報道関係各位
＜ニュースリリース＞

２０１８年１０月１０日（水）
渋谷ファッションウイーク実行委員会

～渋谷エリア１２の商業施設が「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を世界に発信！～

「第１０回 渋谷ファッションウイーク」明日スタート！
ファッション業界で飛躍を目指す学生＆若手デザイナーを幅広く受入れ、体験機会を提供！
アンバサダーにＤｒｅａｍ Ａｍｉさんを迎え、路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催
開催期間：２０１８年１０月１１日（木）〜２１日（日）／開催場所：渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか

渋谷ファッションウイーク実行委員会（実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治）の主催により、ファッシ
ョンを通じて自分スタイルを具現できる街、渋谷の魅力をお伝えする共同キャンペーン「第１０回 渋谷ファッションウイーク」が、
明日１０月１１日（木）からスタート。１０月２１日（日）までの期間中、渋谷駅周辺各商業施設を会場に開催します。
渋谷ファッションウイークは、渋谷という街を世界に開かれた観光拠点にしていく“国際文化観光都市・渋谷”構想のもと、
２０１４年３月に初開催、今回１０回目を迎えます。１０回を重ね渋谷の街の風物詩となった当キャンペーンでは、これまで個性
を競い合ってきた大型商業施設が初めて一体となり、「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに各施設の特色を生かしたプロモー
ションを展開。メインイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」では、渋谷の街を舞台にしたファッションショーを実施し、ファッションの
街・渋谷を一層盛り上げてきました。過去に「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」でコレクションを披露してきた若手デザイナーが、世界５
大コレクションの一つ「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ」（主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構）へ参加する機会
も増え、“渋谷ファッションウイーク＝若手デザイナーの登竜門”としての認知も広がっています。また、ファッションやクリエイテ
ィブ業界への若手人材輩出を担う「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」、「日本アーティストユニオン」、「日本写真芸術専門学校」と連
携し、学生や若手アーティストを渋谷ファッションウイークに幅広く受入れ、本キャンペーンの企画・運営を通じ、幅広い分野の
次世代の担い手を育む場を提供します。参加者は期間中の事務局活動及び、「第１０回 渋谷ファッションウイーク」最終日
の１０月２１日（日）に文化村通りで実施されるファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」に各分野のプロフェッショナルととも
に参加します。
キャンペーン最終日の１０月２１日（日）には、渋谷音楽祭のコンテンツとして文化村通りを交通規制し、街をランウェイに見立
てた路上ファッションショーを実施。アンバサダーを務めるＤｒｅａｍ Ａｍｉさんも登場し、「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマにし
たファッションを身に纏い登場予定です。「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」を受賞した若手デザイナーのランウェイショ
ーや、キャンペーンに参加する各大型商業施設をはじめとする渋谷エリアのショップ店員も自らランウェイを歩き、渋谷ならでは
の“リアルクローズ”を披露します。
記念すべき第１０回のアンバサダーに就任したＤｒｅａｍ Ａｍｉさんから、本キャンペーン開催に向けた意気込み、ファッション
へのこだわりや渋谷という発信力を持つ街への想い等をお聞きしました（本ニュースリリースの３ページ目に詳細を記載してい
ます）。
また、キャンペーン期間中は参加する各大型商業施設が趣向を凝らしたオリジナル企画を展開します。ファッションの街・渋
谷の商業施設と街、各団体や学生・若者が一丸となり、新たなカルチャーを発信する本キャンペーンに、是非ご期待ください。
【本件に関する報関係者さまからのお問い合わせ先】
渋谷ファッションウイーク ＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：高橋（０７０‐１３９０‐５１５８）・陶山
ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ

【渋谷ファッションウイーク開催概要】
■開催期間
：２０１８年１０月１１日（木）～２１日（日） 計１１日間
■開催期間
：渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか
※１０月２１日（日）に渋谷 文化村通り（交通規制エリア内）にて、
ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催します。
■参加店舗
：ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、渋谷キャスト、渋谷ヒカリエ、
渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ、渋谷マークシティ、渋谷マルイ、渋谷モディ、西武渋谷店、
東急百貨店 東横店、東急百貨店 本店、ＭＡＧＮＥＴ ｂｙ ＳＨＩＢＵＹＡ１０９
■主
催
：渋谷ファッションウイーク実行委員会
■後
援
：渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、
渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、
一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、 一般財団法人 日本ファッション協会、
一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、一般社団法人日本メンズファッション協会
■協
賛
：東急グループ
■協
力
：経済産業省、渋谷音楽祭実行委員会、ＳＯＬＥＩＬ ＴＯＫＹＯ、株式会社パルコ、東急バス株式会社、
株式会社東急トランセ、専門学校日本デザイナー学院、日本写真芸術専門学校、
内閣府 特定非営利活動法人日本アーティストユニオン、株式会社ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ、
イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社アパレルウェブ、シブヤ経済新聞、渋谷のラジオ
※渋谷ファッションウイーク 公式サイト ｗｗｗ．ｓｈｉｂｕｙａ－ｆｗ．ｃｏｍ

【ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡについて】
渋谷ファッションウイークは『ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ』をコンセプトに掲げ、ファッションを「買う／見る／楽しむ」という多角的な側面から表
現・展開しています。参加施設店頭ではターゲットも文化も異なる各施設が、独自の品揃えや企画で渋谷ならではの多様性をアピール。
象徴的なイベントであり圧倒的な迫力の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」開催や、ＳＮＳによる渋谷ファッショントレンド発信など、見て、参加して、
楽しんでいただける企画が充実しています。
「私らしい、を見つけよう。」というテーマの通り、おしゃれをして渋谷に出かけていただき、渋谷ファッションウイークを通じて、お買いものや
お食事、街の散策など、人それぞれに楽しんでいただける１１日間を目指します。

渋谷ファッションウイーク実行委員会 委員長 大西賢治 （渋谷道玄坂商店街振興組合 理事長）コメント
今回で１０回目を迎える渋谷ファッションウイーク。このキャンペーンを通じて、皆様に渋谷ならではのファッションの魅力
をお伝えするとともに、ファッションに様々な形で触れ合える体験を、街を挙げて進めていきます。また今回もファッションに
関心の高い学生や若手デザイナーを事務局運営に受入れ、企画・運営を通じて次世代の担い手を育む場を提供します。
商業施設と街、各団体や学生・若者が一丸となり、ここ渋谷からファッションカルチャーを盛り上げていきます。どうぞご期待
ください。

第１０回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさん コメント
・Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさんにとって渋谷とはどんな場所ですか？
私のファッションの始まりの場所です。中学２年生の時に上京して、初めて渋谷に行った日から、本当によく渋谷に通いまし
た。メンバーと一緒にＳＨＩＢＵＹＡ１０９でお買い物をしたり、プリクラを撮ったり。渋谷は流行を作っている場所という印象で、
自分達だけで渋谷に来たら、大人だと感じていました。そのくらい憧れの街でしたね。その当時はもう渋谷がすべてでした。
・渋谷ファッションウイークアンバサダーとしてメッセージをお願いします。
私のファッションの始まりは渋谷でした。誰かにとっても渋谷がそういう街であったらいいなと思っています。
また、渋谷の街の魅力や渋谷らしさを、私自身もこのファッションウイークを通して改めて見つけてみようと思います。
ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹでは、自分らしいファッションをお見せしたいと思っていますので、そちらも楽しみにしていてください
ね。

■Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさん プロフィール
２００２年ｄｒｅａｍに新加入し、デビュー。２０１１年より、ガールズ・エンタテインメ
ント・プロジェクト“Ｅ－ｇｉｒｌｓ”の中心メンバーとしても活動開始。音楽活動のみ
ならず、多数のテレビ出演やラジオのレギュラーパーソナリティを担当するほか、
２０１５年には「ドレスを脱いだシンデレラ」で、Ｅ－ｇｉｒｌｓ初のソロデビューを果た
す。また２０１６年公開ディズニー映画「ズートピア」の日本版主題歌「トライ・エ
ヴリシング」を担当。作品内で同曲を歌うズートピアの美しき実力派ポップスタ
ー”ガゼル”の日本語吹替にも挑戦した。そして２０１７年３月２２日発売のシン
グル「はやく逢いたい」が、映画「ひるなかの流星」の主題歌として起用され、自
身で作詞を手掛け多くのリスナーの共感を得る。２０１７年６月Ｅ－ｇｉｒｌｓが「Ｅ．
Ｇ．ｆａｍｉｌｙ」という新たなガールズ・エンタテインメント・プロジェクトとして進化。Ｅ．Ｇ．ｆａｍｉｌｙの一員として、Ｄｒｅａｍ Ａｍｉの
ソロ活動に専念。同年１０月４日に１ｓｔアルバム「Ｒｅ：Ｄｒｅａｍ」をリリースし、１１月からはソロ初ツアー「Ｄｒｅａｍ Ａｍｉ １ｓｔ．
Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ２０１７ ♡Ｒｅ：Ｄｒｅａｍ」を開催した。そして２０１８年４月１８日、ソロ６枚目シングル「アマハル」をリリース。本人
出演のブルボン「おいしいココナッツミルク」のCMソングにも起用されている。２０１８年１０月２４日には７枚目となるシング
ル「Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ」をリリース予定。この楽曲は１０月２６日に全国で公開される映画「オズランド 笑顔の魔法おしえます。」
の主題歌に起用されている。また、同作のカップリングには全世界に配信され話題になったＮｅｔｆｌｉｘオリジナル映画「ネクス
トロボ」日本語吹替版の主題歌に起用されている「ＮＥＸＴ」も収録。

■渋谷ファッションウイーク ナビゲーター 干場義雅さん プロフィール
東京都生まれ。雑誌『ＰＯＰＥＹＥ』で読者モデル、ＢＥＡＭＳで販売を経験後、出版社に勤
務。雑誌『ＭＡ－１』『モノ・マガジン』『エスクァイア日本版』など、数々の雑誌の編集者を
経てファッション誌『ＬＥＯＮ』の創刊に参画。「モテるオヤジ」「ちょい不良（ワル）」など一
大ブームを作る。その後『ＯＣＥＡＮＳ』を創刊し、副編集長兼クリエイティブディレクターと
して活躍。１２年に（株）スタイルクリニックを創立。２０１５年、講談社のウェブマガジン『Ｆ
ＯＲＺＡ ＳＴＹＬＥ』編集長に就任。テレビ、ラジオ、イベント等への出演、自身のブランド
「ＰＥＬＬＥ ＭＯＲＢＩＤＡ」「ＷＨ」でクリエイティブディレクターを務めるなど多方面で活躍
中。著書に『一流に学ぶ色気と着こなし』（宝島社）、『世界のエリートなら誰でも知ってい
る お洒落の本質』（ＰＨＰ研究所）がある。

※「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」当日、Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさん、干場さんへのご取材も承ります。
ご取材希望の方は、事前にＰＲ事務局までご連絡ください

【将来ファッション業界での飛躍を目指す学生および若手デザイナーの受け入れ】
渋谷ファッションウイークではファッション・クリエイティブ業界への人材輩出を担う団体・コミュニティ（「Ｔｏｋｙｏ新人デザイ
ナーファッション大賞」「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」「日本アーティストユニオン」「日本写真芸術専門学校」）と連携し、将来、
ファッション業界での活躍を目指す学生や若手デザイナー／アーティスト達を幅広く受入れます。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」での若手デザイナー・ランウェイデビュー、各種の企画運営実務やＰＲ業務などの実体験
を通じ、ファッションカルチャーの担い手を育む場を提供します。この取り組みをもって、ファッション業界での飛躍を目指す
若手パーソンにチャレンジの場を創出すると共に、プログラム参加者の活力を渋谷ファッションウイークが取り込むことで、
さらなるトレンド発信の場として発展することを目指します。

＜学生および若手デザイナーの受入協力団体＞
■「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆａｓｈｉｏｎ－ｇｐ．ｃｏｍ／）
１９８４年、オンワード樫山により創設され、これまでに数多くの著名デザイナーを輩出。学生を対象としたコンペディションと
して応募数世界最大級のアマチュア部門に加え、２０１１年にスタートしたプロ部門では世界で活躍できるデザイナーを発掘
し、ビジネス支援を行っている。
・募集要項
Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞で今までにプロ部門に選出されたデザイナーの中から、まだファッションショーを経験
していないブランドを対象に、初のランウェイショーの実施をサポート。
■「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｒｅａｄｙｔｏｆａｓｈｉｏｎ．ｊｐ／ｌｐ／ｃｏｍｐａｎｙ）
ファッション業界を志す若者を対象に、アルバイト、インターン、新卒についての求人やイベント情報を提供。
ファッション業界を結集させ、若者に対して業界の魅力を伝えるプラットフォーム。
・募集要項
渋谷ファッションウイークにおけるイベント制作、ＰＲ業務担当アシスタントを募集。書類と面接の審査を経てインターン採
用された学生は社内外のミーティング参加、資料作成補助、渋谷ファッションウイーク公式ホームページ・ＳＮＳ管理など
を行い、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」当日はプロのスタッフとともに本番業務を実施。
▼「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」インターンシップ参加者
＜ＰＲ担当＞
氏名：林 理穂子さん
所属：慶応義塾大学
担当業務：報道用資料の作成、報道関係者からの問い合わせ対応、本キャンペーン関係者との
企画会議等への参加等
本インターンシップへの意気込み：
「渋谷ファッションウイーク」の、記念すべき第１０回目に、インターンという形で関わることができ嬉しく思います。私は、渋谷
という街は多様なスタイルを受け入れ、誰もが何にでもなれるような感覚を高めて、ファッションを更に何倍も楽しくしてくれる
街だと感じています。そんな渋谷の街と、大好きなファッションの魅力をより多くの人に届けられるよう、尽力していきたいと考
えています。
＜イベント制作担当＞
氏名：一法師 拓門さん
所属：文化服飾学院
担当業務：メインイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を含む本キャペーンにおける各種企画立案、
協力会社との会議参加、イベント制作全般のサポート等
本インターンシップへの意気込み：
まず、僕は渋谷という街が大好きです！そこは日本を代表するカルチャーの発信地であり、ファッション、ミュージック、スポ
ーツなど様々なジャンルの新風が吹き抜ける場所でもあると感じています。
僕は、そんな魅力的な都市「渋谷」を、ファッションを通じて世界に発信していきたいと思います！！

