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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：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781 

 

シブカル祭。2014 ～トゥギャザーしようぜ！～ 

参加クリエイター＆コンテンツが続々決定。 

歌え！踊れ！トゥギャザーせずにはいられない！ 
 

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いたします。 

本イベント「シブカル祭。」はパルコが 1969 年の池袋パルコ誕生以来、ファッションのみならず、音楽、アート、演劇な

ど、様々なカルチャーを積極的に紹介し、新しい才能の発掘と応援をし続けてきた企業として、若手女子クリエイターに

表現の場、作品の発表やクリエイター同士の交流の場を提供し、2011 年より毎年開催しています。 

4回目となる本年は「出会い、体験」をテーマに、100組を超える若手女子クリエイターが集結。クリエイターと来場者、

クリエイター同士、クリエイターとショップが一体になって、みんなでつくる「シブカル祭。2014」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

※レセプションパーティー 10 月 17 日(金) 18：00～21：00／クロージングパーティー 10 月 26 日(日) 18：00～21：00 

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. 

URL：http://www.shibukaru.com/ Facebook：シブカル祭。 Twitter：＠shibu_karu 
 

主催：「シブカル祭。2014」実行委員会 

サポーターズ：TOKYO FM、SHIBUYA FASHION FESTIVAL、日々ロック、タワーレコード渋谷店、ゆうちょ銀行 

プロモーショナル アートディレクション：大原大次郎  

メインヴィジュアル イラストレーション：師岡とおる(more rock art all) 

制作協力：SMILE VEHICLE、サンボード、スタジオゼロ、キッズプロモーション、東京スタデオ 

宣伝協力：ミラクルヴォイス、eyeheight 

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

※最新情報は随時シブカル祭。2014 公式 HP（www.shibukaru.com）にて公開いたします。 

※参加クリエーター、展示作品、会場は予告なく変更となる場合がございます。 

http://www.shibukaru.com/
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株式会社パルコ 宣伝部  担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781 

＜参加予定クリエーター＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※順不同。※８月末現在。 

あいそ桃か(ART) 

愛☆まどんな(ART) 

アサミサエ(MUSIC) 

飯沢未央(ART) 

池澤あやか(ART) 

池野詩織(ART) 

市原えつこ(ART) 

伊藤維(CATERING ROCKET)(FOOD) 

伊波英里(ART) 

ヴィーナス・カワムラユキ(MUSIC) 

上村江里(ART) 

臼田知菜美(ART) 

江崎愛(ART) 

大小島真木(ART) 

大島智子(ART) 

大野彩芽(ART) 

大森靖子(MUSIC) 

岡藤真依(ART) 

おかもとえみ(MUSIC) 

神尾茉利(ART) 

川勝小遙(ART) 

川瀬知代(FASHION) 

カラスは真っ白(MUSIC) 

キュンチョメ(ART) 

ぐ(FASHION) 

クラーク志織(ART) 

小嶋真理(ART) 

小林あずさ(ART) 

最後の手段(ART) 

最果タヒ(ART) 

サエボーグ(ART) 

坂本のどか(ART) 

柴田聡子(MUSIC) 

史群アル仙(ART) 

その他の短編ズ(MUSIC) 

立川愛子(ART) 

だつお(ART) 

テンテンコ(ART) 

ナマコプリ(MUSIC) 

南波志帆(MUSIC) 

ぬ Q(ART） 

信岡麻美(ART) 

ハナエ(MUSIC) 

ひがしちか(ART) 

深谷莉沙(ART) 

フクザワ(ART) 

ベッド・イン(MUSIC) 

マコ・プリンシパル(ART) 

増田光(ART) 

松藤美里(ART) 

水野咲(ART) 

メグ忍者(ART) 

茂木雅世(OTHER) 

ものづくり系女子 神田沙織(OTHER) 

やじまかすみ(ART) 

愉鳴呼社(ART) 

