
報道関係各位  

＜イベントレポート＞                                                 ２０１６年１０月２３日（日） 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 、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 魅力をお伝えする共同キャンペーン「第６回 渋谷ファッションウイーク」を、    

２０１６年１０月１４日（金）～２３日（日） 期間中、渋谷駅周辺を会場に開催してまいりました。こ たび、キャンペーン最終日

である本日１０月２３日（日）に、渋谷音楽祭 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」を実施しました。 

渋谷ファッションウイーク 、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 もと、 

２０１４年３月に初開催。第６回目を迎える今回 、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アンバサダー

に迎え、渋谷ファッションウイーク 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） 発信 とともに、新たに「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに掲げ、大型商業施設間 垣根を越えたキャンペーンを実施し

てまいりました。 

本日行われた路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」で 、新進気鋭 ジャパンクリエイター「東京ニューエイジ」に

よるショーと、キャンペーンに参加した各大型商業施設を じめとする渋谷エリア ショップ店員らが自らランウェイを歩き、  

渋谷ならで 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 ショーを実施しました。「東京ニューエイジ」  

ショーで 、「ＴＡＫＡＨＩＲＯ ＩＺＵ」、「ＫＥＮＴＥＴＳＵ ＤＯＩ」、「ＦＵＫＩＫＯ ＯＧＡＷＡ」など注目 若手ブランドが登場。「渋谷ス

タイル」 ショーで 、アンバサダー西内まりやさんもゲストとして登場し、渋谷エリア ショップ店員らと共にファッションショー

を展開。また、ファッションディレクター・干場義雅さんもナビゲーターとして登場し、ショーを盛り上げました。ファッションショ

ー後に 、西内まりやさん自身が渋谷 路上で新曲「ＢＥＬＩＥＶＥ」などを歌う路上ライブも披露。文化村通りにつめかけた多く

観客を魅了し、渋谷ファッションウイーク フィナーレに華を添えました。 

 ショー終了後、大西実行委員長 、「関係各位 協力 もと、６回目となる渋谷ファッションウイークを無事に開催でき嬉しく

思います。また、グランドフィナーレに 、アンバサダー 西内まりやさんにもご参加いただき、大盛況 うちに終えることが

できました」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 西内まりやさん 「普段歩いていた渋谷 街がラン

ウェイに変わって、とても不思議な感覚でした。まるでお祭り ようで楽しかったです 渋谷 日本 中心であり、ファッション

発祥 地。今後も渋谷 、若い方から大人 方も楽しめる ファッション 最先端 街 であって欲しいですし、私自身もこれ

からも渋谷を楽しみたいです 」と、渋谷に寄せる想いを語りました。 

 

 

 

 
 
 
 

渋谷 街で 期間限定バレンタインイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ バレンタイン」開催記者発表会 

および 渋谷ヒカリエ・ＳｈｉｎＱｓバレンタイン特別売場選考内覧会 ご案内 
 

ファッションを通じて渋谷の大型施設が連携、アンバサダー西内まりやさんも登場！ 
渋谷エリアのショップ店員らもランウェイを歩き、 ャンペーンのフィナーレに華を添えました！ 

日時： ２０１６年１０月２３日（日） １３：３０～１４：３５ 

会場： 文化村通り 交通規制エリア 

   渋谷の街のど真ん中でファッションショー！！ 
路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を実施！ 

【本件に関する報道関係者さまから 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）  

牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山 
TEL： ０３－６８９４－３２００  FAX： ０３－５４１３－３０５０  Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ 

【オフィシャル画像 ダウンロードに関して】 
イベント終了後、下記サーバーにアップ予定です。 

各フォルダにランウェイ 様子など 画像がございます で、ダウンロード 上ご使用ください。 
 https://goo.gl/K7WCDK  ※ダウンロード期間:１０月２３日(日)～１１月１１日(金) 



 

【「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」開催概要】 
 
■正式名称 ： 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」 
■日時 ： ２０１６年１０月２３日（日）１３：３０～１４：３５  ※報道受付開始 １３：００～ 
■会場 ： 文化村通り 交通規制エリア 
■主催 ： 渋谷ファッションウイーク実行委員会 
■出席者 ： 渋谷ファッションウイーク実行委員会 委員長 大西 賢治 
 ゲスト：西内まりやさん（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） 
■スケジュール ： １３：００ 報道受付開始  
  １３：３０ ファッションショー開演 
 構成①：坂部三樹郎 山縣良和プロデュース「東京ニューエイジ」 
                 新進気鋭 ジャパンクリエイターによるファッションショーを披露。 
 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 じめとする渋谷エリア ショップ店員が  
        ランウェイを歩き、渋谷ならで リアルクローズ を披露。 

