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～渋谷区をファッション観光名所として世界に発信!!～

10.19(Sat)、シブヤ集合！
シブフェス.4 開催のお知らせ

玉城ティナがハチ公姿でポスターに?!
“DISCOVERED”, “Etw.Vonneguet”,“Jenny Fax”,
“The Dress&Co. HIDEAKI SAKAGUCHI”,
“CANDY”のランウェイショー決定！

株式会社アサツー ディ・ケイ(本社;東京都中央区)とアッシュ・ペー・フランス株式会社にて共同運営する
「SHIBUYA FASHION FESTIVAL 実行委員会」は、10 月 15 日からの東京コレクションウィークに合わせ、渋谷区
とアパレル企業が協働して、街全体を繋げるイベント『SHIBUYA FASHION FESTIVAL.4』（シブフェス.4）を 2013
年 10 月 19 日(土)に開催いたします。
イベント当日は、渋谷・原宿エリアの百貨店やファッションビル、セレクトショップ、飲食店など、約300以上のショ
ップで、ナイトアウト（営業時間延長）や限定アイテム販売、店内パーティーなど、その日だけのオリジナル企画を
ご用意。また、オフィシャル会場「みやしたこうえん」では、ランウェイショーやフリーマーケットなど、入場無料のス
ペシャルイベントが楽しめます。ほかにも、街を使った謎解きゲームやスタンプラリーなど、お楽しみが盛りだくさ
ん！ さらに、渋谷区発信、若手女性クリエイターが集う「シブカル祭。2013」との連動も行います。
世界有数の独自性を持つファッション都市、東京。その中で最も発信力が強く、モード、アメカジ、ゴスロリ、ギャ
ル、あらゆるものがミックスされ、ストリートから新しいファッションが次々と生まれてきた渋谷・原宿。「ファッション」
を主軸に街全体を繋げた一大イベントを実施することで、今一度、世界の目を渋谷・原宿へ。
SHIBUYA FASHION FESTIVALを通じて、渋谷区をファッション観光名所として世界に発信します。
＊本イベントの開催概要および実施予定コンテンツに関しましては、次ページ以降をご参照ください。

人気ブランドやショップのファッションショーで最新のクリエイションを体感！
10 月 19 日は、渋谷と原宿の中間地点でもあるみやした
こうえんをオフィシャル会場とし、東京コレクションブラン
ド“DISCOVERED” 、” Etw.Vonneguet”、“Jenny
Fax”、“The Dress&Co.HIDEAKI SAKAGUCHI”が
2014 年春夏コレクションを発表。また、コアなファッション
ファンが集う渋谷の人気セレクトショップ“CANDY”によ
るファッションショーも実施!!!東京のクリエイションやトレ
ンドを生で体感してください。また、TOKYO FASHION
FILM にてコレクションのライブストリーミングを実施！
会場にお越しいただけない方は、是非ご覧ください。
www.tokyofashionfilm.com

10.19(Sat) シブフェス.4
みやしたこうえんランウェイスケジュール
14:30
18:10
19:30

Etw.Vonneguet
Jenny Fax
CANDY

17:30 DISCOVERED
18:50 The Dress&Co.HIDEAKI SAKAGUCHI

今回のメインビジュアルには、玉城ティナさんを起用し、ハチ公に変身！
今回のメインビジュアルは渋谷 ver.と原宿 ver.の 2 パターン。人気モデルの玉城ティナさん扮するハチ公が渋谷・
原宿の街に登場。シブフェスのメインアイコンである"蝶ネクタイ"は気鋭のフラワーアート・ユニット plantica とのコ
ラボで制作。シブフェスの参加ショップには、このポスターが貼られているのでチェックしてみて！ほかにも 20 万部
配布される公式ガイドマップや公式サイト、Facebook ページなどで展開されます。

ファッション業界人参加の“シブフェスマーケット”
みやしたこうえん内の渋谷側フットサルコートを中心に、シブフェス マーケ
ットを開催！「ファッションは楽しい！」というメッセージを発信するため、人
気ファッション誌や、ファッションブランド、ショップ、アーティスト、スタイリス
ト、モデル、ブロガーなどが参加して、フリーマーケット形式での物販やアト
ラクションをご用意。お得なプライスで、お気に入りのアイテムに出会える
かも？！このチャンスを逃さずみやしたこうえんでもショッピングを楽しんで
みては。

