
【 本件に関するお問合せ 】 

株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp 阿部 abe-china@parco.jp 

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481  

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、以下パルコ）は、今年で5回目となる若手女子クリエイターの祭典「シブカル祭。2015」
を10月16日（金）より渋谷パルコにて開催。総勢150名を超える女子クリエイターが集結いたします！ 

報道関係各位                                         
2015年10月１日（木）                                                     

【初日・開会宣言＆レセプションパーティー取材のご案内】 

いよいよ開催！シブカル祭（まつり）。2015 

～女子が集えば世界が変わる!?～ 

＜10月16日（金）～10月25日（日） 渋谷パルコにて＞ 

 

シブカル祭。2015 ～女子が集えば世界が変わる!?〜 
 
【会期】 2015年10月16日(金)～25日(日) 
※レセプションパーティー：10月16日 (金) 18：00～21：00  
【会場】 パルコミュージアム、公園通り広場、渋谷クラブクアトロ、シネクイント、ギャラリーX、渋谷パルコ館内外各所、池袋パル
コ屋上 他 
【主催】 「シブカル祭。2015」実行委員会 
http://www.shibukaru.com/ 
Facebook： shibukarumatsuri Twitter： ＠shibu_karu  Instagram： shibu_karu  google+： gplus.to/shibukaru 

 

開会宣言＆レセプションパーティーのご案内 
 

参加クリエイターたちと「開会宣言」でスタートするレセプション 
パーティー。篠崎愛、ずんね from JC-WC、TEMPURA KIDZ、 
清竜人25等によるスペシャルライブを予定。 
※各アーティストの出演時間は後日発表します。 
 
●日程：10/16日 (金) 18：00～21：00 
●会場：公園通り広場 （渋谷パルコPART1・1F） 
 
 
 

＊清竜人25の出演については、 
10/7（水）14:00の情報解禁でお願いします。 

＜ご取材のご案内＞ 

展示作品については、10/16（金）10:00よりご取材いただけます。渋谷パルコPART1・3F パルコミュージアムにて受付をお願い
します。18:00からの開会宣言＆レセプションパーティーの取材は、受付時間と受付場所が異なりますので、ご注意下さい。 

※詳しくは5ページ目（FAX返信用）をご覧ください。 

 

（左上から時計まわり）篠崎愛、TEMPURA KIDZ、 

ずんね from JC-WC、清竜人25 

パルコミュージアムでもさまざまなイベントを開催予定！ 
 

店頭公園通り広場での開会宣言＆ライブステージと平行して、アート展示の拠点となるパルコミュージアムでもYUM CUP 
CAKE、kinaco、CATERING ROCKETによるフード・ドリンクのケータリングのほか、根本宗子の一人舞台、LHW?によるラ
イブパフォーマンスなど、さまざまなイベントを予定しています。 
 

●日程：10/16日 (金) 18：00～21：00 ●会場：パルコミュージアム （渋谷パルコPART1・3F） ●入場無料 
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10/17（土） 「シブカルファッション夜（ナイト）。」 追加情報公開 
 
ファッションムードが高まる渋谷の夜を一層盛り上げる、ほかでは決して見ることのできない“シブカル感”たっぷりのファッション
ショーを今年も開催！ 昨年「東京ニューエイジ」にて脚光を浴びた苅田梨都子による「梨凛花 ~rinrinka~」をはじめ、「ミスiD 
2014」にて審査員特別賞を受賞したひのあゆみによる「ぺ〜どろり〜の」、世界中から注目を集めるファッションスクール「ここの
がっこう」から大橋佳奈の「PITECAN THROPUS （ピテカン トロプス）」の３ブランドが参戦します。ルール無用&招待状不要！こ
れを見ずして東京ファッションは語れない!!  
 
