報道関係者各位

2014 年 10 月 3 日

【初日・開会宣言＆レセプションパーティー取材のご案内】
まつり

いよいよ開催！シブカル 祭 。2014～トゥギャザーしようぜ！～
＜10 月 17 日(金)～10 月 26 日(日) 渋谷パルコにて＞
株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、以下パルコ）は、今年で 4 回目となる若手女子クリエイターの祭典「シブカル祭。2014」
を 10 月 17 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！

企画概要
タイトル：シブカル祭。2014 ～トゥギャザーしようぜ！～
会期：10 月 17 日(金)～26 日(日)

計 10 日間

会場：パルコミュージアム(渋谷パルコ PART1・3F)、公園通り広場、スペイン坂広場、２.５D(渋谷パルコ PART1・6F)、
シネクイント(渋谷パルコ PART3・8F)、渋谷パルコ館内外、渋谷クラブクアトロ etc.
内容：多彩なジャンルの女子クリエイターの才能が集結し、アート作品の展示や映像、ライブ、パフォーマンスなどを披露します。
また、渋谷パルコのショップとクリエイターがコラボした限定グッズやノベルティ、ワークショップなども予定しています。
URL：http://www.shibukaru.com/

Facebook：シブカル祭。

Twitter：＠shibu_karu

＜開会宣言＆レセプションパーティーのご案内＞
日程：10 月 17 日(金) 18:00～21:00
会場：渋谷パルコ PART1・1F

公園通り広場

内容：参加クリエイターたちに加え、今年は「トゥギャザーしようぜ！」の生みの親ルー大柴氏をスペシャルゲストにお迎え
しての「開会宣言」でスタートするレセプションパーティー。夢みるアドレセンス、ベッド・イン、Charisma.com、
Sugar’s Campaign feat. IZUMI 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。

左）Charisma.com 中上)夢みるアドレセンス 中下)ベッド・イン
右)ルー大柴

★★夢みるアドレセンスさんの出演については 10/７(火)14:00 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 月 17 日(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
しくは最終ページをご覧ください。
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※企画や参加クリエイターは予告なく変更になる場合がございます。

＜本件に関するお問合せ先＞
担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781
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シブカル祭。2014 追加情報公開！！
ナイト

ⅰ)シブカルファッション 夜 。「otonacium」「Noriko Nakazato」「東佳苗(縷縷夢兎)」
MBFWT(メルセデス・ベンツ ファッションウィーク 東京)とシブフェス(シブヤ・ファッション・フェスティバル)がダブルで開催さ
れているこの日。シブカル祭。も、いま最注目の女子デザイナー3 名によるファッションな一夜「シブカルファッション夜(ナイト)。」
を開催します。登場するのは宮崎いず美や大島智子など話題のアーティストとのコラボレーションでおなじみの「otonacium(オト
ナシウム)」を皮切りに、本年度 ITS(欧州インターナショナルタレントサポート)にて、ジュエリー部門のグランプリを受賞した
「Noriko Nakazato」、でんぱ組.inc や大森靖子などの衣装でハンドニットを中心に独自のクリエーションを見せるデザイナー東佳
苗による「縷縷夢兎(るるむう)」と、熱狂的なファンを持つ話題の 3 ブランド。ファッショニスタたちよ！渋谷の夜に集え！
日時：10 月 18 日(土)
21:10－ otonacium
21:25－ Noriko Nakazato
21:40－

東香苗（縷縷夢兎）

会場：公園通り広場

Noriko Nakazato

otonacium

東佳苗（縷縷夢兎）

ⅱ)シブカルキネマ。at シネクイント映画『ワンダフルワールドエンド』
ワールドプレミア先行上映会チケット販売情報公開！
監督：松居大悟 × 音楽：大森靖子 × 主演：橋本愛。音楽と映画の常識をぶっちぎる鮮烈な絶対少女ムービー『ワンダフルワールド
エンド』の先行上映が決定！ 松居大悟が監督を務めた大森靖子のミュージックビデオ『ミッドナイト清純異性交遊』
『君と映画』に、
追加撮影された新たなエピソードを加えて生まれた本作。W 主演は、
TV から映画まで絶大な人気を誇る女優・橋本愛と「ミス iD2014」
でグランプリを獲得した大型新人女優・蒼波純。今最も勢いのある若いパワーが結集し、この時代にしか生まれなかった無敵の映画
×音楽のエンターテインメント作品をお楽しみに！当日は舞台挨拶も予定しています。
日時：10 月 23 日（木）21:15～23：10（予定）
会場：シネクイント（渋谷パルコ PART3・8F）
チケット：¥1,800 均一（全席指定）
10 月 4 日（土）より、シネクイント公式サイトにて販売開始！
http://www.cinequinto.com/about/index.html#webticket
※クレジットカード決済のみ
URL：http://ww-end.com/

