＜当日レポート＞

２０１８年３月１５日（木）

～個性を競い合ってきた“渋谷エリア１２の商業施設”が一体となり街から発信～

「第９回 渋谷ファッションウイーク」本日スタート！！
新しいクリエイティブ活動拠点「渋谷キャスト」で「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催！

アンバサダー松井愛莉さんが“ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ”を体現した衣装で登場！

松井さんが語ったファッションのこだわりは「春らしい色合い！」
ファッション業界で飛躍を目指す学生・若手デザイナー／アーティストも参加！
日時 ： ２０１８年３月１５日（木） １８：００～１８：４０
会場 ： 渋谷キャスト（東京都渋谷区渋谷１－２３－２１）

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９回 渋谷ファッションウイーク」を２０１８年３月
１５日（木）～２５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。開始日となる３月１５日（木）には、
渋谷キャストにて、アンバサダーの松井愛莉さんが登場するファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を実施しました。
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。「第９回 渋谷ファッションウイーク」では、モデル・女優・タレント等、マルチな分野で活躍し、渋谷の
ファッションやカルチャーと高い親和性を持つ松井愛莉さんをアンバサダーに迎えました。また今回も「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナー
ファッション大賞」をはじめ、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、学生や若手デザイナー／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ました。参加者は、各分野のプロフェッショナルとともに渋谷ファッションウイークの事務局として活動。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」の実施・運営に“次世代の風”を吹き込みました。
本日行われたファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」では、「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナー
ファッション大賞」若手デザイナー、大嶋祐輝氏（メンズブランド「ａｍｏｋ（アモク）」）と、新津祥太氏（『現代和服』ブランド「‐ｎｉｉｔｕ‐
（ニーツ）」）の２名が、初のランウェイショーを披露。その後、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
露する「渋谷スタイル」という二部構成のショーを実施しました。「渋谷スタイル」のショー終盤には、アンバサダーの松井愛莉
さんもゲストとして登場し、渋谷エリアのショップ店員らと共にファッションショーを展開。松井愛莉さんは、チェックやストライプ
など様々な柄の入った春らしいワンピースを身に纏い、「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を自身のスタイルで体現しました。
ショー終了後、今回のイベントを開催した感想を聞かれた大西実行委員長は、「今回もＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹを通じ、渋谷
らしい多様なファッションを発信しました。みなさまに渋谷のファッションの奥深さを楽しんでいただけたと思います。」とコメント。
また、ファッションショーにも登場したアンバサダーの松井愛莉さんは「渋谷は高校の時におしゃれをして友達とカフェに行った
りした思い出の街です。ショップ店員のみなさまも堂々と歩かれていて、まるで緊張していないようだったのですごいなと思
いました！かっこよかったです！」、ナビゲーターの干場義雅さんは「二人のデザイナーは“今”を象徴するスタイルだと思いま
した。またリアルクローズを代表するショップスタッフも非常に面白く、まさに“今”を見ているなという感じがしました！」とそれぞ
れ語り、「第９回 渋谷ファッションウイーク」のスタートに声を寄せました。
また９回目を迎えた「渋谷ファッションウイーク」では新たな試みを実施します。「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」で披露されたコー
ディネートを、参加各商業施設で展示。来店者は「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
見て、購入することができます。９回目を迎える今回も新たなチャレンジを続ける本キャンペーンに、ぜひご期待ください。

【オフィシャル画像のダウンロードに関して】
ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹの様子などの画像がございますので、ダウンロードの上ご使用ください。
ＵＲＬ：http://urx3.nu/J43T ※ダウンロード期間：３月１５日（木）～３月２５日（日）

※本イベントにおける、松井愛莉さんのコメントは本レポート２ページ目に記載しています※

【「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」開催概要】
■正式名称
■日時
■会場
■主催
■出席者

：
：
：
：
：

■スケジュール ：

第９回 渋谷ファッションウイーク ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」
２０１８年３月１５日（木）１８：００～１８：４０
渋谷キャスト （東京都渋谷区渋谷１－２３－２１）
渋谷ファッションウイーク実行委員会
渋谷ファッションウイーク実行委員会 委員長 大西 賢治
松井 愛莉さん（第９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
１８：００ ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ開演
・構成①：「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」若手デザイナー２名による
初のランウェイショーを披露。
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」デザイナー
大嶋 祐輝／ａｍｏｋ（アモク）
古き良きものを壊し、新しい技術や手法を用い、
人の奥底に響く様な洋服をデザイン。

