報道関係者各位
＜ニュースリリース＞

２０１９年３月６日（水）
渋谷ファッションウイーク実行委員会

渋谷の街でファッションとアートが融合
さらに進化した「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」を発信します

「第１１回 渋谷ファッションウイーク」開催のお知らせ
「渋谷ストリーム前 稲荷橋広場」に１日限りのレッドカーペットが出現！！
アーティスト チョーヒカルさんをアンバサダーに迎え、ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催
～今春はアートとファッションが融合したランウェイに挑戦！参加施設ではアート展示も～
【キャンペーン開催期間】 ２０１９年３月１４日（木）～２４日（日）
【ファッションショー開催日・場所】 ２０１９年３月２１日（木・祝）／渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

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１１回 渋谷ファッションウイーク」を
２０１９年３月１４日（木）～２４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１１回目を迎えます。過去１０回の開催に渡って「ＭＡＤＥ ＩN ＳＨＩＢＵＹＡ」をコンセプ
トに商業施設との連携にとどまらず、“若手デザイナーの登竜門”としての認知を獲得し、学生や若手アーティストをイン
ターンとして受け入れるなど、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。
今年から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、今まで以上に多くの人・モノ・コトをつ
なげるイベントへと進化します。新たなスタートとなる第１１回目のアンバサダーは、学生時代を渋谷で過ごしたというア
ーティストのチョーヒカルさんに決定しました。期間中、東急百貨店 本店や渋谷ヒカリエ、西武渋谷店にて、チョーヒカル
さんの作品を展示。渋谷の街をミュージアムに仕立て、街を歩きながら楽しんでいただけます。３月２１日（木・祝）に開催
される「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」では、ランウェイショーに参加する若手ブランド「ＳＨＩＲＯＭＡ」とのコラボレーションも予
定。チョーヒカルさんによる渋谷をイメージしたオリジナルペイントで、ここでしか見ることのできない、アートとファッション
が融合した新しい形のショーを展開します。
このほか、キャンペーンに参加する各商業施設のショップ店員も自らランウェイを歩くなど、さまざまなファッションを
ミックスカルチャーの街・渋谷から発信します。
渋谷の商業施設と街、各団体や学生・若者が一丸となり取り組んできた渋谷ファッションウイークは、ファッションと
アートの融合を新たなテーマとしてバージョンアップし、ますます渋谷の街を盛り上げてまいります。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：高橋（０７０－１３９０－５１５８）・陶山
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
：２０１９年３月１４日（木）～２４日（日） 計１１日間
※３月２１日（木・祝）に渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、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

■主
■後

催
援

■協
■協

賛
力

：渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか
：ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、渋谷キャスト、渋谷ストリーム、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
：渋谷ファッションウイーク実行委員会
：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
：東急グループ
：経済産業省、株式会社パルコ、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、渋谷ストリームエクセルホテル東急

※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。

【ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」概要】
実施日時：
３月２１日（木・祝）１４：００スタート

※約３０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：

渋谷ストリーム前 稲荷橋広場
チョーヒカルさん（第１１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のランウェイショーを披露します。

ＳＨＩＲＯＭＡ／城間志保
服飾専門学校でデザインとパターンを学ぶ。
卒業時、学内でのファッションコンテストにて優勝。
また、パターンモデリスト学科の最優秀生徒賞を受賞し、学年首席として卒業。
２０１０年よりブランド名を“ＳＨＩＲＯＭＡ”とし、本格的にブランドをスタートする。