「でんぱ組.inc 消えたコスチュームを探せ!」で渋谷・原宿を駆け巡ろう！
リアル脱出ゲームで話題の SCRAP が、でんぱ組.inc にまつわる謎を仕掛ける!!
シブフェス.4 を舞台に実施される渋谷・原宿エリアジャックイベント。
参加者は、盗まれたでんぱ組 inc.の衣装を探すという設定のもと、様々なア
パレルショップに散りばめられたヒントを集めながら解き進め、ゴールにたど
りつけた参加者はスペシャルライブへのご招待や、アパレルショップでの特典
などを手にすることができます。
今回、シブフェス×SCRAP×でんぱ組.inc という 3 者がコラボレーションを行う
ことで、今までにない渋谷・原宿エリア全体を使った大規模な謎解きゲームが
実現！これまで以上に渋谷・原宿を盛り上げます。
10 月 6 日には、でんぱ組.inc のメンバーがゲーム中に現れるかも?!
詳細は URL：http://www.shibuyafashionfestival.com/nazo
お問い合わせ：nazo@shibuyafashionfestival.com

10 月 19 日はハチ公もドレスアップ！
渋谷のランドマークである「ハチ公像」もドレスアップします。デザインはファッ
ションやデザインを専攻中の学生から公募。シブフェス当日は選出された学生
の作品を着用予定。
未来のファッション業界を担う学生に、オリジナリティあるデザイン提案の場を
提供します。

SHIBUYA FASHION FESTIVAL AFTER PARTY
渋谷のファッションピープルのエネルギーが華やかに爆発する夜
渋谷の街全体が一体となる、カルチャームーブメントの集
大成。約 300 ものショップが参加して一大コレクションを創
りあげていく“SHIBUYA FASHION FESTIVAL”のアフター
パーティが、またも VISION を舞台に開催される。
世界最大の DJ バトル DMC World Final でアジア人初のチ
ャンピオンとなった DJ KENTARO に加え、さらに砂原良徳
の VISION では初の稀少なライヴセットなど、渋谷中のファ
ッションピープルが集結する空間で、この夜もカルチャー
の最前線をリアルに感じてほしい。
■日 時：10 月 19 日(土) OPEN 22:00
■Entrance Fee：¥3000 VISION members, with Flyer ¥3500 DOOR
■GUEST ACT ：DJ KENTARO / 砂原良徳=LIVE SET= / ALISA UENO (FIG&VIPER) /
THE LOWBROWS(LINDA TUNE) / KYOKO
★シブフェス参加ショップでは、お得なディスカウントチケットが配布されるので、シブフェス公式サイトをチェック!!

シブフェス開催概要
■名 称： SHIBUYA FASHION FESTIVAL.4（シブフェス.4）
■日 時： 2013年10月19日(土)～22 時
■対象地域： 渋谷区 (公園通り/神南/明治通り/キャットストリート/表参道/原宿/とんちゃん
通り/みやしたこうえんなど)
■ 参 加 シ ョ ッ プ ： ABAHOUSE INTERNATIONAL / AMERICAN RAG CIE / And A
/BAYCREW'S G ROUP / BEAMS / CA4LA / FAKE(CANDY / Sister) / FREAK’ S STORE
/ FREE’ S SHOP / H.P.FRANCE / MIDWEST / nano・universe / PAL Group / SHIPS /
UNITED ARROWS LTD. / URBAN RESEARCH / 渋谷パルコ / 東急百貨店 /丸井 / ラ
フォーレ原宿 / ルミネマン渋谷 / 東急プラザ表参道原宿 / 西武渋谷店 / 渋谷ロフト
など約300店舗
■公式サイト： http://www.shibuyafashionfestival.com/
■公式FB： http://www.facebook.com/ShibuyaFashionFestival
■一般のお客様のお問合せ先： contact@shibuyafashionfestival.com
主 催：シブヤ ファッションフェスティバル実行委員会
企 画：PR01.× ADK / 制作：PR01.
後 援：渋谷区 / 東京ファッションデザイナー協議会
特別協力：シブカル祭。2013~フレフレ! 全力女子! ~ / TOKYO OCTOBER

＊ランウェイスケジュール等は 9/24 現在の情報です。変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

【本リリースに関するメディアの方からのお問合わせ先】
SHIBUYA FASHION FESTIVAL 実行委員会（PR01.内）
井藤・小谷（ yukino_kotani@hpgrp.com ）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-31-15 マンション 31,7A Tel：03-5774-1420 / Fax：03-5774-1409
株式会社アサツー ディ・ケイ 広報室担当：大内 TEL：03-3547-2003

