＜当日レポート＞

２０１９年１０月２０日（日）

１００年に一度の再開発が進む渋谷から「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を世界に発信！

令和初開催！「第１２回 渋谷ファッションウイーク」
渋谷 文化村通りで路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催！

アンバサダー 松岡茉優さんがランウェイに登場！
映画『蜜蜂と遠雷』のオーケストラの生演奏をバックに
「好きな服を自分の好きなタイミングで着るという“渋谷の自由っぽさ”を表現しました」
日時 ： ２０１９年１０月２０日（日） １３：３０～１４：１０
会場 ： 渋谷 文化村通り （東京都渋谷区道玄坂２丁目）※交通規制エリア内

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１２回 渋谷ファッションウイーク」を２０１９年
１０月１０日（木）～２０日（日）の期間中、渋谷駅周辺各商業施設を会場に開催しました。令和初の開催となった今回は、
１０月４日（金）から公開中の映画『蜜蜂と遠雷』とコラボレーションし、主演女優である松岡茉優さんをアンバサダーに迎え、最
終日の１０月２０日（日）渋谷 文化村通りにて、路上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月に初開催しました。１２回目を迎える今回は、１００年に一度と言われる再開発が進む渋谷を象徴する新施設
「渋谷スクランブルスクエア」、さらに今年新しく生まれ変わる「東急プラザ渋谷」も参加。全１４施設が一体となり、「ＭＡＤＥ ＩＮ
ＳＨＩＢＵＹＡ」のテーマのもと、各施設の特色を生かしたプロモーションを展開。過去１１回の開催に渡る、商業施設との連携にと
どまらず、学生や若手アーティストを幅広く受け入れ、“若手デザイナーの登竜門”としての認知を獲得するなど、渋谷から新た
なファッションカルチャーを発信してきました。
本日行われたファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」内の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」では、新進気鋭の若手
ファッションデザイナーである姉崎真琴氏、中野由佳氏がウィメンズブランド「ＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲ」のランウェイショーを披露。
最新のコレクション２０ルックを発表しました。その後、「渋谷スタイル」では、キャンペーンに参加している各大型商業施設が渋
谷ならではの“リアルクローズ”を披露するという、二部構成のショーを実施。さらに、アンバサダーの松岡茉優さんが、主演映
画『蜜蜂と遠雷』内で演じる“栄伝亜夜”のピアノコンクール本選楽曲「プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第３番 ハ長調 Ｏｐ．２６ 第
１楽章」が奏でられる中、「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマにしたファッションで登場。“ファッションと映画（音楽）”という、渋谷
ならではのミックスカルチャーを発信した松岡さんが「渋谷スタイル」のモデルと一緒にフィナーレを迎えると、会場からは大きな
拍手が沸き起こりました。
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、「今年は今までにない生の演奏とともに、渋谷ら
しい旬の女優さんに来ていただいて、渋谷のファッションの懐が広がるなと思いました。この秋、渋谷の街が変わっていくタイミン
グで、いいイベントになりうれしく思います。」とコメント。また、渋谷をイメージした衣装でランウェイを歩いたアンバサダーの松岡
茉優さんは「今回は色々な素材を使ったジャケットと、パンツの上にチュールスカートを重ねています。渋谷らしいものを自分なり
に考えて、好きな服を自分の好きなタイミングで着るという“渋谷の自由っぽさ”を表現しました。」、ナビゲーターの干場義雅さん
は「毎年、『ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ』を見てきていますが、今年はトレンドがミックスされていて、多様性を感じられるランウェイでし
た。」とそれぞれ語り、「第１２回 渋谷ファッションウイーク」を締めくくりました。

※本イベントにおける、松岡茉優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※

ＴＥＬ：

【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
担当：李（０８０－７６７２－６６９１）・高橋（０７０－１３９０－５１５８）
０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ：sfw@ssu.co.jp

【路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」開催概要】
■正式名称
■日時
■会場
■主催
■出演者

：
：
：
：
：

■スケジュール ：

第１２回 渋谷ファッションウイーク 路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」
２０１９年１０月２０日（日）１３：３０～１４：１０
渋谷 文化村通り（東京都渋谷区道玄坂２丁目） ※交通規制エリア内
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
松岡茉優さん（第１２回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー／映画『蜜蜂と遠雷』主演女優）
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
１３：００ ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ開演
・構成①：「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」
新進気鋭の若手デザイナーブランドによるファッションショーを披露

ＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲ
満足する事のないＦＡＳＨＩＯＮ ＡＤＤＩＣＴの精神。常に新しいデザインを求め、自分を捜し、終わりのな
い探究心誰もが持つＡＲＴＩＳＴＩＣな感性をＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲで表現。黒という、どんな色も塗りつぶす事
が出来ない強いカラーで個性のある芯を持った女性へＴＯＫＹＯのＭＯＤＥ ＳＴＹＬＥ、繊細かつ高級感
のあるレースやチュール素材を基調とし、異素材とのＭＩＸしたデザインやスタイリングを提案。インポー
トレースを使用したアイテムはＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲのブランドのＫＥＹ ＩＴＥＭとなっている。時には強く、優
しく、そして儚く 女性の精神を感受性豊かに表現するブランド。
姉崎真琴／ＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯ 代表兼デザイナー
幼少からバイオリンを習い各国のオーケストラに参加しその感性を磨く。その中でもメキシコを訪れた時
のシルバーアクセサリーの美しさに心うたれファッションに興味を持ち始める。販売スタッフとして、セレ
クトショップで働いた後、２０１３年８月にＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯを設立。代表兼デザイナーとしてオリジナル
ブランドＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲをスタート。
中野由佳／ＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯ 代表兼デザイナー
中学時代から、モノトーンやレザーなどスタイリッシュなテイストが好きで、今もその感性がデザインに生
かされている。セレクトショップで販売スタッフとして入社し、後にスキルを認められＰＲに就任。退社後、
経歴をかわれＭＡＲＫ ＳＴＹＬＥＲにて新規ブランド立ち上げのＰＲに携わる。その後、２０１３年８月に
ＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯを設立。代表兼デザイナーとしてオリジナルブランドＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲをスタート。

・構成②：「渋谷スタイル」
キャンペーンに参加する渋谷駅周辺の各大型商業施設による、
渋谷ならではの“リアルクローズ”を披露
・アンバサダー松岡茉優さん登場
・フィナーレ：松岡茉優さんと「渋谷スタイル」が登場
・アフタートーク：松岡茉優さんが映画『蜜蜂と遠雷』についてトーク
１４：１０ 終了

■松岡茉優さんのコメント ＊アフタートーク、囲み取材より
Ｑ：第１２回 渋谷ファッションウイークのアンバサダーとして「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」に参加していかかでしたか？
Ａ：東京出身なので渋谷という街は学生時代から遊び場で、映画や舞台を観に来たりして過ごしていました。
そのような街の真ん中にレッドカーペットを敷いて、そこを舞台にしてしまうという潔さに感動しました。
Ｑ：今日のファッションについてお聞かせください。
Ａ：今回は色々な素材を使ったジャケットと、パンツの上にチュールスカートを重ねています。
渋谷らしいものを自分なりに考えて、好きな服を自分の好きなタイミングで着るという“渋谷の自由っぽさ”を表現しました。
Ｑ：公開中の映画『蜜蜂と遠雷』の撮影に協力したスタンドアップオーケストラの生演奏をバックに歩いた感想。
Ａ：私が歩いている時に演奏していただいたプロコフィエフ ピアノ協奏曲第３番は、『蜜蜂と遠雷』の劇中で私がクライマック
スに演奏した曲です。渋谷の皆さまに生でクラシックを聞いていただく機会となってよかったなと思います。
Ｑ：映画の中でコンサートホールの舞台に立つのと、今日のレッドカーペットに立つのとどちらが緊張しましたか？
Ａ：普段、お芝居をしているときは、その務めを果たすという意識で緊張しないんです。
今回レッドカーペットを敷いていただいた真正面に、Ｂｕｎｋａｍｕｒａがあるという景色がはじめてで、
普段は道の真ん中は歩けないため、この景色自体がかなりレアだったなと思います。
Ｑ：ピアニスト役にチャレンジされた『蜜蜂と遠雷』のオーケストラと、再び渋谷の街で共演された感想。
Ａ：今回参加したスタンドアップオーケストラさんは、劇中にもご出演いただいています。
実はクラシックには、縦ノリができてリズムに乗って聞けるものもたくさんあるので、『蜜蜂と遠雷』を観ていただき
クラシックってこんなに距離が近いのだなって思ってもらえたら、うれしいです。
Ｑ：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：俳優をしているとファッションイベントに出させていただくことはあまりないのですが、
今日初めて渋谷ファッションウイークに参加して、沿道で応援してくださっている人もいてうれしかったです。
ファッションと共に自分を楽しんでいただけたらいいなと思いました。