■「内閣府 特定非営利活動法人日本アーティストユニオン」（ｈｔｔｐ：／／ｊａｐａｎ－ａｕ．ｊｐ）
広く一般市民に対してメイクアップの技術と知識の評価基準を策定し、教育及び各種情報提供等を行うことによって、メイ
クアップアーティストの職業としての認知や資質向上を図り、美容文化の発展に寄与することを目的として設立。
・募集要項
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」当日のヘアメイククルーアシスタントを募集。同法人の選考基準を満たした人物を選定・採用。
以下、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」におけるヘアメイクアシスタントとして選出された方々です。
※「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ ヘアメイクオーディション」結果発表ページ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｋｅ．ｔｏｋｙｏ／ｈａｉｒＭａｋｅ／
【学生部門】
森宮 萌香さん（国際ビューティファッション製菓大学校）
井上 愛美さん（バンタンデザイン研究所 高等部）
植木 あみさん（バンタンデザイン研究所 高等部）
花井 星生さん（横浜ビューティー＆ブライダル専門学校）
猪俣 さくらさん（東京モード学園）
星野 夢里杏さん（バンタンデザイン研究所 高等部）
【一般部門】
池田 美津紀さん（Impact.Labo）
渡部 真衣さん（CLAUDEmonetH2OAVEDA ららぽーと TOKYO-BAY 店）
阿部 香さん
鳴子 貴幸さん
森本 知有希さん（LUFE by kenje）
宮本 裕加さん

学生部門 投票１位
植木 あみさん
（バンタンデザイン研究所 高等部）

一般部門 投票１位
池田 美津紀さん
（Impact.Labo）

■「日本写真芸術専門学校」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｐｉ．ａｃ．ｊｐ／）
トレンドの最先端である渋谷に生まれて５３年目となる写真の専門学校。
プロの写真家、フォトグラファーを育成するカリキュラムを提供している。
・募集要項
渋谷ファッションウイーク期間中、学生が撮影した写真をオフィシャルアカウントで連携しながらＩｎｓｔａｇｒａｍによるＰＲ活動を
実施。また、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」ではオフィシャルカメラマンチームとして、オフィシャル写真の撮影に参加。

※運営に参加する学生および若手デザイナーへのご取材をご希望の方は、PR 事務局にお問い合わせください

【ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」概要】
実施日時：

１０月２１日（日）１３：３０～１４：１０ ※約４０分のショーを予定
※時間は変更になる場合がございます。また、天候などの諸事情によりイベント内容を一部変更、中止する場合がございます。

開催場所：
出演者：
内容：

渋谷 文化村通り（交通規制エリア内）
Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさん（第１０回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー）
干場義雅さん（渋谷ファッションウイーク ナビゲーター） ほか
構成１：「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」を受賞した若手デザイナー２ブランドによる
初のランウェイショーを披露します。
中園わたる／ＣＨＯＮＯ
ブランド概要
「ｉｍａｇｉｎｅ ｆａｂｒｉｃｓ ｆｏｒ ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ」空想・物語。そして想像力。そこから産まれたストー
リーの一瞬を切り取って生地に映し込む。特別な時間を与えてくれるファブリック。日本
の繊細かつ確かな技術力を持つ職人の方々の手を借り、生み出されるオリジナルファ
ブリック。ＪＡＰＡＮ ＭＡＤEを中心にした丁寧なものづくりを通して、皆に愛される新しい価
値を生み出します。
＜中園わたる＞
福岡県出身。東京モード学園デザイン学科卒業後、コレクションブランド＜ｍｏｎ ｔｓｕｋｉ／モンツキ＞の
デザイナー長澤武弘氏・藤川慎太郎氏に師事。メンズ・レディースブランドの企画・デザインに携わり経験
を積み、２０１４－１５Ａ／Ｗシーズンより日本の産地でのモノづくりに特化した、ファブリック ウィメンズブ
ランドＣＨＯＮＯ／チョノをスタート。
植木沙織・米田年範／ＦＵＲＵＧＩ－ＮＩ－ＬＡＣＥ
ブランド概要
一点物のＲｅａｄｙ－ｍａｄｅをコンセプトとし、古着、レースをキーワードに
コレクションを製作。

＜植木沙織＞
北海道出身。文化ファッション大学院大学卒業後、企画営業、ＶＭＤを経験。２０１６年よりブランドスタート
＜米田年範＞
北海道出身。大学にて建築を学び、文化服装学院 文化ファッション大学院大学へ。大学院修了後、
ブランド活動をスタート。２０１２年、新人デザイナーファッション大賞プロ部門入賞。“フルギニレース”
“ワンピースとタイツ”“コマグラ カフェ”のディレクションを行う。
構成２：「渋谷スタイル」
キャンペーンに参加する各大型商業施設をはじめとする渋谷エリアのショップ
店員が自らランウェイを歩き、渋谷ならではの“リアルクローズ”を披露いたし
ます。
＜「渋谷スタイル」出演ブランド＞
ＳＨＩＢＵＹＡ１０９
：ａｄｉｄａｓ、ＥＧＯＩＳＴ、ｔｉｔｔｙ&Ｃｏ．
※過去実施時の様子
渋谷キャスト
：ＣＩＴＹＳＨＯＰ
渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ ：ＤＲＷＣＹＳ、Ｓｏｆｆｉｔｔｏ
渋谷マークシティ
：ｍｉｒｏｉｒ ｄｅ ｅｎｓｕｉｔｅ ｍａｇａｓｉｎ、Ｍａｋｅｒ’ｓ ｓｈｉｒｔ 鎌倉 ＭＥＮ’Ｓ
渋谷マルイ
：Ｓａｍａｎｔｈａ Ｖｅｇａ、シブマル８、ふりふ
渋谷モディ
：ＦＡＢＲＩＣ ＴＯＫＹＯ、ＴＨＥ ＹＡＲＤ
西武渋谷店
：ａｍｏｋ、Ｓｉｍｏｎｅ Ｒｏｃｈａ
東急百貨店 東横店 ：ＧＲＡＣＥ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ、ＬＡＮＶＩＮ ｅｎ Ｂｌｅｕ
東急百貨店 本店
：Ｒｅｎé

【各施設オリジナル企画】

①

この秋も新ショップが続々オープン。ＳＨＩＢＵＹＡから新感覚を発信！
①「コールドストーン クリーマリー サンド」
人気を博した〈コールド ストーン〉のＨＡＰＰＹ体験をもっとたくさんのお客様へ。
そんな思いを込めて新たにバタークッキーサンドの専門店が日本一号店としてオー
プン！

②

③

②「カレイドエビーチェ」
植物のちからを通して、肌やカラダにいい商品を提供。ＣＡＬＥＩＤＯ（美しい）ライフスタ
イルを通じて、ＢＩＣＥ（よろこび）をお届けするブランド。
③「フローラノーティス ジルスチュアート」
〈ジルスチュアート〉からのライフスタイル新ブランド〈フローラノーティス ジルスチュア
ート〉が誕生。フレグランスやボディーコスメなど、花々をブーケで表現した６つの香り
からお選びいただけます。