●日程：10/17（土） 
21:30〜 大橋佳奈「PITECAN THROPUS」 
21:45〜 ひのあゆみ「ぺ〜どろり〜の」 
22:00〜 苅田梨都子「梨凛花～rinrinka～」 
 
●会場：会場：公園通り広場（渋谷パルコPART1・1F） 
●入場無料 
 

（左から）苅田梨都子、ひのあゆみ、大橋佳
奈 

「シブカル祭。2015」 追加情報公開！ 

 

 

 

 

 

【 本件に関するお問合せ 】 

株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp 阿部 abe-china@parco.jp 

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481  

10/21（水）「シブカル映画祭。with SPOTTED PRODUCTIONS」 短編３本上映！ 
 
音楽と映画の実験プロジェクト「MOOSIC LAB」を手がけるSPOTTED PRODUCTIONSを企画・プロデュースに迎えたシブカル映
画祭。昨年公園通りのショーで会場を沸かせたファッションブランド「縷縷夢兎」デザイナー東佳苗、「MOOSIC LAB 2014」４冠
に輝き、一般公開もされた『おんなのこきらい』監督の加藤綾佳、若干23歳の少女写真家・飯田えりかの3名を監督に迎え、「渋
谷 ×女子」をテーマにした3本の短編映画を上映します。当日は監督、出演者が登壇してのトークショーも開催予定です。 
 
●日程：10/21（水） 21:15〜23:00（予定） ◯会場：シネクイント（渋谷パルコPART3・8F）   
●チケット：¥1,500均一（税込） ※全席指定 ※特別上映につき各種割引対象外 
●上映作品 
『レイニー＆アイロニーの少女コレクション』  監督：飯田えりか 
脚本：西島大介  出演： 緑川百々子、永井亜子、伊東笑 
『Shesaw』   監督：加藤綾佳 
出演：芦那すみれ、谷口蘭、中村映里子、佐藤椿 
『欲しいと望めば、私が作る完璧世界（仮）』    
監督：東佳苗 脚本：根本宗子 
出演：黒宮れい、来夢、鳥肌実、木口健太、柴田千紘、尾崎桃子 
 
 

（左から）東佳苗、飯田えりか、加藤綾佳 

10/22（木）「MOOSIC LAB  in シブカル祭。」  
 

グランプリ、観客賞、金子理江（「ミスiD2015」グランプリ）が最優秀女優賞に輝くなど、今年の「MOOSIC LAB 2015」で合計６
冠を達成した酒井麻衣監督による話題作『いいにおいのする映画』のほか、16歳で監督・脚本・編集を手がけた『真夏の夢』が
映画祭などに出品され高い評価を得た話題の女子高生監督・松本花奈の作品も同時上映。松本監督と同い年のシンガーソン
グライター井上苑子を撮ったミュージックビデオ『大切な君へ』、最新作『脱脱脱脱17』の最新映像などをお楽しみいただけます。
また、注目の２監督を含めた、出演者の舞台挨拶も予定しています。 

 

●日程：10/22（木） 21:15〜23:00（予定） ●会場：シネクイント（渋谷パルコPART3・8F）   

●チケット：¥1,500均一（税込） ※全席指定 ※特別上映につき各種割引対象外 

●上映作品 

『いいにおいのする映画』（73分）   

監督：酒井麻衣 出演：金子理江、吉村界人、Vampillia、中嶋春陽 

 

井上苑子 『大切な君へ』 ミュージックビデオ  監督：松本花奈 出演：井上苑子 

『脱脱脱脱17』 最新映像  監督：松本花奈 出演：北澤ゆうほ（the peggies） 
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TOKYO FM 「Skyrocket Company」 特別会議シブカルUST女子会 
 

10/16（金）のレセプションパーティの裏では、スペイン坂スタジオからオリジナルのUstream番組を放映 

します。明日への狼煙をあげるラジオの中の会社、TOKYO FM「Skyrocket Company」で秘書を務める 

浜崎美保が、渋谷スペイン坂スタジオよりUst限定の特別会議を開催します。今回会議に招集されるのは、 

「シブカル祭。2015」に参加するクリエイターたちです。女子限定の女子会のような特別会議は、Ustで覗 

くもよし、スペイン坂スタジオで観覧するのもOKです。 

 

