
10月20日（金）から開催される、女子クリエイターのカルチャーイベント『シブカル祭。』。メイン会場であるGALLERY X BY PARCOで
の展示を中心に、初日の10月20日（金）は渋谷クラブクアトロにてオープニングパーティー、10月22日（日）には渋谷パルコ工事現場に
てファッションショー、10月27日（金）には渋谷WWWにてライブイベント『シブカル音楽祭。2017』を開催いたします。各会場の最終ライ
ンナップとタイムテーブルも決定！ 渋谷の街が女子クリエイターのパワーで盛り上がる10日間、是非お越しください！

報道関係各位 2017年10月13日(金)

株式会社パルコ

10月20日（金）より、いよいよ開催！
『シブカル祭。2017 ～この胸騒ぎは渋谷のせいだ。～』

最終ラインナップ＆タイムテーブル発表！

【本件に関するお問合せ】

株式会社パルコ 都心型店舗グループ本部マーケティング担当 関口 seki-yui@parco.jp 高山 taka-tese@parco.jp

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481

（左） あっこゴリラ （上段左から）The Wisely Brothers／羊文学／TAWINGS （下段左から）春ねむり／MANON／PORIN（Awesome City Club)／Li Lou

【メインステージ】

■タイムテーブル

クアトロのあとは、GALLERY X BY PARCOでアフターパーティー！

初日10月20日（金）クラブクアトロでのオープニングパーティーのあとは、 メインの展示会場GALLERY X BY PARCOにて
アフターパーティーを開催！DJあり、フリーのケータリングありの、誰でもウェルカムなパーティーです。フードやドリンクを片手に、
DJの音楽に酔いしれながら女子クリエイターの作品をご覧いただけます。金曜の夜、終電まで思いっきりアートな夜を楽しみたい
方は是非お越しください。※ケータリングはなくなり次第終了。

■会場： GALLERY X BY PARCO（渋谷区宇田川町13-17） ■日時：10月20日（金）22:00～24:00 ■入場無料

17:50～ TAWINGS（LIVE）
18:40～ The Wisely Brothers（LIVE）
19:40～ 羊文学（LIVE）
20:40～ 春ねむり（LIVE）
21:30～ あっこゴリラ（LIVE）

（写真）maa

【10月20日（金）渋谷クラブクアトロ】オープニングパーティー 最終ラインナップ＆タイムテーブル発表！

初日10月20日（金）のオープニングパーティーのトリを飾るのはレペゼン地球のラッパー『あっこゴリラ』に決定!! 今回は特別にバン
ドスタイルでのパフォーマンスとなります。また、注目のスリーピースロックバンド『羊文学』、沖縄出身の若干19歳のニューカマー
『Li Lou』も出演決定！ 計9組のアーティストが、ライブとDJによるパフォーマンスで、ステージを華やかに盛り上げます。
また、女子クリエイターによるフリマスペースや、フードの提供も。一夜限りのパーティーは入場無料！是非お越しください。

■会場：渋谷クラブクアトロ（東京都渋谷区宇田川町32-13） ■OPEN：17:00～ ■入場無料

17:00～ DJ TOMMY 〈BOY〉（DJ）
17:30～ Li Lou（LIVE）
18:20～ PORIN（DJ）
19:10～ PORIN（DJ）

〈Awesome City Club〉
20:10～ MANON（LIVE）

【サブステージ】

女子クリエイターによる、
フリマやフードも大充実！

ファッショニスタ御用達の古着
屋が『シブカル祭。』のために
特別にビンテージショップを出
店。また、フードは「うどんや
まあちゃん」が話題沸騰中の
『maa』が担当。音楽以外にも
楽しさが目白押し！
乞うご期待！
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【10月20日（金）〜29日（日）GALLERY X BY PARCO】

『かわる うつろう 展覧会。』
変わりゆく渋谷の街で女子たちが表現する、刻々と変化するアート作品を展示。
若手女子クリエイター7組が、今、大きく変わろうとしている渋谷の街を、それぞれの独自の視点で見つめながら、インスタレーションやパフォーマ
ンスなどさまざまな手法で表現した作品を展示。女子クリエイターたちによる、展示作品に関連したパフォーマンスを毎日開催するほか、作品自体
も随時変わっていきます。その日、その時、その場所でしか得られない体験をお楽しみください。
■会場： GALLERY X BY PARCO（渋谷区宇田川町13-17）■OPEN：11:00～20:00（※イベント開催時は営業時間が異なる場合があります）
■入場無料