新津 祥太／‐ｎｉｉｔｕ‐（ニーツ）
新津兄弟によるユニセックス『現代和服』ブランド。和服
のように直線的で幾何学を基調とした服の構造はシン
プルで体型を選ばない。シーズンアイテムとは別に、
生活の中にある誰もが知る物を服に落とし込み『日常』
シリーズと題したユニークなアイテムも展開。

・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。
・第９回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー松井 愛莉さん登場
・フィナーレ：松井 愛莉さんと「渋谷スタイル」が登場。
１８：４０ ファッションショー終了
１９：１０ 終了

※渋谷ファッションウイーク 公式サイト ｈｔｔｐ：／／ｓｈｉｂｕｙａ－ｆｗ．ｃｏｍ／

■松井 愛莉さん着用衣装について
・アイテム名（ブランド名）／ ワンピース（ＬＯＥＷＥ）
■松井 愛莉さんのコメント
Ｑ：本日のファッションポイントはどこでしょうか？
Ａ：チェックのアシンメトリーでパッチワーク風のワンピースに春らしい淡い水色のカラーがポイントです。ワンピースが長くて
足元が隠れてしまっているのですが、靴もサメの歯みたいにギザギザしていて可愛いです！
Ｑ：インターンに参加している学生やこれからの若者に向けてメッセージをお願いします
Ａ：ファッションは色々な可能性があるので、これからも、ファッションの多面性を楽しんでもらえるといいなと思います。

【本件に関する報道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：小井戸（０８０－４１６３－１２６１）・鈴木（０８０－４７９４－０６７７）
ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ

■松井 愛莉さん

■干場 義雅さん（写真右）

■「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」（２０ルック）
大嶋 祐輝／ａｍｏｋ（アモク） 古き良きものを壊し、新しい技術や手法を用い、人の奥底に響く様な洋服をデザイン。

新津 祥太／‐ｎｉｉｔｕ‐（ニーツ） 新津兄弟によるユニセックス『現代和服』ブランド。和服のように直線的で幾何学を基調とした服の
構造はシンプルで体型を選ばない。シーズンアイテムとは別に、生活の中にある誰もが知る物を服に落とし込み『日常』シリーズと題した
ユニークなアイテムも展開。

■「渋谷スタイル」参加ブランド一覧（参加モデル２８名）
渋谷ファッションウイークに参加してい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が
自らランウェイを歩く「渋谷スタイル」では、渋谷に出店している１７ブランドのスタイルを披露。