フィナーレ：「東京ニューエイジ」 モデルと「渋谷スタイル」 参加者が西内まりやさんと共に 
                          ランウェイを飾ります。  

１４：１０ ファッションショー終了  
  （ファッションショー終了後 フォトセッション、代表質問による取材を実施 

    取材対象者：大西委員長、西内まりやさん、干場義雅さん、登場デザイナーほか） 

  １４：３５ 終了 (１４：５５～１５：２５ 西内まりやさん路上ライブ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

■「東京ニューエイジ」参加ブランド（参加モデル２０名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＴＡＫＡＨＩＲＯ ＩＺＵ】 

デザイナー：伊豆尚晃 

【ＲＩＥＫＯ ＳＨＩＭＩＺＵ】 

デザイナー：清水利江子 

【ＦＵＫＩＫＯ ＯＧＡＷＡ】 

デザイナー：小川蕗子 

【ＬＥＥ ＪＩ ＥＵＮ】 

デザイナー：李知恩 

【ＨＡＲＵＨＯ ＴＡＭＡＫＩ】 

デザイナー：玉木遥帆 

【ＫＡＯＲＩ ＫＩＫＵＮＡＧＡ】 

デザイナー：菊永佳織 

【ＦＵＭＩＫＡ ＦＵＪＩＷＡＲＡ】 

デザイナー：藤原史加 

【ＡＹＡ ＴＳＵＮＥＭＩ】 

デザイナー：常見彩耶 

【ＹＡＳＵＨＩＲＯ ＡＮＮＯＵ】 

デザイナー：案納泰裕 

【ＫＥＮＴＥＴＳＵ ＤＯＩ】 

デザイナー：土居賢哲 



■「渋谷スタイル」参加ブランド

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 じめとする渋谷エリア 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 、渋谷に出店している

 

■西内まりや

西内まりやさん

トレンチと

流行 チョーカー、サングラス、ハット

 

干場義雅さん

パーフェクト

アイテム

 

 

■西内まりやさん路上ライブ後 コメント

西内まりやさん

渋谷 街を見ながら ライブ 最高に気持ちが良かったです

若い人 パワーが溢れていて、楽しんで歌えました。

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。

渋谷ファッションウイークがきっかけとなり、もっと沢山 方に

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

■「渋谷スタイル」参加ブランド

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 じめとする渋谷エリア 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 、渋谷に出店している

■西内まりやさん着用衣装について

西内まりやさん

トレンチとチェック柄で今 トレンドを表現しています。

流行 チョーカー、サングラス、ハット

干場義雅さん) 

パーフェクトなコーディネート

アイテム 取り

 

■西内まりやさん路上ライブ後 コメント

西内まりやさん

渋谷 街を見ながら ライブ 最高に気持ちが良かったです

若い人 パワーが溢れていて、楽しんで歌えました。

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。

渋谷ファッションウイークがきっかけとなり、もっと沢山 方に
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■「渋谷スタイル」参加ブランド

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 じめとする渋谷エリア 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 、渋谷に出店している

さん着用衣装について

西内まりやさん) 

チェック柄で今 トレンドを表現しています。

流行 チョーカー、サングラス、ハット

 

なコーディネート

取り入れ方が、渋谷を意識した「

 

■西内まりやさん路上ライブ後 コメント

西内まりやさん) 

渋谷 街を見ながら ライブ 最高に気持ちが良かったです

若い人 パワーが溢れていて、楽しんで歌えました。

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。

渋谷ファッションウイークがきっかけとなり、もっと沢山 方に

渋谷ファッションウイーク
牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山

TEL： ０３－６８９４－３２００

■「渋谷スタイル」参加ブランド一覧 

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 じめとする渋谷エリア 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 、渋谷に出店している

さん着用衣装について 

チェック柄で今 トレンドを表現しています。

流行 チョーカー、サングラス、ハットといったアイテムも

なコーディネートだと思います

、渋谷を意識した「

 

■西内まりやさん路上ライブ後 コメント

渋谷 街を見ながら ライブ 最高に気持ちが良かったです

若い人 パワーが溢れていて、楽しんで歌えました。

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。

渋谷ファッションウイークがきっかけとなり、もっと沢山 方に

【本件に関する
渋谷ファッションウイーク

牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山
０３－６８９４－３２００

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 じめとする渋谷エリア 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 、渋谷に出店している

チェック柄で今 トレンドを表現しています。

といったアイテムも

だと思います  

、渋谷を意識した「ミックスカルチャー」

 

