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＜取材に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野（ono-jun@parco.jp）、深見（fuka-sayu@parco.jp）、 TEL 03-3477-5781

混沌率 200％で絶賛拡大増殖準備中！！

「シブカル祭。2013～フレフレ！全力女子！～」
参加クリエイター150 名以上、イベント数 100 本以上、展示＆イベント拠点 40 ヶ所以上に膨れ上がり、

メインヴィジュアルも進化して、混沌度が急上昇!!

渋谷の街全体を巻き込んだ全力女子イベントは、いよいよ 10/18（金）スタート!!

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、以下パルコ）は、今年で 3 回目となる若手女子クリエイターのお祭り「シブカル祭。

2013」を、10 月 18 日（金）より 11 日間、渋谷パルコにて開催いたします。

本イベント「シブカル祭。」は、イタリア語で広場・公園を意味する「パルコ=人が集う場所」という原点に立ち戻り、若い才能を

応援し続けてきた企業として、若手女子クリエイターにパルコという「場」を提供し、表現作品の発表やクリエイター同士の交流

の「場」となることを目指し、2011 年より渋谷パルコを拠点に開催しております。

渋谷パルコ40周年という節目を迎えた本年は、「応援」をテーマに、まだ世に出ていない才能を発掘し、新しいチャレンジに取

り組む女子クリエイターたちによるさまざまな形の作品発表を行います。合言葉は～フレフレ！全力女子！～。

タイトル：渋谷パルコ 40 周年記念「シブカル祭。2013」～フレフレ！全力女子！～

会 期：10 月 18 日（金）～10 月 28 日（月）

※レセプションパーティー 10/18（金）18：00～

会 場：パルコミュージアム（PART1･3F）、ロゴスギャラリー（PART1・B1F）、公園通り広場、スペイン坂広場、

シネクイント、クラブクアトロ、渋谷パルコ館内外、CUTUP STUDIO（タワーレコード渋谷店）ほか

内 容 ：さまざまなジャンルの若手女子クリエイターの才能を一堂に集め、アート作品の展示やライブ、

ダンスパフォーマンスなどを披露いたします。

U R L ：http://www.shibukaru.com

主 催 ：「シブカル祭。2013」実行委員会

サ ポ ー タ ー ズ ：POP ICON PROJECT TOKYO、TOKYO FM、Wacoal、une nana cool、ゆうちょ銀行、MENS Biore、

タワーレコード渋谷店、

SHIBUYA FASHION FESTIVAL、青参道アートフェア、応援ノート、NYLON JAPAN、ブリングリング、COSPA

制 作 協 力 ：SMILE VEHICLE、サンボード、キッズプロモーション、バウコミュニケーションズ、東京スタデオ

宣 伝 協 力 ：ミラクルヴォイス、eyeheight

アートディレクション：千原徹也（れもんらいふ）

運営＆全体コーディネイト：パルコ、  RCKT/Rocket Company*

＊参加クリエイター、イベント、会場等は 9/6 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。

http://www.shibukaru.com/
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＜取材に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野（ono-jun@parco.jp）、深見（fuka-sayu@parco.jp）、 TEL 03-3477-5781

企画詳細

参加数 150 人超!! まだまだ増えますシブカルクリエイター!

＜参加予定クリエイター＞ ※順不同 ※9/6 現在

愛☆まどんな（アート）

安土早紀子（アート）

池田ひらり

（from POP ICON PROJECT TOKYO

by Nicola Formichetti）

池野詩織（アート）

市原えつこ（アート）

いすたえこ(アート)