■「渋谷スタイル」（１７ブランド）

ＳＨＩＢＵＹＡ１０９

ＳＨＩＢＵＹＡ１０９

渋谷キャスト

渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ

ｅｖｅｌｙｎ

ＮｉＣＯＲＯＮ

ＰＵＬＰ ４１７ ĒＤＩＦＩＣＥ

ＤＲＷＣＹＳ

渋谷マークシティ

渋谷マークシティ

渋谷マルイ

渋谷マルイ

ｍｉｒｏｉｒ ｄｅ ｅｎｓｕｉｔｅ ｍａｇａｓｉｎ

Ｍａｋｅｒ’ｓ ｓｈｉｒｔ 鎌倉 ＭＥＮ’Ｓ

Ｓａｍａｎｔｈａ Ｖｅｇａ

ＣＯＲＮＥＲＳ

渋谷マルイ・渋谷モディ
合同参加ブランド

渋谷マルイ
ふりふ

渋谷モディ
ＴＨＥ ＹＡＲＤ

マルイのシューズ・ｒｕ

渋谷モディ

東急百貨店 本店

東急百貨店 東横店

ＳＰＯＲＴＳ ＭＡＲＩＯ
Ｒｕｎ ＆ Ｆｉｔｎｅｓｓ

Ｓａｌｌｙ Ｓｃｏｔｔ

ＬＡＮＶＩＮ ｅｎ Ｂｌｅｕ

東急百貨店 東横店

西武渋谷店

西武渋谷店

ＧＲＡＣＥ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ

ＴＡＡＫＫ

ＣｏＳＴＵＭＥ ＮＡＴＩＯＮＡＬ

●「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」で着用・披露されたコーディネートを、本キャンペーンに参加する各商業施設の店舗に展示
「第９回 渋谷ファッションウイーク」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
できます。
・設置場所：ＳＨＩＢＵＹＡ１０９（該当ショップ店頭）、渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ（該当ショップ店頭）、
・設置場所：渋谷マークシティ（３月１５日（木）～ランタンディスプレイ／３月１８日（日）～ｍｉｒｏｉｒ ｄｅ ｅｎｓｕｉｔｅ ｍａｇａｓｉｎ店内、
・設置場所：Ｍａｋｅｒ’ｓ ｓｈｉｒｔ 鎌倉 ＭＥＮ’Ｓ店内）、渋谷マルイ（３月１９日（月）～１階演出スペース）、
渋谷モディ（１階インフォメーション脇）、西武渋谷店（各売場で展示予定／ＣｏＳＴＵＭＥ ＮＡＴＩＯＮＡＬ：Ｂ館３階
コンポラックス／ＴＡＡＫＫ：Ｂ館５階 プロモーションスペース）、東急百貨店 東横店（該当ショップ店頭）、
東急百貨店 本店（該当ショップ店頭）
【渋谷キャストについて】
２０１７年４月に新しいクリエイティブ活動の拠点として開業した「渋谷キャスト」。渋谷と原宿をつなぐ旧渋谷川遊歩道（キャットストリート）
の入口に位置し、クリエイターが住み、働き、発信する機能を有した創造活動拠点として誕生しました。
渋谷、青山、原宿の結節点でもあるこのエリアは、９０年代半ばから流行の発信地として、そして若者やクリエイターが自然と集まり、それ
ぞれの個性や感性が重視され、独自の文化を育んできました。

【渋谷ファッションウイーク開催概要】
■開催期間
：２０１８年３月１５日（木）～２５日（日） 計１１日間
■開催場所
：渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか
■参加店舗
：１０９ＭＥＮ’Ｓ、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
■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、渋谷宮下町リアルティ株式会社、株式会社パルコ、
学校法人文化学園文化ファッションインキュベーション、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、株式会社アミューズ、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・フォトコンテストな
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。

●「第９回 渋谷ファッションウイーク」における新たな取り組み
① ３月１日（木）～３月２５日（日）のキャンペーン期間中、インスタグラムを活用したＰＨＯＴＯ ＣＯＮＴＥＳＴを開催
渋谷ファッションウイーク公式インスタグラムをフォローし、『あなたのお気に入りの「渋谷」』をテーマに、「＃ｍｙｓｆｗ」を
付けて写真を投稿することで、投稿された写真の中から入賞者に１０万円分の商品券などがプレゼントされるコンテスト
を展開します。松井 愛莉さんが選ぶアンバサダー賞では、１名さまに松井 愛莉さんが選んだファッションアイテムを
プレゼントします。
② “ｓｔｙｌｅ－ａｒｅｎａ．ｊｐ”との連動
日本ファッション協会が運営する “ｓｔｙｌｅ－ａｒｅｎａ．ｊｐ”と連携し、“ｓｔｙｌｅ－ａｒｅｎａ．ｊｐ”のインスタグラムに掲載された
写真が、渋谷ファッションウイークの公式インスタグラムアカウント、公式ホームページに連動。ＳＮＳを通じて渋谷の
ファッションを双方から盛り上げていく活動を行っていきます。
ｓｔｙｌｅ－ａｒｅｎａ．ｊｐ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｙｌｅ－ａｒｅｎａ．ｊｐ／

【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ティションと
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）
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
・本キャンペーンにて従事している実務：ＰＲ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を担当。本キャンペーン関係者との企画会議等にも参加。
・本インターンシップに参加した感想
「 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
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
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
ＰＲ業務に携わることができ良い経験になりました。」
濱本 珠々代（はまもと すずよ）さん
・所属：慶應義塾大学 法学部政治学科
・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
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
サポートを担当。
・本インターンシップに参加した感想
「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
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
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
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！」

「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。
【「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声】
隅 優香（すみ ゆうか）さん
「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、新しい知識が身につき、自身の
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だなと実感しました。今回
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確なものになりました。」
中田 美鈴（なかた みすず）さん
「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。初めて実際のヘアメイクの現場
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。今回見た全てのことを自分の
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います。人とは違う経験を
できて、大きな刺激になりました。」

「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。
・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ンスタグラムによる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。
【「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】
萩原 光（はぎわら ひかる）さん
「私はサークルＳＨＡＴＯとして、このイベントに参加させていただきました。昨年の秋はあいにくの雨により野外での撮影は
できませんでしたが、今回は晴天の中、レッドカーペットのランウェイを直に見ることができ、とても嬉しく思いました。華やか
なランウェイやバックステージの存在感はとても大きく、撮ることに夢中になりました。インスタグラムを利用したプロモーション
活動を通し、ファッションを知る機会になったと実感しています。様々なプロの方々と共にイベントを創りあげられたことをと
ても光栄に思います。」