■松岡茉優さん

■干場義雅さん

松岡茉優 主演映画『蜜蜂と遠雷』に関するお問い合せ先
【紙・電波・ＷＥＢ】マンハッタンピープル ０３―６２１５―６２２０
電波・紙：加藤（０７０－６４６２ー４７１３）／
ＷＥＢ：深澤(０９０－９１３４―７５６３）

■「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」
新進気鋭の若手デザイナーブランドによるファッションショーを披露。
姉崎真琴、中野由佳／ＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲ
満足する事のないＦＡＳＨＩＯＮ ＡＤＤＩＣＴの精神。常に新しいデザインを求め、自分を捜し、終わりのない探究心
誰もが持つＡＲＴＩＳＴＩＣな感性をＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲで表現。黒という、どんな色も塗りつぶす事が出来ない強いカラーで個
性のある芯を持った女性へＴＯＫＹＯのＭＯＤＥ ＳＴＹＬＥ、繊細かつ高級感のあるレースやチュール素材を基調とし、異素
材とのＭＩＸしたデザインやスタイリングを提案。インポートレースを使用したアイテムはＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲのブランドのＫＥＹ
ＩＴＥＭとなっている。時には強く、優しく、そして儚く 女性の精神を感受性豊かに表現するブランド。

【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：bit.ly/2qhqd3S ※ダウンロード期間：１０月２０日（日）～１１月８日（金）

■「渋谷スタイル」（１７ブランド 参加モデル３５名）
キャンペーンに参加する渋谷駅周辺の各大型商業施設による、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」では、渋谷に出店している１７ブランドのスタイルが登場。
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（ＡＫＩＫＯＡＯＫＩデザイン
インフォメーションスタッフユニフォーム）
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ふりそでＭＯＤＥ ウェディング・ボックス

渋谷マークシティ
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渋谷マルイ

渋谷マルイ

Ｍａｋｅｒ’ｓ ｓｈｉｒｔ 鎌倉 ＭＥＮ’Ｓ
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渋谷モディ

西武渋谷店

西武渋谷店

東急百貨店 東横店

ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＤＯＯＲＳ

Ｐ．Ｅ．Ｏ．Ｔ．Ｗ ＡＧ

Ｍａｉｓｏｎ ＭＩＨＡＲＡ ＹＡＳＵＨＩＲＯ

ＧＲＡＣＥ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ

東急百貨店 本店
Ｓｅｒｇｅ Ｂｌａｎｃｏ

【第１２回 渋谷ファッションウイーク開催概要】
■開催期間
：２０１９年１０月１０日（木）～２０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
：ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、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、東急プラザ渋谷、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、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、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、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント
※渋谷ファッションウイーク 公式サイト www.shibuya-fw.com

【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け入れています。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」ランウェイでの若手デザイナー起用、各種の企画運営実務のほか、メイクアップや撮影業
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＞
■「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、活躍された方々です。

【「内閣府 特定非営利活動法人日本アーティストユニオン」ヘアメイククルーアシスタント参加者の声】
Ｓｅｒａさん
「今日の『ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ』にメイクアシスタントとして参加しました。
始めての現場なので、メイクをするまで不安でいっぱいだったのですが、ユニオン
で習っていたおかげでその場の状況に応じて動く事ができました。自分がメイクを
したモデルさんが実際に歩いている姿を見て凄く感動しました！ユニオンで覚えた
現場での“仕事、動き方、メイクの仕方”を本番で活かすことができ、通っていてよ
かったと実感しました。今後も勉強し、メイクの仕事に活発的に関わっていきたい
と思いました！」

■「日本写真芸術専門学校」 https://npi.ac.jp/
写真家を育成して渋谷・代官山で５４年。
写真界第一線で活躍中のカメラマンから学ぶ東京都認可の専門学校。
・募集要項
「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。
【「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】
ショウ ラクヨウさん
「中学生の時からファッションに興味があり、渋谷ファッションウイーク オフィシャ
ルカメラマンチームへの参加を志望しました。ランウェイからバックステージの撮
影まで大変貴重な機会を与えていただき光栄です。スタイリスト、モデル、デザイ
ナーの方々と普段お会いする機会がない私にとって、全ての場面がとても新鮮
で、学校の授業では体験することのできない経験ができました。独創的なセンス
に触れたことを、今後の作品制作に活かしていきたいと思います。 本日は本当
にありがとうございました。」