3ファッションの祭典・Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯとコラボレーション。
渋谷ヒカリエのカフェ＆レストラン２店舗で、この期間だけの特別メニュー“エディタ
ーズセット”メニューがお得に食べられます。
「カフェ＆レストラン連携キャンペーン」
【開催期間】１０月１５日（月）～１０月２０日（土）
１１Ｆ「ＴＨＥ ＴＨＥＡＴＲＥ ＴＡＢＬＥ」と７Ｆ「Ｃａｆｅ＆Ｇｒｉｌｌ ＳＩＺＺＬｅ ＧＡＺＺＬｅ」の２店舗
で、パートナーカフェを実施します。
*提供時間１４：３０～１８：００

Ｃａｆｅ＆Ｇｒｉｌｌ ＳＩＺＺＬｅ ＧＡＺＺＬｅ
グリルチキンサラダとフレンチトーストの
プレート（ソフトドリンク付）
１，４９０円（税込）

※「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ」とは
日本のファッションやクリエイション発信の強化、また、グローバル化を目的として、春と秋の年２回開催している国
内最大級ファッションの祭典。２０１９年春夏シーズンは、１０月１５日（月）～２１日（日）の期間に「渋谷ヒカリエ」をメ
ーン会場とし、渋谷をはじめ表参道などファッションの街を中心に展開。
公式ホームページ ｈｔｔｐ：／／ａｍａｚｏｎｆａｓｈｉｏｎｗｅｅｋｔｏｋｙｏ．ｃｏｍ／ｊｐ／

①

ストアコンセプトは「Ａｒｔ ｍｅｅｔｓ Life」。
今回の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＯＲＳ」では、オフィスをはじめ様々なシーンで輝く
女性のアクティブでスタイリッシュな最新スタイルや、
国内外の気鋭のクリエイターによる日本・渋谷のファッションやデザインを提案。
①「Ａｒｏｂｅ ２０１８ＷｉｎｔｅｒＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ＜ＳＩＬＥＮＣＥ ＣＯＬＯＲ＞」
【開催期間】１０月１５日（月）～１０月２１日（日）
今シーズンのＡｒｏｂｅは「色彩」がテーマ。その人がらしくあること。主張しすぎることは
ないけれど自分らしい確かな 『色』。皆様自身の新しい色に出会って欲しい、そんな
コレクションを展開します。
②「ａｍｏｋ ＜Ｒｅｍａｋｅ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ＞」
【開催期間】１０月１６日（火）～１０月２２日（月）
デザイナー自ら厳選した古着に、得意とする新しい技術を加えた新しい洋服を提案。

②

①

『私らしいを 楽しむ ファッション』
私らしさを表現できるすべてがファッション。洋服やコスメだけでなく、音楽、
アニメも楽しむ。「私らしい」をかなえる、集える場を提供できる施設。
①「Ｂ-ＰＲＯＪＥＣＴ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｃｏｌｌａｂｏ Ｓｈｏｐ」
【開催期間】１０月１２日（金）～１１月４日（日）
開催記念グッズや３周年記念グッズ等多数販売。７階ではコラボカフェも。
②「シブマル８」
渋谷の情報発信基地「シブマル８（エイト）」は、アニメや音楽など、渋谷発のエンタメ
イベントを発信。

©B-PROJECT
②

アドベンチャー・タイムプレミアムショップ
【開催期間】１０月１２日（金）～１０月３１日（水）
ＣＡＲＴＯＯＮ ＰＡＲＴＹ
【開催期間】１０月２０日（土）～１０月３１日（水）

『渋谷マークシティ』秋のグルメ情報満載！

①

②

①「フードマガジンＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔ × ＳＨＩＢＵＹＡ ＭＡＲＫ ＣＩＴＹ」
ＧＯＵＲＭＥＴ ＮＥＷＳ ＶＯＬ.．０３を発刊
「食べて見て楽しむ、渋谷マークシティのおいしい一皿」をテーマに、秋が深まり文化
的な活動も活発になる季節に、食べるだけでなく、目でも楽しめるフォトジェニックメニ
ューを紹介。
②スクラッチキャンペーン！！
【開催期間】１０月１日（月）～１１月１０日（土）
期間中、渋谷マークシティ内の飲食店をお得に楽しめる「スクラッチキャンペーン」を
実施。

①

コンセプトは“わざわざ渋谷に来たくなる”、“わざわざ東横店に来たくなる”。
「東急百貨店 東横店」だけで買える、楽しめる、商品やイベントを展開。
①「＜ＦＡＢＩＡ＞期間限定ＰＯＰ ＵＰ」
【開催期間】１０月４日（木）～１０月１７日（水）
自分らしいスタイリングでファッションを楽しめるブランド。
１０，８００円（税込）以上のお買い上げで「東急東横店限定カラースヌード」１点プレゼ
ント。（数量限定）
②「サロン・ド・アルファード」
【開催期間】１０月４日（木）～１０月１７日（水）
創業１９６６年。洗練さと遊び心がコンセプトのレザー＆ファーブレンド。
イタリアンレザーの美しさや匠の技にこだわり、上品でありながらラグジュアリー感溢
れるオリジナルのスマイルお財布や小物、バッグなどご紹介します。

②

これからの季節にぴったりなポップアップや期間限定商品をご紹介。

①

②

①「＜セオリーリュクス＞ｔｈｅ Ｃｏａｔ」
【開催期間】１０月１８日（木）～１０月２４日（水）
上質な素材使いの最新コートコレクションをご紹介します。
②「＜ＬＨＨ（ラフ）＞カシミヤフェア」
【開催期間】１０月１８日（木）～１０月３１日（水）
リラックスして着られる着心地のよい一品。『繊維の宝石』カシミヤ素材を中心とした
着心地感・着用による風合い変化を楽しんで、より永く愛用していただきたいという思
いから誕生したブランドです。

ＳＨＩＢＵＹＡ１０９は、この秋９０年代をフューチャ－！
各店舗９０年代をコンセプトにした商品を販売。
①「♯平成最後の冬 まぢでぇ９０年代ＧＡＬやめられないッ宣言★」
【開催期間】１０月１５日（月）～
厚底ブーツや原色アイテムなど、今ブームとなっている９０年代をフューチャーしたフ
ァッションアイテムを多数取り揃えております。藤田ニコルさん、青山テルマさんをは
じめとする人気モデル・アーティストが着こなす、現代版ギャルルックを収めたカタロ
グも１０月２０日（土）より限定配布。
②「１０９ＮＩＧＨＴ」開催！
【開催日時】１０月２０日（土）１８：００～
秋のファッションナイトアウトイベント「１０９ＮＩＧＨＴ」を開催。館内は、９０年代をテー
マにしたフォトスポットやＢＧＭ、店頭でのパラパライベントなど、当時にタイムスリップ
したかのような雰囲気に！また、対象商品をお買い上げの方へのノベルティプレゼン
トやスイーツのプレゼントなどおトクな企画も盛りだくさん。

①

渋谷で働く、遊ぶ、暮らす。大人のための商業施設ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ。
自分の楽しみ方を知り、自分のスタイルを持つ人々に、
魅力ある多彩な店舗がココチいいライフスタイルをご提案。
①「“ＨＡＴＥ ＣＯＵＴＵＲＥ”キャンペーン」
【開催期間】１０月２０日（土）～
ディーゼルストアでは、秋冬広告キャンペーンと連動した“ＨＡＴＥ ＣＯＵＴＵＲＥ”キャ
ンペーンがスタート。期間中、３２，４００円（税込）以上ご購入の方に、メッセージが書
き込めるマグカップをプレゼント。※無くなり次第終了
②「ユニバーサルランゲージ ブリティッシュスーツコレクション」
新作商品より、トレンドの英国調スーツのご紹介。グレンチェック、ワイドストライプな
ど伝統的な英国クラシックを意識したコレクションを豊富に展開。また、２着まとめて購
入いただくとお得にお買い求めいただけます。