『ワンダフルワールドエンド』
出演：橋本愛 蒼波純 稲葉友 利重剛 町田マリー／大森靖子
監督・脚本：松居大悟｜音楽・劇中歌・主題歌：大森靖子（avex trax）｜企画：直井卓俊｜プロデューサー：片平学、山本玲彦、紙上養一 、林武
志｜音楽プロデューサー：直枝政広｜撮影：塩谷大樹｜照明：横堀和宏｜録音：戸村貴臣｜美術：片平圭衣子｜編集：松居大悟｜衣装：纐纈春樹｜
ヘアメイク：感謝（驚）｜スチール：二宮ユーキ、金子山｜製作：avex music creative inc.｜制作プロダクション：CONNECTS LLC｜配給・宣伝：
SPOTTED PRODUCTIONS|カラー｜STEREO｜84 分 ©2014 avex music creative inc.

＞＞2015 年 1 月 17 日

新宿武蔵野館ほか全国順次公開！
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＜本件に関するお問合せ先＞
担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781
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ⅲ)MOOSIC LAB 2014@2.5D いずこねこ出演！ チケット情報公開！！
音楽と映画の実験プロジェクト MOOSIC LAB と 2.5D、「シブカル祭。2014」がコラボした映画祭の開催が決定しました。上映作
品は、クラウドファンディングでの支援プロジェクトが大成功を収め注目される、ポップアイドル“いずこねこ”最初で最後の主演映
画『世界の終わりのいずこねこ』。その楽曲の世界観を漫画家・西島大介と、神聖かまってちゃんなどのライブ映像で知られる竹内
道宏監督のタッグで贈る異色のアイドル映画です。西島大介が手がける短編アニメーション『くらやみ村のこどもたち』も併せて初
公開するほか、
いずこねこを始めとしたスタッフ＆キャストによる舞台挨拶＆サイン会なども決定。
盛りだくさんの一夜となります。
ご期待ください。
日程：10 月 24 日(金) 18:00～
会場：２.５D(渋谷パルコ PART１・６F)
チケット：10 月 10 日(金)より 2.5D 公式 HP（http://2-5-d.jp）にて販売開始！
『世界の終わりのいずこねこ』
監督・脚本：竹内道宏/脚本・劇中イラスト：西島大介/原案・音楽：サクライケンタ/企画：直
井卓俊/出演：いずこねこ、蒼波純、緑川百々子、永井亜子、宍戸留美、いまおかしんじ
©2014 ekoms+SPOTTED PRODUCTIONS

いずこねこ

ⅳ)TOKYO FM Event 80 Navi 公開収録～シブカル祭。2014～に
シブカルクリエイターが登場！
10 月よりリニューアルされ、新パーソナリティに大家志津香（AKB48）を迎えた“TOKYO FM Event 80”
にシブカルクリエイターが登場し、シブカル祭。2014 の魅力を語ります！
日時：10 月 17 日(金) 19:00～20:00（予定）
会場：TOKYO FM スペイン坂スタジオ(渋谷パルコ PART１・１F)
URL：http://www.tfm.co.jp/spain/
※出演クリエイターは後日発表いたします。
大家志津香

ⅴ)クリエイターズマンション

©AKS

at 渋谷パルコ PART3・1F エントランス特設会場

さまざまなテイストのブランドのアイテムが揃う仮想マンション（通販サイト）「クリエイターズマンション」が今年もシブカル祭
に出店します！！今回は、お洋服やアクセサリーなどのファッションアイテムの他に、グッズや絵や張り子なども揃え、さらに多種
多様なラインナップの予定です。この機会にぜひ遊びに来てください！カッコよかったり、可愛かったり、笑えてしまうアイテムが
満載です。
日時：10 月 17 日(金)～26 日(日)
会場：渋谷パルコ PART3・１F エントランス特設会場
●参加ブランド：計 17 ブランド
クリエイターズマンションから＞acco、HARCOZA、KAMIORIKAORI、MATKA、minicoizoumi、
otonatoy、RERE、Romei
クリエイターズマンション以外から＞Soso ayanasu、WHOWHAT、Yuki Nagao、あどシスタ、
ちえちひろ、ときめき☆のりまき☆てっかまき、ぺーどろりーの、ますこえり、褻着

HARCOZA

※参加ブランドは今後追加・変更になる場合がございます。
公式 HP:http://mansion.parco-city.com/
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KAMIORI KAORI