ＴＥＬ：

【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
担当：李（０８０－７６７２－６６９１）・高橋（０７０－１３９０－５１５８）
０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ：sfw@ssu.co.jp

報道関係者各位
＜ニュースリリース＞

２０１９年１０月１日（火）
渋谷ファッションウイーク実行委員会

１００年に一度の再開発が進む渋谷から「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を世界に発信！ 令和初開催！

「第１２回 渋谷ファッションウイーク」開催のお知らせ
１０月４日公開、映画『蜜蜂と遠雷』主演の女優・松岡茉優さんを迎え、
路上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け入れ、体験機会の提供も
【キャンペーン開催 期間／場所】 ２０１９年１０月１０日（木）～２０日（日）／渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか
【路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」開催 日程／場所】 ２０１９年１０月２０日（日）／渋谷 文化村通り

松岡

茉
優さま
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
画像挿入予定

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１２回 渋谷ファッションウイーク」を
２０１９年１０月１０日（木）～２０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月に初開催しました。１２回目を迎える今回は、１００年に一度と言われる再開発が進む渋谷を象徴する新施
設「渋谷スクランブルスクエア」が、さらに今年新しく生まれ変わる「東急プラザ渋谷」も参加。全１４施設が一体となり、「Ｍ
ＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」のテーマのもと、各施設の特色を生かしたプロモーションを展開します。最終日の１０月２０日（日）
に文化村通りで開催するメインイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」では、渋谷の街を舞台にした路上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ます。
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
「Ｒａｋｕｔｅｎ 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、「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け入れ、
本キャンペーンの企画・運営を通じ、幅広い分野で次世代の担い手を育む場を提供します。
令和初の開催となる今回、１０月４日公開の話題作、映画『蜜蜂と遠雷』主演の女優・松岡茉優さんをアンバサダーに
迎えることが決定。１０月２０日（日）に文化村通りで実施される「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」では、映画の撮影に協力したス
タンドアップオーケストラの生演奏をバックにランウェイを歩く予定です。
日本を代表するファッションカルチャーを育み、世界へ発信しつづけている渋谷。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。新たな進化をとげる渋谷の街を、ファッションカルチャーでますます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。

ＴＥＬ：

【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
担当：李（０８０－７６７２－６６９１）・高橋（０７０－１３９０－５１５８）
０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ：sfw@ssu.co.jp
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【第１２回 渋谷ファッションウイーク開催概要】
■開催期間
： ２０１９年１０月１０日（木）～２０日（日） 計１１日間
※１０月２０日（日）に渋谷文化村通りにて、路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催します。

■開催場所
■参加店舗

： 渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか
： ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、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、東急プラザ渋谷、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、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、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、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント
※渋谷ファッションウイーク 公式サイト www.shibuya-fw.com
※各参加店舗のキャンペーン情報は、別添のパンフレットをご参照ください。
【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。

【路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」概要】
■開催日時： １０月２０日（日）１３：３０スタート ※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： 渋谷 文化村通り（交通規制エリア内）
■出 演 者 ： 松岡茉優さん（第１２回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー／映画『蜜蜂と遠雷』主演女優）
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
■内
容： 構成１：「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」
新進気鋭の若手デザイナーがランウェイショーを披露します。
ＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲ
満足する事のないＦＡＳＨＩＯＮ ＡＤＤＩＣＴの精神。常に新しいデザインを求め、自分を捜し、終わりのな
い探究心誰もが持つＡＲＴＩＳＴＩＣな感性をＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲで表現。黒という、どんな色も塗りつぶす事
が出来ない強いカラーで個性のある芯を持った女性へＴＯＫＹＯのＭＯＤＥ ＳＴＹＬＥ、繊細かつ高級感
のあるレースやチュール素材を基調とし、異素材とのＭＩＸしたデザインやスタイリングを提案。インポー
トレースを使用したアイテムはＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲのブランドのＫＥＹ ＩＴＥＭとなっている。時には強く、優
しく、そして儚く 女性の精神を感受性豊かに表現するブランド。

デザイナー・ブランドプロフィール
姉崎真琴／ＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯ 代表兼デザイナー
幼少からバイオリンを習い各国のオーケストラに参加しその感性を磨く。その中でもメキシコを訪れた時
挿入予定