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。
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■第１1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
チョーヒカル（Ｈｉｋａｒｕ Ｃｈｏ）
１９９３年３月２９日、東京都生まれ。
中学、高校と渋谷の学校に通い、武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科を卒業。
体や物にリアルなペイントをする作品で注目され日本国内だけでなく海外でも話題とな
る。笑っていいともを含む多数のメディア出演に加え、Ｓａｍｓｕｎｇ、Ａｍｎｅｓｔｙ Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ、資生堂、ＴＯＹＯＢＯなど企業とのコラボレーションや、国内外での個展など多岐
にわたって活動している。ペイントの他にもデザイン、イラスト、立体、漫画、映像作品な
どを制作。著書に「ＳＵＰＥＲ ＦＬＡＳＨ ＧＩＲＬＳ 超閃光ガールズ」「ストレンジ・ファニ
ー・ラブ」「絶滅生物図誌」がある。
ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ・ランウェイショーでのアートコラボレーションのほか、
チョーヒカルさんの作品を期間中、参加施設に展示予定です。
詳細は随時、渋谷ファッションウイーク公式サイトで発表します。
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＞
「Ｔｏｋｙｏ新人デザイナーファッション大賞」 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、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＩＲＳＴ
ＳＴＥＰ」ランウェイへの起用。および実施をサポート。
「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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＜別添資料＞
【各施設オリジナル企画】

渋谷ヒカリエ シンクスなら、気持ちの伝わる「春ギフト」がきっと見つかります。
「テアトロ」
メタリッククロコの型押しプリントにグログランリボンとファスナーのカラーミックスが新鮮！
「ジュエッテ アディション」
ピアス派でもイヤリング派でも装着ＯＫ！耳にひっかけるタイプの新感覚イヤリング。
「Ｕ．Ｑ」
カラーもサイズも種類豊富。洗練された印象のハーバリウムです。

２０１２年の開業以来初、６階＆７階のカフェ＆レストランフロアが
８店舗リニューアルオープンしました！
［６Ｆ］
ダンプリングタイム 餃子時間＜日本初出店＞
果実園リーベル
Ｔｒａｔｔｏｒｉａ Ｖｏｍｅｒｏ ｉｌ ｍａｒｅ ｅ ｍｏｎｔｅ＜複合施設初＞
[７Ｆ]
ＭＡＩＳＯＮ ＫＡＹＳＥＲ Ｔａｂｌｅ＜新業態＞
モダンメキシカン マヤルス＜新業態＞
やさい家めい
1/2ＰＰＵＤＯ
ベジ串 創作おでん ぬる燗佐藤＜新業態＞

「Ａｒｔ ｍｅｅｔｓ Ｌｉｆｅ」をストアコンセプトに掲げる西武渋谷店。
今回の「ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＯＲＳ」では、時代や年代を超えて輝き続ける女性を
最大限に美しく演出する最新スタイルや、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ご提案いたします。
①Ｒｕｍｃｈé ２０１９ ＳＰＲＩＮＧ ＳＵＭＭＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
【開催期間】３月１９日（火）～３月２５日（月）
「一生永く着られる、デイリーなデザイン服」をコンセプトに、日本国内で作ったオリジナルの
テキスタイル、女性らしい曲線美にこだわったシルエットで、女性の優しさのうちに秘められた、
凛とした強さを表現したコレクション。
②ｓｕｐｐｏｒｔ ｓｕｒｆａｃｅ ＰＯＰ‐ＵＰ ＳＨＯＰ
【開催期間】３月１２日（火）～３月１８日（月）
今シーズンのテーマは、Ｍｏｔｉｏｎ。軌跡のデザイン、色、形、素材感に加え、人の
動き、所作による布の軌跡をデザイン。
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③ＫＩＤＩＬＬ ２０１９ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ “ＮＯ ＬＯＶＥ ＬＯＳＴ”
【開催期間】３月１４日（木）～３月２５日（月）
今季のテーマは、“ＮＯ ＬＯＶＥ ＬＯＳＴ”
ＫＩＤＩＬＬが得意とする初期パンクのストリートカルチャーを基に、伝説的なフォトグラファーＳＨＥＩＬＡ ＲＯＣ
Ｋ、そしてホラー映画ＩＴとのコラボレーションを展開。
④樹木希林 遊びをせんとや生まれけむ展
【開催期間】３月１９日（火）～４月７日（日）
出演作は数多。語録は限りなく。活動は気持ちのままに広範囲。
多才、鬼才な＜希林さん＞を愛する全ての人に贈るショート・トリップ的展覧会です。