インベカヲリ★（アート）

遠藤歩（トーク）

江崎愛（アート）

大石さちよ（ものづくり）

大島智子（映像）

おおたえみり（音楽）

大森靖子（音楽）

大山美鈴（アート）

おのしのぶ（アート）

郭一恵（アート）

カラトユカリ（音楽）

菅家エリナ（ファッション）

ぐ（ファッション）

クラーク志織（アート）

クロダミサト（トーク）

ゲスの極み乙女。（音楽）

ケムシのごとし（アート）

小嶋真理（アート）

小林エリカ（トーク）

最後の手段（映像）

齊藤夏海

（（from POP ICON PROJECT TOKYO

by Nicola Formichetti）

宍戸未林（アート）

ししやまざき（映像）

篠崎恵美（ワークショップ）

シンボユカ（フード）

水曜日のカンパネラ（音楽）

須賀川瑞希（ファッション）

鈴木彩花（アート）

せきやゆりえ（アート）

大道寺梨乃（アート）

高橋ひろみ（ワークショップ）

高橋美智子（ものづくり）

竹中夏海（ワークショップ・トーク）

谷口菜津子（トーク）

多屋澄礼（ものづくり）

点子（アート）

冨安由真（アート）

ナマコラブ（アート）

南波志帆（音楽・トーク）

ぬ Q（映像）

抜水摩耶（アート）

野本千洋（アート）

蓮沼千紘（an/eddy）（ものづくり）

秦俊子（映画）

ハナエ（音楽）

バニラビーンズ（音楽）

浜崎美保（MC）

はまぐちさくらこ（アート）

林香苗武（アート）

林千歩（アート）

ハルカトミユキ（音楽）

東佳苗（アート）

ひがしちか（アート）

ひさつねあゆみ（アート）

ひのあゆみ(ものづくり)

平野紗季子（フード）

広田理恵（ものづくり）

藤澤ゆき（アート）

ホナガヨウコ（パフォーマンス）

前田エマ（ファッション）

前田ひさえ（アート）

マコ・プリンシパル（アート）

増田ぴろよ（アート）

松藤美里（アート）

水野しず（アート）

ミヤタチカ（ファッション）

むくり（ものづくり）

茂木雅世（パフォーマンス）

山戸結希（映画）

愉嗚呼社（アート）

夢眠ねむ（でんぱ組.inc）（トーク）

吉永有里（アート）

吉牟田如乃（ファッション）

若井麻奈美（映像）

惑星ハルボリズム（アート）

217

（from POP ICON PROJECT TOKYO

by Nicola Formichetti）

bómi（音楽）

borutanext5（ものづくり）

cineca（フード）

Charisma.com（音楽）

Chim↑Pom（アート）

Ciita（ものづくり）

Colliu（アート）

CUCU（ものづくり）

CuiCui（ワークショップ）

daoko（音楽）

DJ みそしると MC ごはん（音楽）

Her Ghost Friend（音楽）

heso（フード）

hoshi mitsuki（ものづくり）

hy4_4yh（音楽）

FUJIKAYO（アート）

Jo Mango（音楽）

kinaco（フード）

Ly（アート）

LinQ（音楽）

lirycal school（音楽）

MARCO（トーク）

MAYUMI YAMASE（アート）

Misu Kim（ファッション）

moe（ワークショップ）

moko.（ファッション）

Negicco（音楽）

ni_ka（アート）

non（ものづくり）

obetomo（アート）

onnacodomo（映像）

SATO（ア—ト）

N'夙川 BOYS（音楽）

TEPPEN（ものづくり）

PERO（ワークショップ）

PoPoyans（音楽）

Salley（音楽）

sous le nez（アート）

Una（音楽）

YOK. （音楽）

左より

マコ・プリンシパル

愛☆まどんな

惑星ハルボリズム
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＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野 mail: ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481

メイン拠点のパルコミュージアムのみならず、館内通路やショップ内、

館外の壁面や巨大なフォトキャンバスにも作品を展示します!!