【各施設オリジナル企画】

①
進化し続ける渋谷ヒカリエに、この春新たに注目のＳＨＯＰがＯＰＥＮ。
① 「ザ・ノース・フェイス」
ＴＨＥ ＮＯＲＴＨ ＦＡＣＥのコレクションの中から、ランニング、トレーニングを中心とし
た新しいコンセプトショップです。メンズ・ウィメンズを取りそろえ快適なスポーツシーン
をサポートします。
② 「ダンスキン ビューティフル シングス」
「ＦＯＲ ＴＨＥ ＡＴＨＬＥＴＩＣ ＷＯＭＥＮ」をコンセプトに、アクティブで美しくありたい
女性のためのスポーツライフスタイルウエアとして支持を得ている＜ＤＡＮＳＫＩＮ＞。
その＜ＤＡＮＳＫＩＮ＞のアイテムを中心にラインナップしたライフスタイルセレクト
ショップがデビューしました。

②

③

③ 「マザーハウス」
「途上国から世界に通用するブランドをつくる。」という理念のもと、その国にある
素材や職人の技術を活かしたモノづくりをしているファッションブランドです。

3-

ファッションの祭典・Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ（ＡＦＷＴ）と
コラボレーション。渋谷ヒカリエでは、お得なキャンペーンを開催！
「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ ＰＡＲＴＮＥＲ ＣＡＦＥ ＆ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ」
・開催期間：３月１９日（月）～３月２４日（土）
実施期間中、Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ公式ガイドブックを
ご提示いただくと、渋谷ヒカリエのカフェ＆レストランにて
ワンドリンクサービス、お会計より１０％ＯＦＦ等の
特別サービスを受けることができます。
※対象店舗の割引情報等は渋谷ヒカリエのホームページをご覧ください。
・渋谷ヒカリエ公式ホームページ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｋａｒｉｅ．ｊｐ／
※「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯ」とは
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。２０１８年秋冬シーズンは、３月１９日（月）～２４日（土）
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／

ストアコンセプトは 「Ａｒｔ ｍｅｅｔｓ Ｌｉｆｅ」 。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、
日本・渋谷のファッションやデザインをご提案。
① ＣｏＳＴＵＭＥ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ２０１８年春夏新作販売会 箔コレクション
・開催期間：３月１３日（火）～３月２６日（月）
昨シーズンからクリエイティブディレクターに江角泰俊氏、有働幸司氏を迎え、
イタリアのDNAと日本のクリエーションを掛け合わせたグローバルブランドとして
一新。西武渋谷店先行発売アイテムや最新コレクションをご紹介。

①

② ＴＡＡＫＫ ２０１８ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
「ＯＰＥＮ ＹＯＵＲ ＥＹＥＳ」
・開催期間：３月１３日（火）～３月１９日（月）
表面的でキャッチーで、ＳＮＳを意識したものではなく、服を作る上で本当に
こだわって表現。テキスタイル、デザイン、細部の刺繍などを生かし、服としての魅を
詰め込んだコレクション。

②

×

①

渋谷マルイ・渋谷モディで“自分らしいファッション”を見つけよう！
テーマは「すべてのお客さまと共に Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ＆Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ」
① 両館で「しぶやレインボー宣言」を申請！
渋谷マルイ・モディは１１月２９日より渋谷区で始まった「しぶやレインボー宣言」を
申請し、両館同時掲出中。渋谷店では、働くスタッフへのＬＧＢＴ研修やダイバーシティ
＆インクルージョンを目指した取り組みを行っています。

②

② 自分らしい靴に出会える「マルイのシューズ」
お客さまと一緒につくった「ラクチンきれいシューズ」を展開。履き心地の良さに
こだわり、また１９．５～２７．０ｃｍ（一部２０．５～２６．０ｃｍ）の幅広いサイズ展開を
行っています。全てのお客さま、１人ひとりに合った”ピッタリ”のご提案をします。

「渋谷マークシティ」のグルメ情報満載！

②

①

① 「ＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔ×ＳＨＩＢＵＹＡ ＭＡＲＫ ＣＩＴＹ」２０１８年 春号を発刊
“食をとりまくライフスタイルの提案”を行っているＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔ独自の視点で
渋谷マークシティのグルメをフォトジェニックな写真とともに紹介します。
② スクラッチキャンペーン！！
・開催期間：２月１５日（木）～３月３１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
実施します。（※一部店舗除く）