【私らしいを 楽しむ ファッション】
渋谷マルイと渋谷モディは、私らしさを表現できるすべてがファッションだと考えます。
お洋服やコスメはもちろん、音楽、アニメも楽しむ。「私らしい」は、私の中にいろいろある。
好きなモノやコトは、私を彩り、楽しませてくれる。
①「ＳＨＩＢＵＹＡ ＢＡＳＥ」
６０万店舗が出店する国内最大級の人気ショッピングアプリ「ＢＡＳＥ（ベイス）」の常設店舗。
今までなかなか出会うことのなかったネットショップが数日ごとに切り替わっていくイベントスペ
ースになります。
＜出店ショップ情報＞
「ｍｕｓｈ ｗｅａｒ」 ３月１５日（金）～３月１９日（火）
「ＥＵＲＯＫＥＮＶＹ」 ３月２２日（金）～３月２４日（日）
②渋谷最大級の古着屋『ＢＩＮＧＯ』
アメカジ・ストリートをはじめとした渋谷最大級のブランド古着屋。レディス古着も取り扱っており
ます。安心の買取サービスももちろん実施中！
＜期間限定！ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥ＞
【開催期間】３月１１日（月）～３月１７日（日）
３Ｆ特設スペースにて有名ブランドの古着を集めたＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥを開催いたします。新
作からアーカイブのものまで充実の品揃え。お気に入りの１枚を見つけに来てください！
③ＲＯＬＬＹ’Ｓ ＲＯＬＬ ＩＣＥ ＣＲＥＡＭ ＫＹＯＴＯ
京都発・アイス生地をくるくるっと巻いたロールアイスを楽しめる専門店。まるで“アイスの花束”のようにカラフル＆キュ
ートな仕上げ、大人の方にも楽しめる京都発ならではの上品で洗練された味が自慢です。
『ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＡＳＨＩＯＮ ＷＥＥＫ』限定メニュー！
【開催期間】３月１１日（月）～３月２４日（日）
渋谷限定の「渋谷ブラック」（７８０円税抜）に加え、期間限定で「渋谷ブラック レッドカーペット
バージョン」(７８０円税抜)が登場！
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「渋谷マークシティ」で味わう、春のハッピーメニュー
“食をとりまくライフスタイルの提案”を行っている
フードマガジン『ＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔ（エル・グルメ）』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、食のトレンドを発信しています。
①春のグルメ情報満載！
今号では、「渋谷マークシティで味わう、春のハッピーメニュー」をテーマに「食べて気分が上がる、春
野菜や旬の食材を使った料理」、「みんなで集まって会話が弾むメニュー」を、「気分が上がるポイント」
とともにご紹介します。春の訪れを感じ始める３月は、料理も軽やかな一皿に！
②グルメスクラッチキャンペーン開催！
【開催期間】２月１５日（金）～３月３１日（日）
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」を実施しております
ので是非ご利用ください。

“わざわざＳＨＩＢＵＹＡに来たくなる”、“わざわざ東横店に来たくなる”をコンセプトに
「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。
「ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＡＳＨＩＯＮ ＷＥＥＫ」とともに「ＳＨＩＢＵＹＡ」の魅力を発信します。
①コトモノマルシェポップアップイベント
【開催期間】２月２８日（木）～３月１９日（火）
ハンドメイドアクセサリーのコトモノマルシェがポップアップステージＡに期間限定オープン。期間中は、
イベント限定商品の販売に加え、人気作家によるブラッシュアップステージ（店頭販売）もございます。コ
トモノマルシェが厳選した、約７０ブランドを誇るラインナップをご堪能ください。
②はらぺこあおむしマーケット
【開催期間】３月２０日（水）～４月３日（水）
「はらぺこあおむし」は、アメリカの絵本作家エリック・カールが１９６９年に出版した絵本です。
２０１９年は出版から５０周年を迎える記念の年。今回の「はらぺこあおむしマーケット」では、
５０周年を記念したグッズや、絵本作家との特別コラボＴシャツなどさまざまな商品が並びます。
TM

& © 2019 Eric Carle LLC.

TM

& © 2019 Eric Carle LLC.