②

ＭＡＧＮＥＴ ｂｙ ＳＨＩＢＵＹＡ１０９の屋上「ＭＡＧ’ｓ ＰＡＲＫ」は、
飲食も出来るＲＯＯＦ ＴＯＰスペース。
７Ｆのカフェ・レストランフロア「ＭＡＧ７」で販売しているフードやドリンクを
持ち込んで楽しんでいただけます。
展望台「ＣＲＯＳＳＩＮＧ ＶＩＥＷ（クロッシングビュー）」では、スマートフォン専用アプリケ
ーションを使った撮影サービス「Ｃｒｏｓｓｉｎｇ Ｐｈｏｔｏ」（有料）で、渋谷の象徴的な場所
であるスクランブル交差点全体を一望できるダイナミックな写真を撮影いただけます。

新しいクリエイティブ活動の拠点「渋谷キャスト」
〈ヘルシー×モード〉をテーマに、都会で忙しくしなやかに生きる女性たちを、身体の
内と外から美しくするプロダクトを世界中から集めました。クリーン・センシュアルな世
界に、大人の遊び心を。
ＣＩＴＹＳＨＯＰがあなたの毎日を彩るキースイッチとなりますように。

【渋谷ファッションウイーク 関連イベント】
新進気鋭のクリエーター・デザイナーが集まる合同展＜ＳＯＬＥＩＬ ＴＯＫＹＯ＞
から注目のスタートアップブランドが集結。
「ＳＯＬＥＩＬ ＴＯＫＹＯ ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥ」
これから世界に羽ばたく新進気鋭のクリエーター・デザイナーが集まる合同展
＜ＳＯＬＥＩＬ ＴＯＫＹＯ＞から注目のスタートアップブランドが集結し、１８－１９ＡＷの
ポップアップストアと１９ＳＳの先行受注会を開催。
【開催日時】１０月１６日（火）～１０月２１日（日）１０：００～２１：００
※最終日は１７：００閉場
【開催場所】西武渋谷店 Ａ館７階 催事場
公式ホームページ ｗｗｗ．ｓｏｌｅｉｌｔｏｋｙｏ．ｃｏｍ

【本件に関する報関係者さまからのお問い合わせ先】
渋谷ファッションウイーク ＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：高橋（０７０‐１３９０‐５１５８）・陶山
ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ

報道関係各位
＜ニュースリリース＞

２０１８年９月２７日（木）
渋谷ファッションウイーク実行委員会

渋谷エリア１２の商業施設が「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を世界に発信！

「第１０回 渋谷ファッションウイーク」開催のお知らせ
Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさんをアンバサダーに迎え、
渋谷 文化村通りでファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催
ファッション業界で飛躍を目指す学生＆若手デザイナーを幅広く受入れ、体験機会を提供！
開催期間：２０１８年１０月１１日（木）〜２１日（日）／開催場所：渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか

渋谷ファッションウイーク実行委員会（実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治）は、ファッションを通じ
て自分スタイルを具現できる街、渋谷の魅力をお伝えする共同キャンペーン「第１０回 渋谷ファッションウイーク」を２０１８年
１０月１１日（木）～２１日（日）の期間中、渋谷駅周辺各商業施設を会場に開催します。
渋谷ファッションウイークは、渋谷という街を世界に開かれた観光拠点にしていく“国際文化観光都市・渋谷”構想のもと、
２０１４年３月に初開催、今回１０回目を迎えます。１０回を重ね渋谷の街の風物詩となった当キャンペーンでは、これまで個性
を競い合ってきた大型商業施設が初めて一体となり、「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに各施設の特色を生かしたプロモー
ションを展開。メインイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」では、渋谷の街を舞台にしたファッションショーを実施し、ファッションの
街・渋谷を一層盛り上げてきました。過去に「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」でコレクションを披露してきた若手デザイナーが、世界５
大コレクションの一つ「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ」（主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構）へ参加する機会
も増え、“渋谷ファッションウイーク＝若手デザイナーの登竜門”としての認知も広がっています。また、ファッションやクリエイテ
ィブ業界への若手人材輩出を担う「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」、「日本アーティストユニオン」、「日本写真芸術専門学校」と連
携し、学生や若手アーティストを渋谷ファッションウイークに幅広く受入れ、本キャンペーンの企画・運営を通じ、幅広い分野の
次世代の担い手を育む場を提供します。参加者は期間中の事務局活動及び、「第１０回 渋谷ファッションウイーク」最終日
の１０月２１日（日）に文化村通りで実施されるファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」に各分野のプロフェッショナルととも
に参加します。
第１０回目のアンバサダーは、歌手活動にとどまらず多方面で活躍を続けるＤｒｅａｍ Ａｍｉさんに決定。１０月２１日（日）
に開催される「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」では、自身も「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマにしたファッションを身に纏ってランウ
ェイを歩くとともに、ライブパフォーマンスも披露予定です。「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」を受賞した若手デザイナ
ーの初のランウェイショー発表や、キャンペーンに参加する各商業施設をはじめとする渋谷エリアのショップ店員らも自らランウ
ェイを歩くなど、さまざまな角度から渋谷のファッションを表現します。
日本を代表するファッションカルチャーを育み、発信しつづけている街・渋谷。本キャンペーンでは、ファッションの街・渋谷の
商業施設と街、各団体や学生・若者が一丸となり、渋谷から新たなファッションカルチャーを発信することで“次世代の風”を吹
き込みます。１０回目を迎え、ますます渋谷の街を盛り上げる本キャンペーンに、ぜひご期待ください。
※本キャンペーンの運営に携わる学生＆若手デザイナーへの取材も承ります。

【本件に関する報関係者さまからのお問い合わせ先】
渋谷ファッションウイーク ＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：高橋（０７０－１３９０－５１５８）・陶山
ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ
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【渋谷ファッションウイーク開催概要】
■開催期間
：２０１８年１０月１１日（木）～２１日（日） 計１１日間
■開催期間
：渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか
※１０月２１日（日）に渋谷 文化村通りにて、ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を
開催します。
■参加店舗
：ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、渋谷キャスト、渋谷ヒカリエ、
渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ、渋谷マークシティ、渋谷マルイ、渋谷モディ、西武渋谷店、
東急百貨店 東横店、東急百貨店 本店、ＭＡＧＮＥＴ ｂｙ ＳＨＩＢＵＹＡ１０９
■主
催
：渋谷ファッションウイーク実行委員会
■後
援
：渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、
渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、
一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、 一般財団法人 日本ファッション協会、
一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、一般社団法人日本メンズファッション協会
■協
賛
：東急グループ
■協
力
：経済産業省、渋谷音楽祭実行委員会、ＳＯＬＥＩＬ ＴＯＫＹＯ、株式会社パルコ、東急バス株式会社、
株式会社東急トランセ、専門学校日本デザイナー学院、日本写真芸術専門学校、
内閣府 特定非営利活動法人日本アーティストユニオン、株式会社ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ、
イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社アパレルウェブ、シブヤ経済新聞、渋谷のラジオ
※渋谷ファッションウイーク 公式サイト ｗｗｗ．ｓｈｉｂｕｙａ－ｆｗ．ｃｏｍ
※各参加施設のキャンペーン情報は、別途リリースでご案内します。

【ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡについて】
渋谷ファッションウイークは『ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ』をコンセプトに掲げ、ファッションを「買う／見る／楽しむ」という多角的な側面から表
現・展開しています。参加施設店頭ではターゲットも文化も異なる各施設が、独自の品揃えや企画で渋谷ならではの多様性をアピール。象徴
的なイベントであり圧倒的な迫力の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」開催や、ＳＮＳによる渋谷ファッショントレンド発信など、見て、参加して、楽しん
でいただける企画が充実しています。
「私らしい、を見つけよう。」というテーマの通り、おしゃれをして渋谷に出かけていただき、渋谷ファッションウイークを通じて、お買いものやお
食事、街の散策など、人それぞれに楽しんでいただける１１日間を目指します。
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【ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」概要】
実施日時：

１０月２１日（日）１３：３０～１４：１０ ※約４０分のショーを予定
※時間は変更になる場合がございます。また、天候などの諸事情によりイベント内容を一部変更、中止する場合がございます。

開催場所：
出演者：
内容：

渋谷 文化村通り
Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさん（第１０回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー）
干場義雅さん（渋谷ファッションウイーク ナビゲーター） ほか
構成１：「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」を受賞した若手デザイナー２ブランドによる、
初のランウェイショーを披露します。
中園わたる／ＣＨＯＮＯ
日本の繊細かつ確かな技術力で生み出されるオリジナル
ファブリックを用いて、ＪＡＰＡＮ ＭＡＤＥを中心とした
丁寧なものづくりを通じ、新しい価値を生み出す。

植木沙織＆米田年範／ＦＵＲＵＧＩ－ＮＩ－ＬＡＣＥ
一点物のＲｅａｄｙ－ｍａｄｅをコンセプトとし、古着・レースを
キーワードにコレクションを制作。

構成２：「渋谷スタイル」
キャンペーンに参加する各大型商業施設をはじめとする渋谷エリアのショップ店員が自らランウェイを
歩き、渋谷ならではの“リアルクローズ”を披露いたします。

■第１０回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさん プロフィール
2002年dreamに新加入し、デビュー。2011年より、ガールズ・エンタテインメント・プロジ
ェクト“E-girls”の中心メンバーとしても活動開始。音楽活動のみならず、多数のテレビ
出演やラジオのレギュラーパーソナリティを担当するほか、2015年には「ドレスを脱い
だシンデレラ」で、E-girls初のソロデビューを果たす。また2016年公開ディズニー映画
「ズートピア」の日本版主題歌「トライ・エヴリシング」を担当。作品内で同曲を歌うズー
トピアの美しき実力派ポップスター”ガゼル”の日本語吹替にも挑戦した。そして2017
年3月22日発売のシングル「はやく逢いたい」が、映画「ひるなかの流星」の主題歌とし
て起用され、自身で作詞を手掛け多くのリスナーの共感を得る。2017年6月E-girlsが「E.G.family」という新たなガールズ・エンタテインメン
ト・プロジェクトとして進化。E.G.familyの一員として、Dream Amiのソロ活動に専念。同年10月4日に1stアルバム「Re: Dream」をリリースし、
11月からはソロ初ツアー「Dream Ami 1st. Live Tour 2017 ♡Re: Dream」を開催した。そして2018年4月18日、ソロ6枚目シングル「アマハル」
をリリース。本人出演のブルボン「おいしいココナッツミルク」のCMソングにも起用されている。2018年10月24日には7枚目となるシングル
「Wonderland」をリリース予定。この楽曲は10月26日に全国で公開される映画「オズランド 笑顔の魔法おしえます。」の主題歌に起用され
ている。また、同作のカップリングには全世界に配信され話題になったNetflixオリジナル映画「ネクストロボ」日本語吹替版の主題歌に起
用されている「NEXT」も収録。

3 ／ 6

【将来ファッション業界での飛躍を目指す学生および若手デザイナーの受け入れ】
渋谷ファッションウイークではファッション・クリエイティブ業界への人材輩出を担う団体・コミュニティ（「Ｔｏｋｙｏ新人デザイ
ナーファッション大賞」「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」「日本アーティストユニオン」「日本写真芸術専門学校」）と連携し、将来、
ファッション業界での活躍を目指す学生や若手デザイナー／アーティスト達を幅広く受入れます。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」での若手デザイナー・ランウェイデビュー、各種の企画運営実務やＰＲ業務などの実体験
を通じ、ファッションカルチャーの担い手を育む場を提供します。この取り組みをもって、ファッション業界での飛躍を目指す
若手パーソンにチャレンジの場を創出すると共に、プログラム参加者の活力を渋谷ファッションウイークが取り込むことで、
さらなるトレンド発信の場として発展することを目指します。

【将来ファッション業界での飛躍を目指す学生および若手デザイナーの受け入れ】
渋谷ファッションウイークではファッション・クリエイティブ業界への人材輩出を担う団体・コミュニティ（「Ｔｏｋｙｏ新人デザイ
ナーファッション大賞」「ＲＥＡＤＹ
ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」「日本アーティストユニオン」「日本写真芸術専門学校」）と連携し、将来、
＜学生および若手デザイナーの受入協力団体＞
ファッション業界での活躍を目指す学生や若手デザイナー／アーティスト達を幅広く受入れます。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」での若手デザイナー・ランウェイデビュー、各種の企画運営実務やＰＲ業務などの実体験
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆａｓｈｉｏｎ－ｇｐ．ｃｏｍ／）
を通じ、ファッションカルチャーの担い手を育む場を提供します。この取り組みをもって、ファッション業界での飛躍を目指す
若手パーソンにチャレンジの場を創出すると共に、プログラム参加者の活力を渋谷ファッションウイークが取り込むことで、
１９８４年、オンワード樫山により創設され、これまでに数多くの著名デザイナーを輩出。学生を対象としたコンペディションと
さらなるトレンド発信の場として発展することを目指します。

して応募数世界最大級のアマチュア部門に加え、２０１１年にスタートしたプロ部門では世界で活躍できるデザイナーを発掘
＜学生および若手デザイナーの受入協力団体＞
し、ビジネス支援を行っている。
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆａｓｈｉｏｎ－ｇｐ．ｃｏｍ／）
１９８４年、オンワード樫山により創設され、これまでに数多くの著名デザイナーを輩出。学生を対象としたコンペティションと
・募集要項
して応募数世界最大級のアマチュア部門に加え、２０１１年にスタートしたプロ部門では世界で活躍できるデザイナーを発
Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞で今までにプロ部門に選出されたデザイナーの中から、まだファッションショーを経験
掘し、ビジネス支援を行っている。
・募集要項していないブランドを対象に、初のランウェイショーの実施をサポート。
Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞で今までにプロ部門に選出されたブランドの中から、まだファッションショーを経
験していないブランドを対象に、初のランウェイショーの実施をサポート。

