただいた企業様の声をご紹介します。

参加企業満足度：80%

インターンへの動員率 ：92%

選考動員率：73%

内定出し：57%

▼参加企業さんからの声一部紹介

全国から選抜されているだけあって、全体的に見応えがありました。 
学校を回ってもなかなか見つからない学生もいて、充実！ありがたかったです。

優秀なクリエイターの方が多く、久々に見応えがあるデザイナー志望の学生たちでした。 
採用したいと思える方とも会うことができ、充実した空間、時間でした。

企画もデザイン、完成形のクオリティも非常に高く、参加してよかったです。 
積極的にプレゼンしてくださる方もいて、若い世代の可能性を感じました。

期待以上にいい作品が多く、いい発見や出会いもあり、直接本人に会えることのメリットを 
改めて感じました。特になかなか会うことが出来ない地方の学生さんに会えたのがよかった！

学生の技術力にうちのめされました。面接とは違い、 
ちょうどいいゆるさで聞きたいことが聞けてよかったです。



COMPARISON
従来型イベントとの比較

合同企業説明会 企業説明会 逆求人 学内説明会 座談会 ビビビット展

費用 20万円～ 
　350万円

0円
成果報酬 
もしくは 

参加費50万円前後
0～10万円 0円 0円～

クオリティ 予測不可能 予測不可能 中～高 予測不可能 予測不可能 日本一

ポートフォリオ
選考までの期間

長い 長い その場 長い 長い その場

準備の大変度 高 高 低 高 高 低

マトリクスで知るビビビット展

ビビビット展
※本展示イベントをより有効にご活用いただくための有料プランもございます。詳細はお問い合わせくださいませ。



ABOUT 
展示詳細

関西会場 関東会場

展示会期　　：2月14日（金）12:00～18:00 
　　　　　　　2月15日（土）12:00～17:00 

展示会場　　：ギャラリーマロニエ  4階・5階 
                        京都市中京区河原町通四条上る塩屋町332 
出展者　　　：2021年卒の学生　30名 
作品ジャンル：グラフィック / UI / 3DCG 
持ち物　　　：貴社が学生をスカウトする上で必要なもの

展示会期　　：2月20日（木）13:00～17:45 
　　　　　　　2月21日（金）11:30～17:00 

展示会場　　：表参道ヒルズ　スペースオー  
                        東京都渋谷区神宮前4-12-10 
出展者　　　：2021年卒の学生　80～85名前後 
作品ジャンル：グラフィック / UI / ゲームUI / 3DCG / イラスト 
持ち物　　　：貴社が学生をスカウトする上で必要なもの

ビビビット展



FLOW
本イベントの流れ

ご来場いただいた際にできること
ご来場日 
各会場、前ページ候補日の中から 
ご都合の良い日時を選んでいただき、ご来場ください。 
※来場日時は申し込み際に目安を入力していただきます。

できること 
・参加学生の作品閲覧 
・会場内にいる学生に対しての声がけ（連絡先の交換等） 
・不在学生に対し、個人宛に名刺を残す（フロー未定）

ビビビット展

事前参加申し込み 会場来場 気になる学生へ 
アプローチ 選考動員！

事前に来場日時を 
申請していただきます。

申請いただいた日時でご来場いただき、 
会場内の作品を自由に見ていただけます。

在廊している学生に対してアプローチをしていただけます。 
不在の場合、名刺等を受付に残すことが可能です。

よりスムーズに選考動員が可能！後日開催 

ViViViT DIRECT 
※詳細は事前、もしくは当日お問い合わせください。後日開催する、学生さんと密にコミュニケーション

をとることが可能な採用イベントです。 
選考動員前にもう少し学生さんと話したい！ 
面談をしたい！という企業様におすすめです。 



PARTICIPANTS
参加者データ

参加予定校（過去実績含む)