【10月27日（金） 渋谷WWW】

『シブカル音楽祭。２０１７』 タイムテーブル発表！
渋谷WWWでは、音楽と映像のスペシャルセッションが体感できるファンタスティックなイベントを開催！ ミュージシャンとVJの、この日限りの組み
合わせが楽しめるのはシブカルならでは。是非お越しください。
■会場：渋谷WWW（東京都渋谷区宇田川町13−17 ライズビル地下） ■OPEN 18:30 ／START 19:00
■チケット：前売券¥2,500 当日券¥3,000（※ドリンク代別途¥500） チケットは各種プレイガイドで発売中！（購入方法はwww.shibukaru.comをチェック！）

インスタレーション・パフォーマンス内容 （一部）：

・ギャラリーの壁を使った『田上碧』による歌唱パ
フォーマンス
・『長田雛子』の謎に包まれたインスタレーション
・インディペンデントマガジン『HIGH(er)magazine』
編集長『haru.』による『シブカル限定ZINE』の公開
制作と公開ビジュアル撮影

・オリンピックに向けた都市開発を主題とする『小宮
麻吏奈』の演劇パフォーマンス

・渋谷であった史実をモチーフにした『金藤みなみ』
の街歩きツアー

・渋谷で実際に起きた事件がテーマの『石原もも子』
による映像作品とパフォーマンス
・360度前髪がトレードマークの『前田菜々美』によ
る体当たりのインスタレーション
...and More!

週末もイベント目白押し！ 23時までオープン『シブカルBAR。』。

週末の夜はギャラリーの営業時間を延長して、展示参加クリエイターが日替わりで店主を務める『シブカルBAR。』がオープン。クリエイ
ターによるオリジナルドリンクやスペシャル特典付きのおつまみも登場します。 夜のギャラリーへ是非お越しください。

各クリエイターのパフォーマンス・イベントの日時・営業時間などの詳細は www.shibukaru.com をチェック！

19:00～ AAAMYYY×HATEGRAPHICS

×

19:45～ 小林うてな×Akiko Nakayama

×

20:40～ 禁断の多数決×大島智子 21:35～ CHAI×伊波英里

× ×

クアトロとWWW、両方の音楽イベントにご来場の方には、素敵なプレゼントも！

初日10月20日（金）渋谷クラブクアトロでのオープニングパーティーと、10月27日（金） の『シブカル音楽祭。
2017』＠渋谷WWWの両方のイベントにご来場頂いたお客様に、オリジナルトートバッグをプレゼント！
※クアトロにて来場者にお渡しするリストバンドを、WWW受付にてご提示ください。
※トートバッグの数には限りがあります。

（音楽）愛らしいルックスとは裏
腹にクールなサウンドと独自の
ファッションセンスに注目が集ま
る『AAAMYYY』。

（映像）モノクロでシンプルなも
のからウィットに富んだ映像まで
自在に操る
『HATEGRAPHICS』。

（音楽）ドープな低音と美しい歌
声でフロアを魅了する『小林うて
な』。
（映像）「Alive Painting」という

パフォーマンスを行いながら世
界中で活躍する『Akiko 
Nakayama』。

（音楽）メンバーの素性を明かさ
ず独特の世界観を表現するクリ
エイター集団『禁断の多数決』。

（映像）女の子の繊細さやアン
ニュイな雰囲気の絵が特徴的で
10代～20代の女子の人気を集

めるイラストレーター・映像作家
『大島智子』。

（音楽）アイコニックな4人が繰り

広げるファンキーなサウンドに
中毒者続出中のニュー・エキサ
イト・オンナバンド『CHAI』。

（映像）映像やプロダクト、空間
演出、テキスタイルなど、表現
媒体を問わず多岐に渡り活躍
中のグラフィックアーティスト『伊
波英里』。

【本件に関するお問合せ】

株式会社パルコ 都心型店舗グループ本部マーケティング担当 関口 seki-yui@parco.jp 高山 taka-tese@parco.jp

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481 

（上段左から）田上碧／長田雛子／haru. （下段左から）小宮麻吏奈／金藤みなみ／石原もも子／前田菜々美

※画像はイメージです。

2



【10月22日（日）渋谷パルコ工事現場】

＜第１部＞『シブカルファッションショー。2017 “UNDER CONSTRUCTION”』
現在建て替え中の渋谷パルコ工事現場で個性あふれる次世代デザイナーのファッションショーを開催。