のシルバーアクセサリーの美しさに心うたれファッションに興味を持ち始める。販売スタッフとして、セレ
クトショップで働いた後、２０１３年８月にＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯを設立。代表兼デザイナーとしてオリジナル
ブランドＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲをスタート。
中野由佳／ＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯ 代表兼デザイナー
中学時代から、モノトーンやレザーなどスタイリッシュなテイストが好きで、今もその感性がデザインに生
かされている。セレクトショップで販売スタッフとして入社し、後にスキルを認められＰＲに就任。退社後、
経歴をかわれＭＡＲＫ ＳＴＹＬＥＲにて新規ブランド立ち上げのＰＲに携わる。その後、２０１３年８月に
ＡＤＤＩＣＴ ＴＯＫＹＯを設立。代表兼デザイナーとしてオリジナルブランドＡＤＤＩＣＴ ＮＯＩＲをスタート。

構成２：「渋谷スタイル」
キャンペーンに参加する渋谷駅周辺の各大型商業施設による、渋谷ならではの“リアルクローズ”を
披露します。
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【第１２回 渋谷ファッションウイーク アンバサダー プロフィール】
松岡茉優（まつおかまゆ）
１９９５年２月１６日生まれ 東京出身
近年の主な出演作は、映画『ちはやふる』３部作、映画初出演となった『勝手に
ふるえてろ』、カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した『万引き家族』。
第４２回日本アカデミー賞では、優秀主演女優賞・優秀助演女優賞を受賞。
公開待機作に映画『蜜蜂と遠雷』（１０月４日公開）、映画『ひとよ』などがある。

松岡茉優 主演映画『蜜蜂と遠雷』
■公開日
：１０月４日（金）全国公開
■監督・脚本・編集 ：石川慶
■キャスト
：松岡茉優 松坂桃李 森崎ウィン 鈴鹿央士（新人）
■原作
：恩田陸『蜜蜂と遠雷』（幻冬舎文庫）
■配給
：東宝
©2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

【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け入れています。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ」ランウェイでの若手デザイナー起用、各種の企画運営実務のほか、メイクアップや撮影業務
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＞
「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。
「日本写真芸術専門学校」 https://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
「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。

※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
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【「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第１２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６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１１回／２０１９年・春
３月１４日（木）～２４日（日）
第１１回では、ファッション文化の発信に加え、“アートとの融合”を新たな
テーマに開催。体や物にリアルなペイントをする作品で国内外から注目されて
いるアーティストのチョーヒカルさんをアンバサダーに迎え、アートとファッション
が融合したファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を実施しました。
渋谷をイメージしたオリジナルペイントを施したチョーヒカルさんがドレス姿
でレッドカーペットを歩き、ファッションとアートが融合した新しいスタイルを
表現。ショーの後半、渋谷エリアのショップ店員がランウェイを歩く「渋谷スタイ
ル」では、チョーヒカルさんがデザインしたオリジナルペイントシールをつけ、
参加者一体となり渋谷ならではのミックスカルチャーを発信しました。

■第１回～第１０回
回／開催時期

テーマ／コンセプト

ファッションショー開催場所

ゲストなど

第１回／２０１４年・春

Ｗｈｉｔｅ ～白～

渋谷ハチ公前広場

－

第２回／２０１４年・秋

渋谷スタイル

文化村通り

特別ゲスト：ドン小西

第３回／２０１５年・春

渋谷スタイルの発信

金王八幡宮

特別ゲスト：平子理沙

第４回／２０１５年・秋

渋谷スタイルの発信

文化村通り

特別ゲスト：野宮真貴

第５回／２０１６年・春

“渋谷”で“ファッション”を
“カジュアル”に楽しむ

東急シアターオーブ

アンバサダー：干場義雅

第６回／２０１６年・秋

ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ

文化村通り

アンバサダー：西内まりや

第７回／２０１７年・春

ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ

金王八幡宮

アンバサダー：中川翔子

第８回／２０１７年・秋

ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ

※雨天のため中止

アンバサダー：シシドカフカ

第９回／２０１８年・春

ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ

渋谷キャスト

アンバサダー：松井愛莉

第１０回／２０１８年・秋

ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ

文化村通り

アンバサダー：Ｄｒｅａｍ Ａｍｉ

ＴＥＬ：

【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
担当：李（０８０－７６７２－６６９１）・高橋（０７０－１３９０－５１５８）
０３－６８９４－３２００ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ＭＡＩＬ：sfw@ssu.co.jp
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