シブカル展。at パルコミュージアム

メイン会場となるパルコミュージアムでは、カルチャー界の第一線で活躍する7名の“目利き”が、「シブカル祭。」初出展となる若

手女子クリエイターたちの作品を厳選・ディレクションし、それぞれのブースにて紹介します。

また、会場内に設置される特設ステージでは、BEAMS創造研究所による「School of B」や、「VACANTの課外授業」「シブカル杯。

授賞式」などの、トークイベントやワークショップを毎日開催。参加クリエイターによる1点ものTシャツ販売や缶バッジガチャガチャ、

「teamLabCamera（チームラボカメラ）」も登場します。

ブースディレクター＆女子クリエイターズ

［伊藤悠（island）ブース］ 安土早紀子、鈴木彩花、大道寺梨乃、冨安由真、はまぐちさくらこ、林千歩、FUJIKAYO

［岩渕貞哉（『美術手帖』編集長）ブース］ 宍戸未林、水野しず、ni_ka

［卯城竜太（Chim↑Pom）ブース］ ケムシのごとし

［加賀美健（現代美術作家）ブース］ 江崎愛、小嶋真理

［姫野希美（赤々舎）ブース］ インベカヲリ★

［古屋蔵人（編集者、ディレクター）ブース］ 大島智子、ぬQ、若井真奈美

［米山えつ子（H.P.FRANCE）ブース］ 惑星ハルボリズム、sous le nez

■teamLabCamera（チームラボカメラ）×シブカルクリエイターズ

ウルトラテクノロジスト集団「teamLab」によるプロダクツ「teamLabCamera（チームラボカメラ）」と10人のシブカルクリエイターがコ

ラボレーションします。

■シブカルショップ

50人のクリエイターによる１点ものTシャツや缶バッチガチャガチャ、参加クリエイターのグッズなど、レア商品を販売します。

■『美術手帖』 presents シブカル杯。入選作品発表

美術専門誌『美術手帖』の全面協力のもと、昨年に続き開催されたシブカル杯。一次審査を通過した入選作品をパルコミュージ

アムに展示。会期中にグランプリを決定し、会場内の特設ステージにて授賞式を開催します。

◎審査員：藪前知子（東京都現代美術館 学芸員）、米山えつ子（H.P.FRANCEクリエイティブディレクター）、

岩渕貞哉（『美術手帖』編集長）

■トークイベント＆ワークショップ

会場内に特設されたステージでは、トークショーやワークショップなどの催しを連日開催。詳細は公式ホームページにて順次発

表いたします。

［トークショー出演者］ 遠藤歩（School of B）、MARCO＋ｸﾛﾀﾞﾐｻﾄ（School of B）、高橋律子＋小林ｴﾘｶ（VACANTの課外授業）

［ワークショップ出演者］ PERO、moe、高橋ひろみ、篠崎恵美、CuiCui ほか

--------------------------------------------------------------------------------------------------

館内・館外での作品展示

渋谷パルコ館内外、いたるところに女子クリエイターたちの作品が出現します。ペイント、写真、立体、映像、インスタレーションな

ど、パルコミュージアムだけでなく、渋谷パルコ全館を隈なくお楽しみいただけます。

［館内展示］ 市原えつこ、愉嗚呼社、藤澤ゆき、ししやまざき、最後の手段、郭一恵 ほか

［館外展示］ Chim↑Pom、せきやゆりえ、抜水摩耶、点子＋松藤美里＋池野詩織、愛☆まどんな＋マコ・プリンシパル、

林香苗武 ほか

左：ケムシのごとし 右：林千歩
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＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野 mail: ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481

ロゴスギャラリーや店内に、話題のPOP UP SHOPが多数乱立！
シブカルストアat ロゴスギャラリー

渋谷パルコパート1・B1Fロゴスギャラリーには、アーティスト・タレントとして活躍する中川翔子とBEAMSが共同プロデュースする

ファッションブランド「mmts」（マミタス）や、いま東京で最も注目を集めるショップ「伍戒」（ゴカイ）、「violet and claire」などのポップ

アップショップが登場します。

PHYSICAL TEMPO KIOSK at スペイン坂広場

スペイン坂広場には、人気の期間限定ショップ「PHYSICAL TEMPO」のポップアップショップが出現。

店長兼グラフィックデザイナーのいすたえこによるショップデザインにもご注目ください。

［参加クリエイター］ EHEHE、おかしい屋、金箔寺、Colliu、zatta、さかもとちあき、多田玲子、アクセサリーストアCrepe. ほか

クリエイターズマンション×インタラマンゴ文明 at 渋谷パルコPART3・1F特設会場

パルコのファッション通販サイトで展開する「クリエイターズマンション」。個性的なクリエイターたちが集結する「クリエイターズマ

ンション」から、パワフルな女子クリエイターをピックアップし、作品を展示販売します。今年は更なるパワーアップを図り、原宿

VACANTでの大盛況だった、西のわかもの民芸商店集落「インタラマンゴ文明」とのコラボショップを展開します。
★「クリエイターズマンション」詳しくは⇒http://www.parco-city.com

今年の音楽＆パフォーマンスは、パルコの外にも飛び火！

ﾛｯｸ・ﾗｯﾌﾟ・DJ・ｱｲﾄﾞﾙなど、激しく、ゆる～く、ジャンルレスに展開！！
シブカル公園[パーク]。 at 公園通り広場

店頭・公園通り広場には、今年も特設ステージが出現。18日のレセプションパーティーの開会宣言から、音楽ライブ、パフォーマ

ンス、ファッションシューティング、トークなど盛りだくさんなプログラムでお届けします。もちろん観覧無料。

しかも、シークレットゲストも多数登場!?