③グラニフとはらぺこあおむしがコラボした
渋谷限定の「ｓｈｉｂｕｙａ ｔｏｋｙｏ ｊａｐａｎ」Tシャツが登場。
【開催期間】３月２０日（水）～４月３日（水）

④Ｃｏｌｏｒｉｎｇ
【開催期間】３月２１日（木）～４月３日（水）
＜カラーリング＞は本物の花を身に着けられるアクセサリー。ドライフラワーやプリザーブドフラワーを
そのままアクセサリーにできるのは、ハンドメイドだからこそ。本物のお花を加工しているので、そのお
花の形は一点だけ。プレゼントにも喜ばれそうです。
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東急百貨店本店がお届けする、春の門出を祝うセレモニーや洗練されたビジネススタイル、
個性を感じられるユニークなアイテムをＰＯＰＵＰ出店ブランドや
ニューオープンブランドとともにご提案いたします。
①スプリングジャケット＆スーツコレクション
【開催期間】３月７日（木）～３月２７日（水）
会期中、東急百貨店 渋谷・本店の２階～４階の対象売場でＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ ｃｌｕｂＱカードにて、ジ
ャケットまたはスーツを含む１レシート５０，０００円（税込）以上お買い上げの先着各３００名様に紳士
服ではポケットチーフ、婦人服ではハンカチを一点プレゼントいたします。
②＜ｉｔｕ´＞期間限定出店
【開催期間】３月１４日（木）～３月２０日（水）
デザイナーｉｔｕ´氏がすべてのアイテムに１つ１つハンドペイントでアートを描いたスニーカー・バ
ッグ・Tシャツなどを販売します。プリントやステッチでは表現できない有機的で自由なタッチを
生かした商品です。「日々の生活にもっと彩りを」「身に着ける方の人生にもっと多様な可能性
を」というメッセージがすべてのアイテムに込められた商品です。
④フランコフェラーロ ＮＥＷ OPEN
イタリアのモノづくりならではの、上質な素材と着心地の良さが魅力の＜フランコフェラーロ＞
がオープン。日本人のライフスタイルにもなじむエレガントで上品なデザインが魅力です。

ＳＨＩＢＵＹＡ１０９では、「Ｎｅｗ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｐａｒａｄｉｓｅ！」と題して、
３月から人気ショップをはじめ約２０店舗がリニューアルオープン！
また、昨年に引き続き「春の学割キャンペーン」も実施。
①Ｎｅｗ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｐａｒａｄｉｓｅ！
ＳＨＩＢＵＹＡ１０９では、この春「Ｎｅｗ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｐａｒａｄｉｓｅ！」と題して、３月から人気ショップ
をはじめ２０店舗がニューオープン・リニューアルオープン！更にパワーアップして、ますます楽
しい館に生まれ変わります。最新トレンドアイテムも多数取り揃えてお待ちしております！
②春の学割キャンペーン！
【開催期間】３月２６日（火）～３月３１日（日）
昨年に引き続き春の学割キャンペーンを６日間限定で実施。学生の方はＳＨＩＢＵＹＡ１０９、
１階エレベーターホール特設カウンターにて、学生証を提示するとリストバンドが貰えます。
そのリストバンドを持っていると、対象店舗商品が１０％ＯＦＦに！
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ＭＡＧＮＥＴ ｂｙ ＳＨＩＢＵＹＡ１０９
７ＦにＦＲＥＥ ＷｉＦｉやコンセントが自由に使える
使いやすくオシャレなフードフロアが誕生。
①７Ｆに渋谷駅直結のフードフロアＭＡＧ７(マグセブン)が登場
日本初上陸のＦＡＴ ＢＵＲＧＥＲをはじめ、カフェメニューやナイトメニューを手軽に楽しめ
る。ＦＲＥＥ Ｗｉ‐ＦｉやＦＲＥＥコンセントも完備された過ごしやすい隠れ家的空間。
②スクランブル交差点を見下ろせられる東京唯一の展望台
屋上「ＭＡＧ’ｓ ＰＡＲＫ」の展望台「ＣＲＯＳＳＩＮＧ ＶＩＥＷ」は1日に数十万人が行きかうス
クランブル交差点やＳＨＩＢＵＹＡ１０９など、渋谷の街を眺められる唯一の展望台。