＜本件に関するお問合せ先＞
担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781

藪着
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ⅵ)シブカルクリエイターによるワークショップ絶賛受付中！！
★WRAPPLE で大人気のマスキングテープを使って、可愛いネイルアートを楽しもう！
ポップで愛らしいイラストに注目が集まるクラーク志織さんを講師に迎え、週末のお出かけにぴったりのキュートなネイルアートを
体験できます。デザインはチェックやストライプの 2 パターンに加え、クラーク志織さんのオリジナルマスキングテープによるネイ
ルのデザインも選べます。
※ネイルカラーやジェルネイルは予め落とした状態で御参加ください。
※トップコートはご用意致しますが、お気に入りのものがあればご持参ください。
日時：10 月 18 日（土）13:00～15:00
場所：WRAPPLE（渋谷パルコ PART1・4F）
講習費：1500 円

（材料費込み※道具すべてご用意いたします。）

別途：hutte のドリンク 300 円

1 ドリンク制

定員：8 名
※キャンセルは、3 日前までにお願い致します。講習料金を全額頂く場合
があります。ご了承下さい。

※イメージ

クラーク志織

★「Bodies」で竹中夏海によるアイドルダンスのワークショップ開催！
「シブカル祭。2014」特別企画として PASSPO☆やアップアップガールズ(仮)などの振付を担当し、TV やラジオでも注目を集める
竹中夏海を講師に迎え、1 日限りのアイドルダンスのワークショップを開講。楽しくシェイプアップしなが
ら、HKT48『メロンジュース』の振りをマスターしよう！
場所：Bodies（渋谷パルコ PART3・7F）
日程：10 月 18 日（土）
時間：13:00～14:30／15:30～17:00【予約制】
参加費：1000 円
参加方法：ご予約は下記又は又は渋谷パルコスタジオ（tel:03-5457-7400）まで
持ちもの：動きやすい服装、シューズ、ドリンク
※定員に達し次第、参加受付は終了させて頂きます。16 歳以上の女性限定イベントです。
竹中夏海

ⅶ)スペシャルコラボ SHOP×クリエイターズ
渋谷パルコ館内の４０ショップ以上が女子クリエイターと期間限定コラボ！「シブカル祭。」期間中、渋谷パルコでしか買えないキ
ュートなコラボグッズや、お買い物をするともらえる嬉しい限定ノベルティ、ユニークなディスプレイ装飾など、渋谷パルコ全館が
アートで埋め尽くされます。
★goldie H.P.FRANCE×＋STRIPES
[PART1 1F] イラストレーターの Nozawa Mayumi、アクセサリーの simmon、ディスプレイの matic によるストライプな世
界をお届け。コラボアイテムも販売します！

★VIA BUS STOP ACCESSORY×Mayumi Yamase
[PART1 1F] 相対するリアリティ（肉体）とファンタジーをコンセプトに制作するアーティスト Mayumi Yamase が、ソフト
スカルプチャーを使った立体作品を店内に展示します。

★ZURI×ユイ・ステファニー
[PART3 3F] 画家ユイ・ステファニーが、「シブカル祭。」スペシャルコラボのために鳥をモチーフにした作品を描き下ろし！
クラッチバッグにプリントして販売いたします。
．．．and MORE！！
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＜本件に関するお問合せ先＞
担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781
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返信先ＦＡＸ

ＦＡＸ返信用紙

０３－５４８９－７４８１

返信先：株式会社パルコ

天野/藤井/小堀

ＴＥＬ：03-3477-5781

シブカル祭。2014～トゥギャザーしようぜ！～
初日・開会宣言＆レセプションパーティー

取材申込書

① 「展示作品」ご取材
日時：10 月 17 日(金) 10:00～21:00

※随時受付/館内外ご取材可

受付場所：渋谷パルコ PART1・3F パルコミュージアム(渋谷区宇田川町 15-1)
② 「開会宣言＆レセプションパーティー」ご取材
日時：1０月 17 日(金) 18:00～

※17:00～受付開始/館内外ご取材可

受付場所：渋谷パルコ PART1・1F 店頭

公園通り広場(渋谷区宇田川町 15-1)

お手数をお掛けしますが、下記項目にご記入の上 10 月 14 日(火)までに FAX にてご返信くださいますよう、お願い申しげます。

□ご出席(計

名様)

□ご欠席

貴メディア名
貴社名
ご芳名
ご連絡先(TEL)
スチール/ムービー

□展示作品/会場
※撮影時間の目安 (

：

～

：

)

□開会宣言＆レセプションパーティー ※受付 17:00～
取材希望項目
(希望項目に✔して
ください)

□参加クリエイターインタビュー
～ご希望いただいた際は、クリエイター及び時間を調整させていただきます～
□企画担当者インタビュー
～ご希望いただいた際は、担当者及び時間を調整させていただきます～
□その他（

）
※取材のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

ご連絡欄
個人情報の取り扱いに関し、適切に管理するとともに、法令及びその他の規範に従って、パルコのニュースリリース等の配信、記者発表会のご案内など、広報活動に必要な範囲にて利用させていただ
く場合がございます。
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＜本件に関するお問合せ先＞
担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781