■西内まりやさん路上ライブ後 コメント 

渋谷 街を見ながら ライブ 最高に気持ちが良かったです

若い人 パワーが溢れていて、楽しんで歌えました。

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。

渋谷ファッションウイークがきっかけとなり、もっと沢山 方に

【本件に関する報道関係者
渋谷ファッションウイーク PR

牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山
０３－６８９４－３２００  FAX： ０３－５４１３－３０５０

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 じめとする渋谷エリア 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 、渋谷に出店している２３

 

チェック柄で今 トレンドを表現しています。 

といったアイテムもポイントです

カルチャー」で

 

渋谷 街を見ながら ライブ 最高に気持ちが良かったです  

若い人 パワーが溢れていて、楽しんで歌えました。 

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。

渋谷ファッションウイークがきっかけとなり、もっと沢山 方にファッションと音楽を楽しんでいただきたい

報道関係者さまから
PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内）

牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山
０３－５４１３－３０５０

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 じめとする渋谷エリア ショップ店員らが

２３ブランド スタイルを披露

です。 

で、非常によかったと思います

 

 

ファッションと音楽どちら イベントにも参加させて頂き嬉しかったです。 

ファッションと音楽を楽しんでいただきたい

さまから お問い合わせ先】
事務局（株式会社サニーサイドアップ内）

牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山
０３－５４１３－３０５０  Ｅ－ＭＡＩＬ：

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 じめとする渋谷エリア ショップ店員らが

ブランド スタイルを披露

よかったと思います

 

ファッションと音楽を楽しんでいただきたい

お問い合わせ先】 
事務局（株式会社サニーサイドアップ内）

牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山
Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ

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 じめとする渋谷エリア ショップ店員らが

ブランド スタイルを披露しました。 

よかったと思います。 

  

ファッションと音楽を楽しんでいただきたい

事務局（株式会社サニーサイドアップ内）  
牧野（０７０－３１１５－６２６３）・全（チョン、０８０－３５９９－６４０６）・奥山 

ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ

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 じめとする渋谷エリア ショップ店員らが 

 

 

 

ファッションと音楽を楽しんでいただきたいと思います。

ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ 

 

と思います。 



 
報道関係各位                                            ２０１６年１０月１３日（木） 

＜ニュースリリース＞                                     渋谷ファッションウイーク実行委員会 

～「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに、ファッションで渋谷の街を盛り上げる１０日間～ 

ナビゲーター・干場義雅さん、アンバサダー・西内まりやさんが開催を迎えコメント発表。   

路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」でデビューした若手デザイナーの凱旋企画も！！ 

「第６回 渋谷ファッションウイーク」明日スタート！ 
開催期間：２０１６年１０月１４日（金）〜２３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６回 渋谷ファッションウイーク」を 

明日２０１６年１０月１４日（金）からスタート。２３日（日）までの期間中、渋谷駅周辺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。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、各施設主催のファッションショーや

トークショーなどさまざまなプロモーション施策を展開してきました。開催ごとに、文化村通りでの路上ファッションショー、渋谷金

王八幡宮での参道をランウェイに見立てたファッションショー、そして「渋谷ヒカリエ」内の東急シアターオーブでの“地上７０ｍの

ステージ”でのファッションショーといった、渋谷の街全体を巻き込んだファッションショーを実施。まさにファッションの街・渋谷を

代表するイベントとして成長してきました。 

第５回で『ファッション総理大臣』に就任し今回もＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹにナビゲーターとして登場する干場義雅さんと、第６

回のアンバサダーに就任した西内まりやさんから、開催にあたり当イベントの新しいテーマに加わった『ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵ

ＹＡ』への想いをお聞きしました。 

 

また、これまでのファッションショーでコレクションを披露してきた新進気鋭のジャパンクリエイター「東京ニューエイジ」の若手

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）をはじめ世界で活躍する機会も増え、“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。今回、当イベントでデビューしたデザイナーが渋谷に凱旋！商業施設とのコラボレーション企画に挑戦し、まさにテ

ーマとなる『ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ』を実現しています。 

 

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」を開催します。新進気鋭のジャパンクリエイター「東京ニューエイジ」によるファッションショー

を実施するほか、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。また、アンバサダー西内まりやさんも参加し渋谷の最新のファッションカルチャーを

発信します。 

日本を代表するファッショントレンドを発信しつづけている街、渋谷。関係官庁の協力を得て、地元商店街と大型商業施設を

核に街全体を巻き込んで開催される本キャンペーンを通じて、ファッションの街・渋谷の街ならではのファッションカルチャーを

力強く発信してまいります。 

 

 

 

【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）  

牧野・全（チョン）・奥山 
TEL： ０３－６８９４－３２００  FAX： ０３－５４１３－３０５０  Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ 

 
 

  