ｃｏｃｏｔｉから春のお得な情報をお届けします。
①ＢＥ Ａ ＦＯＬＬＯＷＥＲストアキャンペーン
【開催期間】３月９日（土）～
ＤＩＥＳＥＬ ＳＴＯＲＥでは３月９日から、誰もがインフルエンサーになりたがっているソーシ
ャルメディアにおける現象を題材に、視点を変えてフォロワーに焦点を当てたＤＩＥＳＥＬら
しいユーモア溢れるキャンペーンがスタート。期間中、対象店舗にて税込４３，２００円以
上お買上げの方にフォロワーのワードローブをクールに仕上げる“デニムハンギングスト
ラップ”をプレゼント！※プレゼントは無くなり次第終了。
②ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＳＡＬＥ
【開催期間】２月１６日（土）～３月３１日（日）
ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＬＡＮＧＵＡＧＥ 渋谷店では、ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＳＡＬＥを開催中。
期間中、「５０，０００円(税抜)以上の生地オーダースーツ」が全品１０％ＯＦＦ。
さらに、２着以上ご購入でオーダーシャツをプレゼント。

新しいクリエイティブ活動の拠点「渋谷キャスト」
ＣＩＴＹ ＳＨＯＰ
都会で生活する人達に向けて。ファッションやフード、カルチャーにおける新しいスタンダードを
発信いたします。３月は“ＢＬＡＣＫ ＆ ＷＨＩＴＥ”をテーマに、潔くハンサムでありながらも、クリ
ーンで女性らしく着こなせるアイテムが揃います。
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「渋南マーケット」の開催や、「渋南エリアガイド」の発行を中心に、
渋谷ストリームを起点として、渋谷駅南側エリア（渋南エリア）の賑わいを醸成します。
①渋南マーケット
【開催期間】３月１６日（土）・３月１７日（日）
コンセプトは、「渋谷で働く人や周辺で暮らす方々の感度を刺激し、暮らしが豊かになること。」
３月は、「春のお出かけ」をテーマに、お花見やピクニックなどお出かけに嬉しいグッズを中心
にセレクトします。
②渋南エリアガイド
「渋南エリアガイド」では、人々が集う場をテーマにしたページ（文化）、季節の楽しみをテーマにしたペー
ジ（季節）をそれぞれ展開しています。春号は、「食と語らいのリバーサイド・フード」と「春を感じるお店」を
切り口にして、渋南エリアをガイドしてまいります。
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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１１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）

■第５回／２０１６年・春
３月１０日（木）～２１日（月・祝）

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１
９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 ＲＵ
ＮＷＡＹ」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。

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 ＣＡＢＩＮ
ＥＴ（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。
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■第６回／２０１６年・秋
１０月１４日（金）～２３日（日）

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 ＳＨＩＢＵＹ
Ａ」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７回／２０１７年・春
３月１６日（木）～２６日（日）

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、「ＳＨＩＢＵＹ
Ａ 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。

■第８回／２０１７年・秋
１０月１２日（木）～２２日（日）

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「ＲＥＡ
ＤＹ 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 Ｒ
ＵＮＷＡＹ」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。

■第１０回／２０１８年・秋
１０月１１日（木）～２１日（日）

渋谷 文化村通りにて、アンバサダーのＤｒｅａｍ Ａｍｉさんが登場する路上ファッションショ
ー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を実施しました。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 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、幅広い分野の企画・運営を通
じ、次世代の担い手を育む場を提供しました。
タワーレコード渋谷店が選曲をした「渋谷スタイル」のランウェイでは、Ｄｒｅａｍ Ａｍｉさんは、
渋谷をイメージしたピンクを基調にしたオリジナルワンピースで渋谷エリアのショップ店員らと
共にフィナーレを鮮やかに彩りました。
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