①
コンセプト は“わざわざＳＨＩＢＵＹＡ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 「Ｗ ｓｗｉｔｃｈ ｂｙ Ｗａｃｏａｌ」
・営業期間：３月８日（木）～３月２１日（水・祝）
オンモードとオフモードの２つのスイッチを、どちらも使い分けて差をつける、
女子力プラスアイテムをご紹介いたします。（最終日は１８時閉場）

※商品画像はイメージです。

②

② 「旅とコンバース ｂｙ エースシューズ」
・営業期間：３月８日（木）～３月２１日（水・祝）
コンバースの今季のテーマである「旅」をキーワードに様々な機能やカラー、素材を使
用したシーズンスポットアイテムを多数取り揃え、「旅」のお供となる１足が
見つかる期間限定ＳＨＯＰがオープンします。

①
春の新生活に向けたバラエティ豊かなＺＡＫＫＡをご紹介！
① ＩＲＯ－ＵＴＡ彩詩
・営業期間：３月２２日（木）～３月２８日（水）
創業１５０年を迎える京都の友禅染〈三善工芸〉の蔵に眠っていた着物の図案を、
新しい感性で彩り美しいストールとして蘇らせました。
② 「ブティック Ｓａａｙａ（サァヤ）」
・営業期間：３月１５日（木）～３月２１日（水・祝）
パリやインドのトップデザイナー達の洗練されコレクションを、ストールやバッグ、
オリジナルアクセサリーと共にトータルコーディネートでご紹介。

②

①
春休みはＳＨＩＢＵＹＡ１０９＆１０９ＭＥＮ’Ｓに集合！
①超シブヤ祭
・開催期間：３月２１日（水・祝）～３月３１日（土）
ＳＨＩＢＵＹＡ１０９＆１０９ＭＥＮ’Ｓでは、春のお祭り「超シブヤ祭」を開催！期間中はみ
んなでわいわい写真が撮れるフォトスポットや、イベントやキャンペーン、
「学割１０％ＯＦＦ」を実施。春休みの思い出作りと、新生活に向けてのＮＥＷアイテム
②
をお得にＧＥＴできるチャンスです。（学割１０％ＯＦＦ ３月２７日（火）～３１日（土））
②「ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ ６Ｆ」リニューアルＯＰＥＮ！
ＳＨＩＢＵＹＡ１０９人気ＳＨＯＰの「ｏｎｅ ｗａｙ」（３月１日（木））と「ｗ♥ｃ」（３月３日（土））
がリニューアル オープン！その他、この春はＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰも続々オープン！

渋谷で働く、遊ぶ、暮らす。大人のための商業施設ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ。
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

① 「ＭＡＤＥ ＴＯ ＲＵＮ ＡＷＡＹ」
・開催期間：３月１０日（土）～
全国のディーゼルストアでは、広告キャンペーン「ＭＡＤＥ ＴＯ ＲＵＮ ＡＷＡＹ」に
連動したプロモーションがスタート。期間中、対象店舗ではお買上げ金額に応じた
「エマージェンシーキット」をプレゼント。世の中の風潮を題材にしたディーゼルの広告
キャンペーンを体感しよう。
② 「ＦＯＸ ＵＭＢＲＥＬＬＡＳ Ｏｒｄｅｒ Ｆａｉｒ」
・開催期間：３月１６日（金）～３月２５日（日）
トゥモローランド渋谷本店では、＂ＦＯＸ ＵＭＢＲＥＬＬＡＳ＂のオーダー会を開催。
イギリスで１８６８年に創業し、英国王室ご愛用の傘として支持され続ける“ＦＯＸ
ＵＭＢＲＥＬＬＡＳ”。すべての工程が職人によるハンドメイドで作られています。
オーダーでは５５種類以上の生地の中から、１パネルずつ生地を変えてお選びいただ
ける他、イニシャル入れや持ち手のデザインなど幅広くカスタマイズいただけます。
雨の日のお洒落にはこだわりの傘を、是非この機会にオーダーください。

新しいクリエイティブ活動の拠点として開業した「渋谷キャスト」
ＰＵＬＰ ４１７ ÉＤＩＦＩＣＥ
カルチャーやファッションを生み育ててきた東京・渋谷キャットストリートから、“Ｎｅｗ
Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ Ｓｔｒｅｅｔ Ｃｕｌｔｕｒｅ”をコンセプトに、新時代のＴＯＫＹＯ ＳＴＲＥＥＴ ＳＴＹＬＥを
発信していきます。メンズ／レディース、ユニセックスアイテムなどのウェアの他、雑誌
や小物、スニーカーなど幅広いファッションアイテムを展開します。

②