 
■ナビゲーター 干場 義雅さん コメント 
 
 
「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」からまず連想されたのは「ＭＩＸ ＣＵＬＴＵＲＥ」という言葉でした。ニューヨークを指して「人種のる
つぼ」と呼ぶことがありますが、僕は渋谷もある意味そうかもしれないと思うんです。渋谷では老若男女ありとあらゆる世代
の人たちが国内外から集まり、たがいに関わり合いながら一緒に暮らしています。他の街では混ざることのない人々もミッ
クスさせてしまうこの「渋谷」という街は、伝統と革新、ハイテクとローテク、ギャルとオヤジといったような「相反するカルチャ
ーのるつぼ」を実現している稀有な街ではないでしょうか。 
 
渋谷のファッションを語る上で欠かせないもの、と考えてまず思い浮かぶのが、渋谷の駅周辺に集結している様々なファッ
ション施設。渋谷は駅を中心としながら様々なスタイルのファッションが発信されてきました。そして渋谷と言えば音楽。大小
のレコードショップがたくさんあった渋谷では、時代と共に音楽が細分化・ミックス・複雑化していくのに伴い、さまざまなファ
ッションが生まれてきました。渋谷に集まる多種多様な人の数だけ、ファッションカルチャーが生まれたのかもしれないです
ね。あらゆるカルチャーのミックスを咀嚼・消化することで新しいカルチャーを生み出し、またミックスする・・・。そんな「カルチ
ャーのるつぼ」こそ渋谷の魅力であり、渋谷を唯一無二たらしめていると感じます。 
 
このようにカルチャーをミックスすることで生まれた「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」は、今や世界が注目するものになろうとしていま
す。レディ・ガガやジェレミー・スコットが渋谷を注目しているように、独自の文化を生み出す渋谷は、東京オリンピックが開かれ
る２０２０年までこれからもっと注目されていくはずです。そういった状況下で、日本人デザイナーがさらに世界で活躍するため
には、独自のクリエイティビティがあることは当然大事ですが、世界の人たちにそのクリエイションを見てもらい、「着たい！」と
思ってもらうことが大切です。そのためには、デザイナーを全面的にバックアップする体制をさらに整え、世界に向けた発表の
場を増やし、世界中の人たちに伝えていくことが重要ではないでしょうか。 
 
渋谷ファッションウイークでは、過去数回に渡り、若手デザイナー「東京ニューエイジ」のコレクション発表の場を設けてきました。
世界に向け、渋谷の商店街・商業施設バックアップのもとで発表する、まさにファッションの街として日本人デザイナーの作品を
“世界に発表する”という大きな役割を担っていると思います。渋谷ファッションウイークが登竜門となり、作品を発表した彼らが
国内外で活躍している姿を見ると非常に嬉しく思いますし、今後、どのように世界的な評価を受けていくのか楽しみですね。渋
谷ファッションウイークを通して、デザイナーの発表の場が増え、そして世界で活躍するデザイナーが増えれば、渋谷の街はさ
らに世界で注目されるようになると思います。そして、今年の渋谷ファッションウイークでは、どんな「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」
を見せてくれるのか？今から楽しみですね。 
 
 
■アンバサダー 西内 まりやさん コメント 
 
 
私にとってファッションは、自分の心を写す「鏡」。ファッションにはその人を表現し、さらには変えていく、そんなパワーがあると
思います。ファッションによって心が明るくなって自信がついたり、周りからのイメージが変わったり・・・そんな経験を通して、ファ
ッション大好きになりました。そんなファッションの楽しさを教えてくれたのは、他でもない渋谷の街なんです。 
 
渋谷はこれまで、ファッションの聖地として様々なカルチャーや流行を生んできました。渋谷は、個性とパワーであふれ、どこよ
りも早く情報が集まる街。日本のファッションの中心地としていつも最先端をひた走ってきました。私自身、そんな渋谷で育って
きたひとり。友達と遊ぶとき、必ずと言っていいほど待ち合わせ場所はハチ公前でした。 
 
中学生の頃はよく「ＳＨＩＢＵＹＡ１０９」に行っていましたし、モデルのお仕事を始めてからはウィンドウショッピングで流行をチェッ
ク。渋谷のカラオケには週５で通ったりも。今もお休みの日には渋谷の街を歩き回って１日中ショッピングしています。渋谷の街
を通して、「私らしさ＝かっこよさの中にある女性らしさ」というスタイルを確立してきました。今回のキャンペーンテーマ「ＭＡＤＥ 
ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」は私自身を表す言葉でもあると感じています。 
 
これまで渋谷のいちファンだった私が、今回、渋谷ファッションウイークのアンバサダーとなり、この渋谷からファッションを発
信できるということをとても嬉しく思います。そして、私が渋谷から影響を受けてファッションが大好きになったように、渋谷フ
ァッションウイークがきっかけとなり、沢山の方にもっとファッションを楽しんでほしいと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
■東京ニューエイジコラボレーション企画 
 