●日程：10/16（金）18:30-20:00（予定） 
●場所：TOKYO FM渋谷スペイン坂スタジオ 

●URL：www.tfm.co.jp/spain 

女子の夢と魔法が詰まった 「TOKYOシブカルランド。」＠パルコミュージアム 
 

シブカル祭。に来たら、まずはパルコミュージアムに集え！ 各界で活躍中の目利 
きが推薦する最旬クリエイターのアート作品展示や、ステージイベント、参加クリエ 
イターのオリジナルグッズショップなどコンテンツ盛りだくさん。今年はさらに、ファッ 
ション、ZINE、フード・ドリンクブースも登場。ジャンルレスでカオティックな、シブカ 
ル祭。のメイン会場です。ここでしか見られない作品たちの虜になること間違いなし。 
 
●日程：10/16（金）～10/25（日）  
●会場：パルコミュージアム（渋谷パルコPART1・3F）  ●入場無料 
●クリエイター推薦：『美術手帖』岩渕貞哉／island JAPAN伊藤悠／ 
VOILLD伊勢春日／Chim↑Pom卯城竜太／加賀美健／ナオナカムラ中村奈央 
 
◎「SNS写真のフォトプリントサービス」 : スマートフォンでミュージアムフォトブースにて撮影し、 写真を「＃シブカル」でSNS投
稿すると、会場でプリントして お持ち帰りいただけます！シブカル祭。に遊びにきた記念に写真を撮ってゲットしよう！ 

《10/16（金）18:00〜21:00 レセプションパーティー時のみ》 
 
◎「シブカルファッション市。」 ◎「美術手帖 presents シブカル杯。」 ◎「TOKYO ART SHIBOOKAKE FAIR」 
◎「シブカルKIOSK」 and more!! 

その他、パルコミュージアムでの展示企画・イベント詳細は「シブカル祭。2015」公式HPをご確認ください。 

 

 

 

（左から）とんだ林蘭、須藤絢乃 

浜崎美保 

【 本件に関するお問合せ 】 

株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp 阿部 abe-china@parco.jp 

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481  

「シブカル公園（パーク）。」 ステージ出演者決定！＠公園通り広場 
 
公園通り広場には今年も特設ステージが登場！シブカル祭。を盛り上げます。1st EPの 
リリースも記憶に新しい仮谷せいら、京都生まれのシンガーソングライター白波多カミン、 
新潟発のアイドル・ユニットNegicco、今話題の二人組ガールズユニットの惑星アブノーマル、 
ジャンルレスに活躍するニューウェーブアイドルグループのゆるめるモ！など、渋谷パルコ 
から女子の元気なエネルギーの発信地として、注目のアーティストが大集合！ 今アツい 
アーティストが見たいのならこちらへ！ 
 
●日程：10/16（金）〜18（日）、24（土）・25（日） 
●会場：公園通り広場（渋谷パルコPART1・1F） 
●入場無料 
 
●参加クリエイター 
印象派／海藻姉妹／仮谷せいら／篠崎愛／白波多カミン／ 
ずんね from JC-WC／清竜人25／田島ハルコ／南波志帆／ 
町あかり／みきちゅ／ゆるめるモ！／惑星アブノーマル／BOMI／ 
DAOKO／Negicco ／Noah／Predawn／SaToA／TEMPURA KIDZ and more！ 
 
※各アーティストの出演日時は後日発表します。 
 

（上から）印象派、BOMI 
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2.5D × シブカル祭。スペシャルウィーク開催！参加クリエイター続々決定！ 
 