［１0/18～20 出演アーティスト］

南波志帆、竹中夏海、大森靖子、daoko、Charisma.com、水曜日のカンパネラ、ホナガヨウコ、愉鳴呼社、Her Ghost Friend ほか

■10/19 POP ICON PROJECT TOKYO × NYLON JAPAN × シブカル祭。

あのレディー・ガガのスタイリングも手掛けたニコラ・フォルミケッティがおくる、次世代ガールズボーカルユニットオーディション

「POP ICON PROJECT TOKYO」と「シブカル祭。」が夢のコラボレーションし、スペシャルイベントを開催します。

■10/25～27 Village in シブカル祭。 by hutte

会期後半の週末は、コーヒースタンドhutteがディレクションするVillage(ｳﾞｨﾚｯｼﾞ)が出現。さまざまな分野で活躍するクリエイター

16～18組の雑貨店と、隣にあるステージではライブイベントも開催します。

■10/27 FOUNDLAND in シブカル祭。 by HUTU & flau

回を重ねるごとにファンを増やしているアコースティック音楽イベント「FOUNDLAND」。

カラトユカリ、PoPoyans、YOK.ら5～6組のアーティストが出演します。

シブカル夜［ナイト］。〜きのこ忍者 presents 今夜は、ねむレナイト！～ at タワーレコード渋谷店 CUTUP STUDIO

でんぱ組.incの夢眠ねむと、バニラビーンズのレナによる知る人ぞ知るユニット「きのこ忍者」をオーガナイザーに迎え、

ライブありトークありのナイトパーティーを開催します。

日程：10/25（金）OPEN/START 18:00

出演：きのこ忍者（夢眠ねむ、レナ）、バニラビーンズ、lyrical school 、ハナエ…and more!!

トークゲスト：南波志帆、谷口菜津子 ……and more!!

チケット：前売り¥2,000/当日¥2,500（ドリンク別）
＊9/14（土）より、タワーレコード渋谷店１Fレジにて販売

＊本イベントはオールスタンディングとなります

左より YOK、PoPoｙａｎｓ

左より

レナ（バニラビーンズ）

夢眠ねむ（でんぱ組.inc）
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＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野 mail: ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481

シブカル祭。×2.5D SPECIAL WEEK

シブカル祭。会期中、2.5Dではシブカル祭。とのコラボレート企画を連日開催。2.5D初登場となる女子アーティスト、アイドルが

次々と登場します。次世代クリエイターたちによるソーシャルスクールメディア『THE PUBLIC』とのコラボによる、ちょっと真面目な

講義のほか、18日にはDJ、VJ、ライブペインターたちが立ち代わり登場する、７時間に及ぶロングパーティーを開催します。

会場：2.5D（渋谷パルコPART1・5F）

出演：Negicco（10/19）、おおたえみり（10/21）、Salley（10/22）、ハルカトミユキ（10/23）…… and more!!
※チケット価格は日によって変動します。

※詳細な情報とチケットのお申し込みは、2.5D公式HPにて随時発表・受付いたします。

★詳しくはこちら⇒ http://2-5-d.jp

N’夙川BOYS presents フレフレ！全力女子達とロックンロール！ at 渋谷クラブクアトロ

N'夙川BOYSがプロデュースする、ライブありファッションショーありの前代未聞なライブイベント。ライブ出演するbómi、DJみそし

るとMCごはん、ゲスの極み乙女。のほか、ファッションショーには個性豊かなゲストモデルが多数登場予定です。

現在、公式サイトでN'夙川BOYSがシブカル祭。のためにつくった応援歌「全.力.女.子！」 を限定公開中。

日程：10月19日（土）OPEN 17:00／START 17:30

出演：N’夙川BOYS、bómi、DJみそしるとMCごはん、ゲスの極み乙女。 … and more!!