坂部三樹郎、山縣良和がプロデュースする新進気鋭のニューエイジを生み出すプロジェクト「東京ニューエイジ」。 
中里周子（２０１４年参加）、大月壮士、富永航（ともに２０１５年参加）など、これまで渋谷ファッションウイークに参加した東
京ニューエイジの若手デザイナーが世界で活躍しはじめています。 
そんな渋谷ファッションウイークがインキュベートしてきた若手デザイナーたちが渋谷に凱旋！参加各施設でコラボレーショ
ン企画を開催します。まさに『ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ』を実現している当企画に、是非ご注目ください！ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

参考：渋谷ファッションウイーク参加、東京ニューエイジデザイナー主な活動実績例 
 

          ●中里周子（２０１４年秋参加） 

欧州インターナショナルタレントサポート(ＩＴＳ)にてジュエリー及びアートワーク２部門ファイナリスト。 

日本人初ジュエリー部門にてグランプリを獲得。 

●村上亮太／村上千明(２０１４年秋参加) 

          ２０１５年 インターナショナルファッションショーケースにてロンドンで作品発表。 

２０１６年 スウェーデンでのファッション展覧会「Ｕｔｏｐｉａｎ Ｂｏｄｉｅｓ」に出展。 

●大月壮士(２０１５年春参加) 

          ２０１５年秋冬よりブランドをスタート。 

ルイヴィトンモエヘネシーがサポートするコンテストＬＶＭＨｐｒｉｚｅ２０１６ショートリストに日本人最年少でノミネート。 

                   

その他、ファッションウイーク期間中の参加店舗の情報につきましては、渋谷ファッションウイークの公式サイトをご覧ください。   

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｂｕｙａ－ｆｗ．ｃｏｍ／ 

 

http://www.shibuya-fw.com/


 
 

■開催概要 

 

開催期間： ２０１６年１０月１４日（金）～２３日（日） 

開催場所： 渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか 

   ※１０月２３日(日)に文化村通りにて、ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催します。  

 

参加店舗：  １０９ＭＥＮ’Ｓ、ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、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、 

ルミネマン渋谷 

（※５０音順、計１２店舗） 

 

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  

 

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、 

イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ライジングプロダクション、株式会社アパレルウェブ、  

シブヤ経済新聞、渋谷のラジオ 

 

 

 

 

【訂正】 

９月２９日に発行したニュースリリースにつきまして、デザイナーの名前に間違いがありました。 

誤）ＦＵＭＩＫＯ ＯＧＡＷＡ 

正）ＦＵＫＩＫＯ ＯＧＡＷＡ（小川蕗子） 

謹んでお詫びをお伝えしますとともに、ご紹介いただけます際にはお気を付けいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 



 
報道関係各位                                             ２０１６年９月２９日（木） 

＜ニュースリリース＞                                     渋谷ファッションウイーク実行委員会 

～「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに、ファッションで渋谷の街を盛り上げる１０日間～ 

文化村通りにレッドカーペットが出現、渋谷の街全体がランウェイに！   

アンバサダーに西内まりやさんを迎え、路上ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を実施 

「第６回 渋谷ファッションウイーク」開催のお知らせ 
開催期間：２０１６年１０月１４日（金）〜２３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６回 渋谷ファッションウイーク」を、 

２０１６年１０月１４日（金）～２３日（日）の期間中、渋谷駅周辺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。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、各施設主催のファッションショーや

トークショーなどさまざまなプロモーション施策を展開してきました。開催ごとに、文化村通りでの路上ファッションショー、渋谷金

王八幡宮での参道をランウェイに見立てたファッションショー、そして「渋谷ヒカリエ」内の東急シアターオーブでの“地上７０ｍの

ステージ”でのファッションショーといった、渋谷の街全体を巻き込んだファッションショーを実施。まさにファッションの街・渋谷を

代表するイベントとして成長してきました。 

これまでのファッションショーでコレクションを披露してきた新進気鋭のジャパンクリエイター「東京ニューエイジ」の若手デザ

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）をはじめ世界で活躍する機会も増え、“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。 

第６回目を迎える今回のアンバサダーは歌手・女優・モデルと幅広い分野で活躍する西内まりやさん。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”は引き続き踏襲し

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す。 

 

また、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」を開催します。新進気鋭のジャパンクリエイター「東京ニューエイジ」によるファッショ

ンショーを実施するほか、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。また、アンバサダー西内まりやさんも参加し渋谷の最新のファッションカルチ