渋谷パルコPART1・6Fから、高感度な映像プログラムを発信するソーシャルTV局2.5Dとシブカル祭。が今年もコラボ！ 渋谷か
ら世界に発信する次世代ポップユニットORESAMAや路上ライブが話題を呼び今年８月にデビューしたばかりの実力派シンガー
ソングライター酸欠少女さユりなどの出演が決定！ そのほか、ガールズラッパーが集う「チェケラっ超TV 〜シフガル祭。特別
編〜」、『新しい時代にふさわしいまだ見たことのない女の子』を探す、プロアマ不問のオーディションプロジェクト「ミスiD」がお送
りする「ミスiDハイスクール☆ハロウィン学園祭」など、連日さまざまなプログラムを予定しています 
 
●日程：10/16（金）〜25 （日）  ●会場：2.5D（渋谷パルコPART1・6F）   ●URL: http://2-5-d.jp 
※入場料など各イベントの詳細は2.5D公式HPにてお知らせします。 
 
●プログラム例 
 
◎10/17（土） 「チェケラっ超TV 〜シブカル祭。特別編〜」: HIPHOPを様々な面から楽し 
む2.5Dの定期番組「チェケラっ超TV」が、「シブカル祭。2015」期間中に特別編として開催！ 
 ●参加クリエイター：chelmico／むすびズム／ライムベリー／ようこす。／木村ミサ 
 ［MC］Mei、Minan（lyrical school） 
 
◎10/24（土）「ミスiDハイスクール☆ハロウィン学園祭」： 『新しい時代にふさわしいまだ見 
たことのない女の子』を探す、プロアマ不問のオーディションプロジェクト「ミスiD」がお送り 
する特別プログラム。 
 ●参加クリエイター：［LIVE］ ジュネス☆プリンセス／プティパ！ 
 ［出演］木村仁美／こうやもゆ／近藤那央／篠崎こころ／文月悠光／堀越千史／ 
 中嶋春陽／中村インディア／増澤璃凜子／水野しず and more! 
 ［MC］小林司（ミスiD実行委員長）／東佳苗（ミスiD選考委員） 

J.S.BURGERS CAFÉ（PART1・1F） 
 

2015年春にソロシンガー 

としてデビューした篠崎愛 

が考える、スペシャルドリ 

ンクがお目見え！どんな 

味になるのか・・・・ご期待 

ください！ 

 

靴下屋 
（PART3・1F） 
 

広告や雑誌、書籍、フライヤー 

など幅広く活躍するグラフィック 

デザイナー田部井美奈と靴下 

屋がコラボ靴下を販売します。 

アトリエドゥサボン 
（PART1・3F） 
 

美しい光と色彩で幻想的な 

世界を生み出す写真家・映 

像作家の松永つぐみがアト 

リエドゥサボンのディスプレ 

イを装飾します。 

【 本件に関するお問合せ 】 

株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp 阿部 abe-china@parco.jp 

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481  

WRAPPLE（PART1・4F） 
 

ラッピングとD.I.Y.のお店WRAPPLEでは、川瀬知代、ひ
がしちか、anccoとコラボした限定マスキングテープを販
売します。三者三様の絵柄をプリントしたマスキングは
ラッピングやデコレーションに最適。数に限りがあります
のでお早目に。 

 

 

女子クリエイター × ショップのスペシャルコラボレーションも続々決定！ 
 
渋谷パルコのあちこちで、シブカルクリエイターとショップとのスペシャルコラボレーションが進行中！ マスキングテープやトート
バッグなど、シブカル祭。でしか手に入らないスペシャルなアイテムが続々登場。アート鑑賞の後はお買い物！ 渋谷パルコ館
内をくまなく歩き、お気に入りを見つけてみてください♪  

（上から）lyrical school,、プティパ！ 

Design: 川瀬知代 
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伍戒再開 
秋葉原から次世代を担う若きクリエーター達を世界に向けて発信する場として活動を続けてきた 