ファッション企画の『シブカルファッションショー。2017 “UNDER CONSTRUCTION”』に登場するのは、新進気鋭のヘッドピースデザイナーとして
知られている『津野青嵐』と、世界から注目を集めているファッションスクール「ここのがっこう」から『渡辺未来』の2ブランド。2019年の再スタートに
向けて、変わりゆく渋谷パルコを目前に感じながら繰り広げられる、個性豊かな女子デザイナーによるこの日限りのファッションショーは見逃せま
せん！ ほかでは決して見ることの出来ない、メモリアルなファッションショーをお楽しみ下さい。
■OPEN：12:30～／START：13:00 ■完全招待制

シブカル祭。２０１７～この胸騒ぎは渋谷のせいだ。～【概要】
2011年より渋谷パルコをメイン会場に開催されてきた、女子クリエイターたちによるカルチャーイベント。
2019年の再スタートに向けて渋谷PARCOが一時休業中も、変わりゆく渋谷の街で、
その日、その時、その場所でしか得られないライブな体験の場を、
新たな女子クリエイターたちとともにお届けします。

■メイン会場 10月20日(金)～10月29日(日)＠GALLERY X BY PARCO
■オープニングイベント 10月20日(金)＠渋谷クラブクアトロ
■シブカルファッションショー。 10月22日(日)＠渋谷パルコ工事現場
■シブカル音楽祭。 10月27日(金)＠渋谷WWW
■主催：『シブカル祭。2017』実行委員会 ■お問い合わせ： parco-event@parco.jp

＊新しい情報は、随時シブカル祭。2017公式HP・SNSにて発表します。
＊企画内容、参加クリエイター、展示作品、会場、時間は変更になる場合があります。
＊各イベントは混雑状況により、ご鑑賞・ご参加頂けない場合があります。
＊天候・その他要因により、イベントが中止になる場合がございます。

津野青嵐（つのせいらん）

1990年長野県生まれ。大学時代に原宿カルチャー
にどっぷりと浸かり、自身に施した過剰なヘアメイク
や奇抜なファッションが注目を集める。現在は看護
師として働きながら、ファッションスクール・ここの
がっこうで学ぶ。ヘッドピースデザインに留まらず、
ファッション、ヘアメイク、空間演出まで、幅広い分野
でビジュアルを具現化していくために模索しながら、
日本的なアニミズムをテーマに作品を制作中。

＜第２部＞kotohayokozawa 2018SS/ collection
2015年、2016年とMBFWT（メルセデス・ベンツ・ファッション・ウィーク 東京）でもショーを開催した実績を持つ『kotohayokozawa』が、建て替え
工事中の渋谷パルコ内に出現するランウェイに登場！
「冷静を保つのはむずかしい。何でもない日々に収まりきらない気持ちを着る」をブランドコンセプトに掲げ、同世代女子に向けた服作りをして
いる『kotohayokozawa』が最新コレクションを発表いたします。

参加デザイナー プロフィール

渡辺未来（わたなべみく）

1987年東京生まれ。東京芸術大学デザイン科卒業。
建築事務所に勤務後、バッグ職人の父の手伝いを
しつつ高山建築学校、ここのがっこうで学ぶ。歓藍
社であたらしい藍染めに取り組む。「いやがらせ、カ
ウンセリング、じゃんじゃん奉仕する、自分の駄目な
ところを受け入れる」を方針として制作。

参加デザイナー プロフィール

横澤琴葉（よこざわ ことは）

1991年愛知県生まれ。名古屋市内のファッショ
ン専攻の高校を卒業後、上京。エスモード東京
校に入学し、その後アパレル企業にてデザイ
ナーとして勤務しつつ、ここのがっこうに通う。退
職後、再びエスモードAMIに通い、2015年3月よ
りkotohayokozawaをスタート。

WEB: kotohayokozawa.com
MAIL: kotohayokozawa@gmail.com
instagram: instagram.com/kotohayokozawa

【本件に関するお問合せ】

株式会社パルコ 都心型店舗グループ本部マーケティング担当 関口 seki-yui@parco.jp 高山 taka-tese@parco.jp

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481 3