ャーを発信します。 

日本を代表するファッショントレンドを発信しつづけている街、渋谷。関係官庁の協力を得て、地元商店街と大型商業施設を

核に街全体を巻き込んで開催される本キャンペーンを通じて、ファッションの街・渋谷の街ならではのファッションカルチャーを

力強く発信してまいります。 

 

 

 
■実行委員長コメント 

【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）  

牧野・全（チョン）・奥山 
TEL： 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」の取材案内は別途お送りいたします。 



 
【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） 
今回で６回目を迎える渋谷ファッションウイークは、新たに「ＭＡＤＥ ＩＮ ＳＨＩＢＵＹＡ」をテーマに加えました。 
これまでメインイベントである「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」でコレクションを発表してきた「東京ニューエイジ」の若手デザイナー
は世界で活躍しはじめており、まさにここ渋谷から世界へファッションカルチャーを発信しています。 
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
合える渋谷ならではの体験を、街を挙げて進めていきます。どうぞご期待ください。 
 
■開催概要 
 
開催期間： ２０１６年１０月１４日（金）～２３日（日） 
開催場所： 渋谷駅周辺エリア各商業施設ほか 
   ※１０月２３日(日)に文化村通りにて、ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」を開催します。  
参加店舗：  １０９ＭＥＮ’Ｓ、ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、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、 
ルミネマン渋谷 
（※５０音順、計１２店舗） 

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  

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、 

イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ライジングプロダクション、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 
 
 
 
 
 

■第１回／２０１４年・春 実施状況  ■第２回／２０１４年・秋 実施状況   ■第３回／２０１５年・春 実施状況        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第４回／２０１５年・秋 実施状況     ■第５回／２０１６年・春 実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
■ファッションショー「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」概要 
実施日：  １０月２３日(日)  約３０分のショーを予定  ※時間など等詳細は改めてご案内します 

                                                   ※天候などの諸事情によりイベントを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：    西内まりやさん（渋谷ファッションウイークアンバサダー） ほか 
内容：  構成１：坂部三樹郎 山縣良和プロデュース「東京ニューエイジ」 
             新進気鋭のジャパンクリエイター10名によるファッションショー    
              

「東京ニューエイジ」参加デザイナー 
 
 
 
 
 
 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【アンバサダープロフィール】 
西内まりや（にしうち・まりや） 
１９９３年福岡県出身。２００７年より『ｎｉｃｏｌａ』、２０１０年より『Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ』の 
専属モデルを務めた。２００８年よりドラマや映画に出演し、女優としての 
キャリアを重ねる。２０１４年には『ＬＯＶＥ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ』で歌手デビュー。第５６回
日本レコード大賞最優秀新人賞受賞。２０１６年１０月１日（土）公開の『Ｃｕｔｉｅ Ｈｏｎｅ
ｙ－ＴＥＡＲＳ－』では映画初主演を果たし、自ら作詞を手がけた主題歌『ＢＥＬＩＥＶＥ』
を９月２１日にリリース。 
【Ｔｗｉｔｔｅｒ】ｈｔｔｐ：／／ｔｗｉｔｔｅｒ．ｃｏｍ／ｍａ＿ｒｅａｌｉｆｅ 
【Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｓｔａｇｒａｍ．ｃｏｍ／ｎｉｓｈｉｕｃｈｉ＿ｍａｒｉｙａ／ 
【Ｂｌｏｇ】ｈｔｔｐ：／／ａｍｅｂｌｏ．ｊｐ／ｍａｒｉｙａ－ａｍｅｂｌｏ／ 

 

＊「ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹ」は渋谷音楽祭のコラボレーション企画として開催されます． 

        第１１回渋谷音楽祭 

           開催日：２０１６年１０月２２日（土）・２３日（日） 

           心を伝えよう～３ ｌｉｔｔｌｅ words Ｃａｍｐａｉｇｎ ２０１６ 

「こんにちは」「ありがとう」「ごめんなさい」をテーマに、クラシックやジャズ、ポップスなど 

多種多様なジャンルのパフォーマンスが、渋谷駅周辺で開催されます。 

渋谷駅からパノラマのごとく広がるステージを回遊しながら、渋谷街を「音楽」とともに楽しめます。 

               主催：ＮＰＯ渋谷駅周辺地区まちづくり協議会・渋谷音楽祭実行委員会  ｈｔｔｐ：／／ｓｈｉｂｕｏｎ．ｃｏｍ 

                 渋谷音楽祭へのお問い合わせは主催者にお願いいたします。雨天中止となります。 

             １０月２３日（日）は西内まりやさんもステージに登場します！ 

 

 

 

 

 

 

（昨年実施時） 

【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）  

牧野・全（チョン）・奥山 
TEL： ０３－６８９４－３２００  FAX： ０３－５４１３－３０５０  Ｅ－ＭＡＩＬ： ｓｆｗ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ 