伍戒。2014年に活動を休止した伍戒が今回再開します。非現実を感じさせる空間、辻褄の合わ 

ない日常の異常「伍戒再開」。参加クリエイターは、Maison book girl、あヴぁんだんど、縷縷夢兎。 

それぞれが伍戒再開限定のコラボアイテムを展示販売致します。瑞々しい感性と新しい身体性 

から生まれたネイティブな作品たち。どうぞお出かけください。 

 

●日程：10/16（金）-11/1（日） 
●会場：ピーダッシュパルコ1Fイベントスペース 

●参加クリエイター:  

Maison book girl／あヴぁんだんど／縷縷夢兎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シブカル屋上祭。 
池袋パルコ本館屋上広場では、ライブステージを中心に、多数のクリエイターが出展する「Violet And Claire  presents シブカ
ルマーケット」のほか、“木村カエラ”のＮＥＷシングル「ＥＧＧ」（9月2日リリース）の発売にあわせて渋谷パルコに登場した、高さ
４ｍの“木村カエラ×シブカル祭。2015 超巨大EGGバルーン”（卵形ドーム）も再登場します。 

 

「Violet And Claire  presents シブカルマーケット」 ●出展クリエイター 
Anita The Living Doll／Romantic Press／庄子佳那／Chloebaby／JUMON／ 
BROKEN HEART CLUB／ぽーとらら／ほっと商店街／Sophie et Chocolat／ 
Violet And Claire／fragolaHelmet Underground & Riko／ガイジン and more！ 
 

●ステージ出演クリエイター： 
annie the clumsy／Seira Mirror／モリアカネ and more！ 
 

●日程：10/24（土）・25（日） 12:00〜  ●会場：池袋パルコ本館屋上 ※雨天中止 ●入場無料 

 

【 本件に関するお問合せ 】 

株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp 阿部 abe-china@parco.jp 

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481  

池袋店 村山 mura-tetu@parco.jp 

（上から）Maison book girl、あヴぁんだんど 

報道関係各位                                         
2015年10月１日（木）                                                     

今年は、シブカル祭。が池袋パルコに出張！ 

「シブカル祭。in 池袋」 開催！ 

＜10月16日（金）～10月25日（日） 池袋パルコにて＞ 

 
池袋がシブカルカラーに染まる!? 過去４回、渋谷パルコを中心に開催してきたシブカル祭。が、今年は池袋パルコにも出張！ 

10月24・25日の週末には、池袋パルコ本館屋上でライブあり、マーケットありの「シブカル屋上祭。」を開催します。また、16日
から25日まで店頭ショーウィンドウをジャックするほか、ピーダッシュパルコ1Fの特設会場では「伍戒（5okai）」による、インスタ
レーションショップを展開します。渋谷パルコを見終わったら池袋へGO！シブカル祭。のエッセンスを余すところなく味わい尽く
そう。 

 

ショーウィンドウアート展示 
 池袋パルコの顔である、北ショーウィンドウにペインター、イラストレーターanccoによる作品展示が会期中登場します！ 

●日程：10/16（金）-10/25（日）  ●会場：池袋パルコ本館1F北ショーウィンドウ 

  

シブカル抽選会 in 池袋パルコ 
Meetscalストア（渋谷パルコ PART1・1F）で限定販売しているシブカルクリエイターによる「シブヤ」をテーマにしたTシャツや、
100組以上の「シブカル祭。2015」参加クリエイターを収録したポートフォリオブック「DO YOU KNOW HER?」、10/23（金）に渋
谷クラブクアトロで開催される「シブカル音楽祭。」のチケットなど「シブカル祭。2015」にちなんだ景品をご用意します。池袋パ
ルコでお買い物の際はぜひお立ち寄りください。 

●日程：10/16（金）-10/25（日）  ●会場：池袋パルコ本館3F特設会場／ピーダッシュパルコ店頭特設会場 
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