「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｒｅａｄｙｔｏｆａｓｈｉｏｎ．ｊｐ／ｌｐ／ｃｏｍｐａｎｙ）
「ＲＥＡＤＹ ファッション業界を志す若者を対象に、アルバイト、インターン、新卒についての求人やイベント情報を提供。
ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｒｅａｄｙｔｏｆａｓｈｉｏｎ．ｊｐ／ｌｐ／ｃｏｍｐａｎｙ）
ファッション業界を志す若者を対象に、アルバイト、インターン、新卒についての求人やイベント情報を提供。
ファッション業界を結集させ、若者に対して業界の魅力を伝えるプラットフォーム。
ファッション業界を結集させ、若者に対して業界の魅力を伝えるプラットフォーム。

・募集要項
・募集要項
渋谷ファッションウイークにおけるイベント制作、ＰＲ業務担当アシスタントを募集。書類と面接の審査を経てインターン採
渋谷ファッションウイークにおけるイベント制作、ＰＲ業務担当アシスタントを募集。書類と面接の審査を経てインターン採
用された学生は社内外のミーティング参加、資料作成補助、渋谷ファッションウイーク公式ホームページ・ＳＮＳ管理など
を行い、「ＳＨＩＢＵＹＡ
ＲＵＮＷＡＹ」当日はプロのスタッフとともに本番業務を実施。
用された学生は社内外のミーティング参加、資料作成補助、渋谷ファッションウイーク公式ホームページ・ＳＮＳ管理など

を行い、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」当日はプロのスタッフとともに本番業務を実施。

【「ＲＥＡＤＹ ＴＯ ＦＡＳＨＩＯＮ」インターンシップ参加者の声】
阿部 穂香（あべ ほのか）さん
・所属：文化服装学院
ファッション流通科
「内閣府
特定非営利活動法人日本アーティストユニオン」（ｈｔｔｐ：／／ｊａｐａｎ－ａｕ．ｊｐ）
・本キャンペーンにて従事している実務：ＰＲ業務
広く一般市民に対してメイクアップの技術と知識の評価基準を策定し、教育及び各種情報提供等を行うことによって、メイ
報道用資料の作成、報道関係者からの問い合わせ対応を担当。本キャンペーン関係者との企画会議等にも参加。
「内閣府 特定非営利活動法人日本アーティストユニオン」（ｈｔｔｐ：／／ｊａｐａｎ－ａｕ．ｊｐ）
クアップアーティストの職業としての認知や資質向上を図り、美容文化の発展に寄与することを目的として設立。
・本インターンシップに参加した感想
広く一般市民に対してメイクアップの技術と知識の評価基準を策定し、教育及び各種情報提供
「今回 の イ ン タ ーン シッ プを 通 して 、 新 鮮 な情 報を 正確 に発信す る こと の大 切さ を 実 感し まし
た 。 「渋谷ファッション
クアップアーティストの職業としての認知や資質向上を図り、美容文化の発展に寄与することを
ウイーク」の存在を広く発信するための活動としてメディアへの訪問をする中で、ときには自分自身が取材対象となりうると
・募集要項
・募集要項
いうことを知りました。「ＳＨＩＢＵＹＡ
ＲＵＮＷＡＹ」を通じ、ファッションに携わる者として、ファッションの聖地である“渋谷”で
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」当日のヘアメイククルーアシスタントを募集。同法人の選考基準を満
ＰＲ業務に携わることができ良い経験になりました。」
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」当日のヘアメイククルーアシスタントを募集。同法人の選考基準を満たした人物を選定・採用。

【「内閣府 特定非営利活動法人日本アーティストユニオン」ヘアメイククルーアシスタント参加者の
濱本 珠々代（はまもと すずよ）さん
隅 優香（すみ ゆうか）さん
「日本写真芸術専門学校」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｐｉ．ａｃ．ｊｐ／）
・所属：慶應義塾大学
法学部政治学科
「初めて実践の現場に参加をしました。本日「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」に参加したことで、新しい
・本キャンペーンにて従事している実務：イベント制作業務
トレンドの最先端である渋谷に生まれて５３年目となる写真の専門学校。
中で新しい扉が開きました。そして様々な分野のプロ達と直に接する中で、より広い世界があるの
メインイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を含む本キャペーンにおける各種企画立案、協力会社との折衝、イベント制作全般の
の経験を通じ、あらためて自分と向き合うことができ、忙しい毎日の中で忘れがちであった夢が明
プロの写真家、フォトグラファーを育成するカリキュラムを提供している。
サポートを担当。
中田 美鈴（なかた みすず）さん
・本インターンシップに参加した感想
「今回は渋谷ファッションウイークという大変貴重なイベントに参加をさせていただきました。初め
「今回のインターンシップは、これまで私が消費者として慣れ親しんできた「渋谷」や「ファッション」を、プロデュースする側の
・募集要項
に入らせていただきヘアメイクさんの仕事を間近で見ることができ、大変刺激を受けました。今回
視点で見るという新しい経験でした。人と人をつなぎ、街全体がひとつになる過程をこうして近くで見ることで、ファッションが
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」にてオフィシャルカメラマンチームとして、オフィシャル写真の撮影に参加。
糧にして今後にも生かして行きたいです。このような経験は、普通では絶対できないことだと思
持つ可能性やおもしろさに改めて気づかされました。また、チームのみなさまと一緒に動き、「働く」ということの意味を考え
できて、大きな刺激になりました。」
るきっかけになりました。この経験を生かしてさらに活動の幅を広げていきたいと思っています！」

「日本写真芸術専門学校」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｐｉ．ａｃ．ｊｐ／）
※運営に参加する学生および若手デザイナーへのご取材をご希望の方は、PR
事務局にお問い合わせください
トレンドの最先端である渋谷に生まれて５２年目となる写真の専門学校。
プロの写真家、フォトグラファーを育成するカリキュラムを提供している。
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・募集要項
渋谷ファッションウイーク期間中、学生が撮影した写真をオフィシャルアカウントで連携しながらイ
6を実施。また、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」ではオフィシャルカメラマンチームとして、オフィシャル写

【「日本写真芸術専門学校」オフィシャルカメラマンチーム参加者の声】

＜別添資料＞
【「渋谷ファッションウイーク」過去開催回のご紹介】
渋谷ファッションウイークは今回の開催で記念すべき第１０回を迎えました。
渋谷の大型商業施設合同の初の取り組みから早５年、渋谷を象徴する場所でのランウェイ開催も街の風物詩となり
第８回からはファッション業界を目指す若者をさらに受け入れ、多種多様な「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を発信しています。
■第１回／２０１４年・春
３月１０日（月）～２３日（日）

■第２回／２０１４年・秋
１０月９日（木）～１９日（日）

■第３回／２０１５年・春
３月１６日（月）～２９日（日）

■第４回／２０１５年・秋
１０月１０日（土）～２５日（日）

渋谷の大型商業施設１２館が初めて一体となり、全く新しい取り組みである「渋谷ファッション
ウイーク」を初開催。テーマは、『Ｗｈｉｔｅ ～白～』。これまで、各施設独自の“色”を出し合い
ながらさまざまなファッショントレンドを生み出してきた街、渋谷。その渋谷を一度“真っ白な気
持ち”で見つめ直し、本キャンペーンを契機に各施設が手を組むことで、渋谷の新たな魅力
を発信していきたいという想いを込めこのテーマを設定しました。
３月１４日（金）～１６日（日）は、渋谷ハチ公前広場に特設ステージを設置。各施設主催のフ
ァッションショーやトークショーなどの独自イベントを実施し、渋谷の街をさらに盛り上げまし
た。