 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

ＴＡＫＡＨＩＲＯ ＩＺＵ（伊豆尚晃） 
ＨＡＲＵＨＯ ＴＡＭＡＫＩ（玉木遥帆）  
ＹＡＳＵＨＩＲＯ ＡＮＮＯＵ（案納泰裕）  
LEE JI EUN（李知恩）   
ＡＹＡ ＴＳＵＮＥＭＩ（常見彩耶） 

ＦＵＫＩＫＯ ＯＧＡＷＡ（小川蕗子）  
ＦＵＭＩＫＡ  ＦＵＪＩＷＡＲＡ（藤原史加）  
ＫＥＮＴＥＴＳＵ ＤＯＩ（土居賢哲） 
ＫＡＯＲＩ ＫＩＫＵＮＡＧＡ（菊永佳織）  
ＲＩＥＫＯ ＳＨＩＭＩＺＵ（清水利江子） 

http://www.shibuon.com/
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ファッションの祭典・Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯの開催に合わせて、 

「渋谷ヒカリエでファッションを楽しむ７Ｄａｙｓ」を開催！ 

開催期間：１０月１７日（月）～１０月２３日（日） 

期間中、渋谷ヒカリエ／ＳｈｉｎＱｓ館内で税込３，０００円以上お買い上げの 

お客さまを対象に、Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｗｅｅｋ ＴＯＫＹＯオフィシャルバッグや 

渋谷ヒカリエギフトカードが抽選で当たります！また、先着３，０００名様に 

新進気鋭のジャパンクリエイター・大橋佳奈さんのオリジナルマスキングテープも 

もれなくプレゼント。 

 

ＰＩＴＥＣＡＮ ＴＨＲＯＰＵＳ ーピテカン トロプスー（デザイナー：大橋佳奈） 

日常から着想を得たユーモアのあるものづくり 

「どこがいいのかわからないけど、なんかいいな」と思うものを作ります。 

 

 

 

 

 

 

涼しい風が吹き始める秋。レイヤーを楽しんだり、 

お気に入りのアウターを新調したり。季節を楽しむアイテムがラインナップ！ 

＜イエナ＞ 

アーカイブ資料をリバイバルし、フランスと日本でオリジナル開発したプリントシリーズ

のワンピースに、トレンドのニットガウンを合わせて。女性らしいラフなスタイルが完成

（左）。 

＜カシラ デリカ＞ 

ハリスツイードを使用し、すっきりと小振りなシルエットに仕上げた女性のためのハン

チング。ウール１００％であたたかく、アルファベットのデザインが秋冬のファッション

のアクセントに（右）。 

 

 

 

 

 

Ｙａｍａｍｏｔｏ Ｋａｎｓａｉ （ポップアップショップ） 

開催期間：１０月６日（木）～１０月１９日（水） 

ファッションデザイナー「山本寛斎」が手掛ける新ブランド。 

日本の漫画をモチーフにした雑貨などを展開。  

 

 

Ｓｅｌｅｃｔ Ｓｈｏｐ Ｃａｌｍｏ （ポップアップショップ） 

開催期間：１０月１３日（木）～１０月２６日（水） 

人気クリエイターのアパレル、雑貨、アクセサリーを展開するセレクトショップ。 

デザイナー来店イベントも実施予定です。 

 

 

 

 

 

 

（オリジナルマスキングテープイメージ） 



 
別紙資料 

 

 

ステファン・ヴェルディーノ期間限定出店 

開催期間：１０月１３日（木）～１０月１９日（水） 

２００６年デザイナーであるステファン・ヴェルディーノ氏によって立ち上げられる。 

シンプルで実用性の高いトートバッグをはじめ、ポーチ、腕時計まで取り揃えており 

ます。商品は全てフランス製にこだわり、メタリック素材を使用したラインを中心に、 

シーズンごとにエスプリの効いたコレクションが発表されます。 

 

世界のテディとドール展示即売会 

開催期間：１０月１３日（木）～１０月１９日（水） 

ドイツが世界に誇る高品質なテディベアメーカー「シュタイフ社」などのテディベアと 

ドールを取り揃えております。 

 

 

  

 

 

 

 

ハローキティメン×ＷＷＤ コラボ 

開催期間：１０月１８日（火）～１０月３１日（月） 

「既成概念にとらわれず、遊び心を持った“メンズのためのハローキティ”」をコンセプ

トに２０１５年にスタートした「ハローキティメン」プロジェクトの第２弾は、ファッション感

度の高い男性に贈る“デイリーユースの「ハローキティ」商品”というコンセプトのもと、

アレキサンダーリーチャン、カシラ、クリスチャンダダ、ジャムホームメイド、ダブレット、

ハバノス、プラスチックトーキョー、マルコモンド、レッドカードの計９ブランドが参加。 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Ｎｅｗ ＆ Ｒｅｎｅｗａｌ Ｓｈｏｐｓ！ 