チケット：前売り券¥3,000、当日券¥3,500

9月7日より一般販売開始。詳しくはシブカル祭。公式HPにて！
★詳しくはこちら ⇒ http://www.shibukaru.com/nshukugawa

シブカル初の映画イベントは、あの話題の映画祭と強力コラボ！
シブカル映画祭。by MOOSIC LAB（for THE GIRLS） at シネクイント

｢音楽×映画｣をテーマに、次世代の若手映画監督たちと新たな音楽映画の企画を立ち上げ発表する映画祭｢MOOSIC LAB

(ムージック・ラボ)｣とタッグを組み、一夜限りのシブカル映画祭。を開催。赤丸急上昇中のシンガーソングライター大森靖子の異

色ドキュメンタリー作品や、規格外の新人監督 山戸結希の作品『おとぎ話みたい』、人気アニメ作家 秦俊子がN’夙川BOYSを

キャラクター化した作品を上映します。

日程：10/28(月) 21：10～23：30

チケット：￥1,000
＊10/5(土)よりシネクイント公式サイトにて販売 ＜クレジットカード決済になります＞

★詳しくはこちら ⇒ http://www.cinequinto.com

TOKYO FMの番組制作チームが、「シブカル祭。」のためにスペイン坂

スタジオでユースト番組やります！地上波では流れません。
TOKYO FM「Skyrocket Company」特別会議～シブカルUST女子会〜 at スペイン坂スタジオ

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にてUST限定の特別会議を開催します。会議に招集されるのは、

シブカル祭。に参加する精鋭女子クリエイターたち。女子限定、女子会みたいな特別会議。ユースト

でのぞくのも、スペイン坂スタジオで観覧するのもOK。ぜひ、会議に出席を！！

日程：10/18(金) 17：30～21：00予定

左：山戸結希

右：「おとぎ話みたい」©MOOSIC LAB2013

浜崎美保

N'夙川 BOYS

http://2-5-d.jp/
http://www.shibukaru.com/nshukugawa
http://www.cinequinto.com/
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＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野 mail: ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481

もちろんショップも盛り上がります。

ｸﾘｴｲﾀｰとｺﾗﾎﾞしたｵﾘｼﾞﾅﾙ商品やﾉﾍﾞﾙﾃｨ、ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾆｭｰも続々登場！
シブカル祭。スペシャルコラボレーション

渋谷パルコ内のショップとシブカル祭。クリエイターとのさまざまなコラボレーションが実現しました。オリジナル限定商品やノベル

ティ、スペシャルメニューなど、渋谷パルコ全体で祭りを盛り上げます。

＜実施一例＞

J.S Bargers Cafe×平野紗季子＜コラボメニュー販売＞

スマイルランド×ミヤタチカ＜オリジナルパジャマ販売、店内装飾＞

SHUSHU×moko. ＜コラボトートバッグ販売＞

Zoff×クラーク志織＜オリジナルメガネ拭き（ノベルティプレゼント）＞

ボディーズ×竹中夏海＜スペシャルプログラム＞

ABCクッキングスタジオ×シンボパン＜スペシャルワークショップ＞

まだまだコンテンツもりだくさん!! 拡大拡張するシブカル祭。
福岡パルコの「天神ラボ」、吉祥寺パルコの「吉カル」も！

「シブカル祭。」のように、福岡/九州の若い才能を応援するイベント「天神ラボ」を 福岡パルコにて開催いたします。2012年秋に

初開催した本イベントは、ファッションからアート、パフォーマンスまで幅広い才能の発表の場となりました。本年は「ミライ」をテー

マに、九州の若手クリエイターの作品を発表、販売いたします。さらに、吉祥寺パルコにもシブカル祭。が派生し、店頭ウィンドウ

をシブカルクリエイターの作品が飾ります。

［天神ラボ概要］

会期：11月1日（金）〜11月17日（日）

会場：福岡パルコ

内容：福岡/九州に関わりのある方からの一般公募により開催 ＊募集期間は終了しております

シブカル書籍

100名を超えるシブカル祭。2013参加クリエイターを一挙に紹介する書籍『Her Name Is: next girls' profile（仮）』の発行が決定い

たしました。気になるクリエイターの作品やプロフィールがひと目でわかる、シブカル図鑑のような一冊です。一般販売に先駆け

て、会期初日より、パルコミュージアムにて販売します。

シブカル新聞

11日間の会期中毎日、渋谷パルコ館内外にて、シブカル新聞「SHIBUKARU DAILY PRESS（仮）」を部数限定で配布いたします。

その日のプログラムはもちろん、前日のホットトピックスやここでしか読めないオリジナルコンテンツなどが満載です。

※参加クリエイター、イベント内容は変更になる場合がございます。また、商品の販売数に限りがございます。

有料イベント、ワークショップ、トークショーの参加方法は、別途公式ＨＰにてお知らせいたします。

平野紗季子