より多くの方々に渋谷の魅力を発信するために、“渋谷スタイル（＝多様なファッションカルチ
ャーを生み出してきた渋谷らしさ）”というコンセプトのもと、内容をボリュームアップして開催。
各施設が独自のファッションイベントやキャンペーンを開催し、最終日である１０月１９日（日）
には、同時期開催のイベント「渋谷音楽祭」と連携し、文化村通りを交通規制して行う初の
ストリートファッションショー「ＳＴＲＥＥＴ ＲＵＮＷＡＹ」を行いました。新進気鋭のジャパンクリ
エイター「東京ニューエイジ」によるランウェイデビュー、また本キャンペーンに参加する各大
型商業施設をはじめとする渋谷エリアのショップ店員らも自ら「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を歩
き、渋谷ならではの“リアルクローズ”を披露。特別ゲストとしてファッションデザイナーのドン
小西さんも登場しました。

“渋谷スタイル（＝多様なファッションカルチャーを生み出してきた渋谷らしさ）の発信”という
コンセプトを踏襲しながらも「渋谷ファッションウイーク」を日本を代表するファッションキャンペ
ーンにしていく、という思いを込めて、さらに充実した内容で開催しました。各施設が独自の
ファッションイベントやキャンペーンを開催したほか、平子理沙さんを特別ゲストとして招き、
前回からスタートしたファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を金王八幡宮にて実施。
次代を担う学生や海外ファッション関係者なども招待し、神社を舞台に“ジャパンカルチャー”
を発信しました。

第３回に続き、“渋谷スタイル（＝多様なファッションカルチャーを生み出してきた渋谷らしさ）
の発信”というコンセプトをベースにし、本キャンペーンを展開。再開発や大規模リニューアル
など、ファッションの街として大きな“変化・成長”を迎えつつある渋谷を舞台に各商業施設が
タッグを組み、街全体を盛り上げました。
また路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」のゲストに、元ピチカート・ファイヴの
野宮真貴さんを迎え、９０年代渋谷系サウンドが心地よく響くファッションショーを展開し、
渋谷のファッションカルチャーを発信しました。
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■第５回／２０１６年・春
３月１０日（木）～２１日（月・祝）

■第６回／２０１６年・秋
１０月１４日（金）～２３日（日）

■第７回／２０１７年・春
３月１６日（木）～２６日（日）

■第８回／２０１７年・秋
１０月１２日（木）～２２日（日）

過去開催回に続き、参加施設のファッションにまつわるイベントやキャンペーンを行いました
キャンペーン前日の３月９日（水）には、初の試みとして「渋谷ヒカリエ」１１階、地上７０ｍに位
置する東急シアターオーブをショーウィンドウに見立ててのオープニングレセプションを開催。
“渋谷”で “ファッション”を “カジュアル”に楽しむをテーマに、参加大型商業施設の代表ら
が思い思いの「渋カジ」スタイルで一堂に会し、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＡＳＨＩＯＮ ＣＡＢＩＮＥＴ（渋谷
ファッション内閣 通称渋カジ内閣）」を組閣。第５回のキャンペーンアンバサダーとなる、
ファッションディレクター干場義雅さんが「Ｆａｓｈｉｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｍｉｎｉｓｔｅｒ（ファッション総理大
臣）」として登場しました。

アンバサダーに歌手・女優・モデルと幅広い分野で活躍する西内まりやさんをむかえ、
渋谷ファッションウイークのコンセプトである“渋谷スタイル（＝多様なファッションカルチャー
を生み出してきた渋谷らしさ）の発信”を踏襲しながらも、新たに「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を
テーマに掲げ、大型商業施設間の垣根を越えたキャンペーンを実施。
「買うファッション（店頭）」「見るファッション（ショー）」「楽しむファッション（来街・ＳＮＳ）」など、
ファッションに様々な形で触れ合える渋谷ならではの施策を実施しました。
キャンペーン最終日には、渋谷音楽祭のコンテンツとして文化村通りを交通規制し、街をラン
ウェイに見立てた路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催。アンバサダーの
西内まりやさんも参加し、自ら渋谷の最新のファッションカルチャーを発信しました。
第６回に続き「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに、様々な形でファッションに触れ合える渋谷
ならではの施策を実施。また、スマートフォン用アプリ「ＮＥＡＲＬＹ（ニアリ）」と連携した参加店
舗連動キャンペーンも開始し、大型商業施設間の垣根を越えて、街を盛り上げました。
３月２４日（金）には、金王八幡宮の参道をランウェイに見立てたファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ
ＲＵＮＷＡＹ」を実施。グランドフィナーレでは、アンバサダーの中川翔子さんも登場し、渋谷の
最新のファッションカルチャーを発信しました。また、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」の開催日が月
末近くの金曜日ということもあり「一足先のプレミアムフライデーはオシャレをして渋谷に繰り出
そう」という楽しみ方を提案・提供しました。

８回目を迎え、これまで培ってきた“渋谷ファッションウイーク＝若手デザイナーの登竜門”とい
う側面をさらに進化。「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」をはじめ、デザイナーにとどま
らない分野でも、ファッションやクリエイティブ業界への若手人材輩出を担う「ＲＥＡＤＹ ＴＯ Ｆ
ＡＳＨＩＯＮ」、「日本アーティストユニオン」、「日本写真芸術専門学校」と連携し、学生や若手デ
ザイナー／アーティストを幅広く受入れました。参加者は期間中の事務局活動に参加。本キャ
ンペーンの企画・運営を通じ、幅広い分野の次世代の担い手を育む場を提供しました。また、
第８回目のアンバサダーはミュージシャン・女優と幅広い分野で活躍するシシド・カフカさん。シ
シドさんは渋谷ファッションウイーク最終日、「ジェンダーレス」をコンセプトにしたファッションを
披露。シシドさんが“尖っている街”と語った渋谷のイメージを自身のスタイルで体現しました。
※「第８回 渋谷ファッションウイーク」の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」は、雨天により中止となりました。

■第９回／２０１８年・春
３月１５日（木）～２５日（日）

第９回のアンバサダーは女優・モデル・タレントとして多方面で活躍を続ける松井愛莉さん。
２０１７年４月に誕生したクリエイティブ活動の拠点「渋谷キャスト」にて「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷ
ＡＹ」を開催しました。渋谷の新スポットの大階段を効果的に使ったファッションショーは、多く
の方を魅了。「渋谷スタイル」ではキャンペーンに参加した各大型商業施設をはじめとする渋谷
エリアのショップ店員らが、「渋谷クラブクアトロ」がセレクトした音楽にあわせランウェイを歩き、
渋谷ならではの“リアルクローズ”を披露しました。
また、開催期間中、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」にてお披露目したコーディネートを参加商業施設
の店舗に展示。「渋谷ファッションウイーク」が提案する、最新のファッショントレンドを間近で見
られるだけでなく、購入することができるという試みに挑戦しました。

6 ／ 6