東京藝術大学, 武蔵野美術大学, 多摩美術大学, 東京造形大学, 日本大学芸術学部, 女子美術
大学, 首都大学東京, 東京工芸大学, 東京大学, 慶應義塾大学, 法政大学, 東海大学, 専修大学, 
桜美林大学, 筑波大学, 千葉大学,  常葉大学, 金沢美術工芸大学, 長岡造形大学, 中部大学, 愛
知県立芸術大学, 情報科学芸術大学院大学, 大阪芸術大学, 大阪成蹊大学, 京都市立芸術大学, 
京都精華大学, 京都造形芸術大学, 成安造形大学, 神戸芸術工科大学, 愛媛大学, 九州大学, 公
立はこだて未来大学, 北海道情報大学, 北海道科学大学, 東北芸術工科大学,  桑沢デザイン専
門学校, HAL東京, 東洋美術学校, バンタンゲームアカデミー, 日本工学院八王子専門学校, 
東京ネットウエイブ, 専門学校ルネサンスデザインアカデミー, 清風情報工科学院 , ECCコ
ンピューター専門学校, トライデントコンピュータ専門学校, 九州デザイナー学院, 福岡デザ
イン&テクノロジー専門学校　ほか多数

ビビビット展



PAST PARTICIPANTS
過去参加者作品ジャンルごと一部紹介

グラフィック部門

▲過去参加者の作品です。転用転載等はご遠慮ください。



PAST PARTICIPANTS
過去参加者作品ジャンルごと一部紹介

UI部門

担当者を選ぶ
１グループにつき一人、旅のサ
ポートをしてくれる担当者を選び
ます。担当者とはメッセージ機能
を利用してやりとりします。

C H AT R I P

受けたいサービスを選ぶ
グループで利用したいサービス
を選択します。そのサービスに
かかる代金が割り勘計算され、
一人分の支払額が表示されます。

支払いは個別化
支払いは個人ごと行います。代
表者だけに負担が偏らないので、
他人に気を使わず気持ち良く決

済ができます。

QRでチェックイン
ホテルや送迎車での本人確認は
QR コードで行います。非常に
スムーズかつ、ストレスフリー
なチェックインが可能です。

MUSUB I

MUSUBI は、これから日本の美大へ

進学をする韓国学生をサポートするアプリケーションです。

留学前に多くの学生が抱える「日本での家探し」や「大学生活」

などをすでに日本の美大に通っている在日韓国人の先輩から

教えてもらうことができるサービスです。

これから日本美術大学へ進学する留学生の
不安を解決できるサービス

▲過去参加者の作品です。転用転載等はご遠慮ください。



PAST PARTICIPANTS
過去参加者作品ジャンルごと一部紹介

3DCG部門

orte  force の で作 しました。
の作 思 にい に 間を使ってしまいました。

使用ソフト　AfterEffects
個人制作

映像 けエフェクト

Fire Vortex

使用ソフト

Houdini
Adobe AfterEffects

制作期間

日

エフェクト素材
ire

Water

Leaf

ark

▲過去参加者の作品です。転用転載等はご遠慮ください。



PAST PARTICIPANTS
過去参加者作品ジャンルごと一部紹介

ゲームUI部門

▲過去参加者の作品です。転用転載等はご遠慮ください。



EXHIBITORS OF Game Art Dungeon

EXHIBITOR No.24 NOTE
・クオリティの高いファンタジー衣装のデザイン
・周りこみなど衣装やメカの詳細部分までしっかりと描けている
・ゲームらしいデザイン

illustration
東京ネットウエイブ

PAST PARTICIPANTS
過去参加者作品ジャンルごと一部紹介

イラスト部門

EXHIBITORS OF Game Art Dungeon

EXHIBITOR No.1 NOTE
Illustration
中部大学

・背景イラストに特化しており、志望もはっきりしている
・制作時間が短く、たくさんの作品を制作している
・一般大で心理学の勉強をしている

EXHIBITORS OF Game Art Dungeon

EXHIBITOR No.4 NOTE
Illustration
京都造形芸術大学

・独特の色使いが特徴
・キャラクターが可愛く、ファンが多そうな絵柄
・線画など丁寧な描写

EXHIBITORS OF Game Art Dungeon

EXHIBITOR No.24 NOTE
・クオリティの高いファンタジー衣装のデザイン
・周りこみなど衣装やメカの詳細部分までしっかりと描けている
・ゲームらしいデザイン

illustration
東京ネットウエイブ

EXHIBITORS OF Game Art Dungeon

EXHIBITOR No.24 NOTE
・クオリティの高いファンタジー衣装のデザイン
・周りこみなど衣装やメカの詳細部分までしっかりと描けている
・ゲームらしいデザイン

illustration
東京ネットウエイブ

▲過去参加者の作品です。転用転載等はご遠慮ください。