この秋ＳＨＩＢＵＹＡ１０９にＮｅｗ Ｓｈｏｐが続々オープン！ 

ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹに登場する「ＦＬＯＶＥ」「ＭＵＤＩＬＡＦ」のオープンに続き、 

１０月にも「ＫＯＢＩＮＡＩ」「Ｒｅａｄｙ ｍｅ ｇｏ！」「＆ ｃｈｏｕｅｔｔｅ」などの 

Ｎｅｗ ＆ Ｒｅｎｅｗａｌ Ｓｈｏｐがオープン！ハロウィンのコスチュームやグッズを 

取り扱うポップアップストアも充実しています！ 

 

 

 

  

 

２０１６ ＡＵＴＵＭＮ ＳＴＹＬＥ  

２０１６年秋は「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ｆｒｏｍＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」をモデルとして 

迎えた、１０９ＭＥＮʼＳ秋のシーズンビジュアルを展開中。 

この秋のトレンドをメンバー１６人が１６通りのコーディネートで表現しています。 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.shibuya-fw.com/2014ss/&ei=ujrYVLrxOobMmwXg-YHwBQ&bvm=bv.85464276,d.dGY&psig=AFQjCNHagLlkZlEu72hyUr9kgIW9d18Dyw&ust=142354335138766
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ハロウィンキャンペーン「ＰＡＩＮＴ ｉｔ ＢＬＡＣＫ」 

開催期間：１０月１日（土）～１０月３１日（月） 

ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡでは、テーマカラーを黒としたハロウィンキャンペーン 

「ＰＡＩＮＴ ｉｔ ＢＬＡＣＫ」を展開。館内各所への装飾や、大人も手軽に楽しめる 

ペイントグッズのプレゼントを実施いたします。 

 

 

 

 

川上未映子が綴る、秋の渋谷マークシティ。 

２００８年、「乳と卵」で芥川賞に輝いた川上未映子と渋谷マークシティがタイアップ。川

上氏書下ろしの渋谷マークシティオリジナルショートストーリーやエッセイで秋を彩りま

す。館内商品を川上氏が書き下ろしたオリジナルメッセージとともに紹介するエッセイ集

のようなリーフレットも発行。また、１０月２０日（木）より、川上氏書き下ろしオリジナルエ

ッセイを渋谷マークシティホームページにて公開いたします。 

ここでしか見ることのできない貴重な作品を是非ご覧下さい。 

 

 

 

 

アドベンチャー・タイム ショップ 

開催期間：１０月１４日（金）～１０月３１日（月） 

アニメもキャラクター・グッズも人気急上昇中の「アドベンチャー・タイム」。 

主人公フィンの相棒で人気キャラクターの犬のジェイクにちなみ、１０月１９日は 

ジェイクの日！今年はバンタンデザイン研究所とコラボした「ＶＡＮＴＡＮ ＣＵＴＴＩＮＧ 

ＥＤＧＥ２０１６」参加作品がＳＨＩＢＵＹＡ ＲＵＮＷＡＹに登場！ 

 

 

 

 

カルチャーフェス（ハロウィンフェス） 

・デジタルスタンプラリー（開催期間：１０月１４日（金）～１０月３１日（月）） 

 ～アドベンチャータイム・ハロウィンバージョン～ 

・クレアーズ ハロウィン限定ショップオープン（開催期間１０月４日（火）～１０月３１日（月）） 

・ハロウィンメイクアップイベント開催（開催期間１０月２８日（金）～１０月３１日（月）） 

 

 

 

 

ＬＵＭＩＮＥＭＡＮ×Ｃｈｏｃｏｍｏｏ！！ 

著名アーティストのグッズ等も手掛けるイラストレーター「Ｃｈｏｃｏｍｏｏ」がルミネマンをジャック！ルミネマンの為に 

書き下ろした新作イラストや過去作品の展示に加え、リミテッドショップをＯＰＥＮ！１０月１６日（日）にはＣｈｏｃｏｍｏｏ氏に 

よるライブペインティングを実施いたします！                                              

 

 

 

 

 

 

★また、「東京ニューエイジ」とのコラボレーション企画なども開催予定、詳細は追ってご案内させていただきます！                            

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cocoti.net/about/&ei=7T3YVLueF4TZmAXG94JY&bvm=bv.85464276,d.dGY&psig=AFQjCNGFeE6DsAIiRsQJr54Jca4hI2nvUQ&ust=142354416882605