夢みるアドレセンス(MUSIC) 

ラブリーサマーちゃん(MUSIC) 

六本木百合香(ART) 

惑星ハルボリズム(ART) 

Colliu(ART) 

color-code(MUSIC) 

DJ HELLO KITTY(MUSIC) 

EVLiN(FASHION) 

femflikka(FOOD) 

hima://KAWAGOE(FASHION) 

jijimalge(FASHION) 

Ly(ART) 

Mövius(ART) 

Noriko Nakazato(FASHION) 

otonacium(FASHION) 

Sakiko Osawa(MUSIC) 

STOMACHACHE.(ART) 

TENUSIS™(ART) 

TGM(FASHION) 

tone(FASHION) 

URBAN SAFARI(ART) 

Yeo Hee(MUSIC) 

YUI STEPHANIE(ART) 

w.a.m apartment(FOOD) 

+STRIPES（FASHION） 

...and MORE！ 

左から深谷莉沙、小林あずさ、TENUSIS™、六本木百合香 
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株式会社パルコ 宣伝部  担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781 

ⅰ)シブカル展。at パルコミュージアム 

展示のメイン会場となるパルコミュージアム。アート＆カルチャー界で活躍する“目利き”からの推薦を受け、今年初め

て「シブカル祭。」にトゥギャザーする女子クリエイターたちが集結。最新＆最注目女子クリエイターの作品が一堂に

会する二度とない機会です。彼女たちの豊かな感性から生み出された、パワフルな魅力あふれる作品をせひお楽しみく

ださい。またほかにも「トゥギャザーしようぜ！」にちなんだ「参加できる」「買える」「遊べる」スペシャルな企画

の数々をどうぞお見逃しなく！ 

 
 

日程：10 月 17 日(金)～10 月 26 日(日) 

会場：パルコミュージアム(PART1・3F)  入場料：無料 

クリエイター：あいそ桃か／飯沢未央／池澤あやか／伊波英里／上村江里／臼田知

菜美／大小島真木／神尾茉利／川勝小遥／キュンチョメ／小林あずさ／サエボー

グ／坂本のどか／その他の短編ズ／立川愛子／テンテンコ／信岡麻美／深谷莉沙

／フクザワ／水野咲／やじまかすみ／六本木百合香／TENUSIS™／URBAN 

SAFARI／YUI STEPHANIE 

推薦者：蘆田裕史(ファッション研究者)／伊藤悠(island JAPAN 代表)／ 

岩渕貞哉(『美術手帖』編集長)加賀美健(現代美術家)／古屋蔵人(編集者・ディレクター) 

 
 

★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、3 回目の開催となるシブカル杯。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：塩川いづみ(イラストレーター)、藪前知子(東京都現代美術館 学芸員)、岩渕貞哉(『美術手帖』編集長) 

主催：シブカル杯。事務局、美術出版社  ※作品の応募受付は 9 月 2 日(火)までです。 

 

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 

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！  
 

 

日程：10 月 23 日(木) 

会場：シネクイント(渋谷パルコ PART3・8F) 

URL：http://ww-end.com 

※時間・チケット詳細情報など、詳しくはシブカル祭。公式 HP にて公開いたします。 

 

上：キュンチョメ 

右：サエボーグ 

http://ww-end.com/
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ⅲ）シブカル音楽祭。2014～DJ HELLO KITTY と一緒に歌って踊ろう～ 

当日まで何が起こるかわからない、ジャンルレスな音楽祭。 

10 月 22 日（水）渋谷クラブクアトロで開催されるライブイベント「シブカル音

楽祭。2014」のラインナップが続々と決定！ シングル『きゅるきゅる』でメジ

ャーデビューを果たす大森靖子に、世界各地でプレイしながら EDM ムーブメン

トを牽引する DJ HELLO KITTY をはじめ、カラスは真っ白など「シブカル祭。」

だからこそ実現した 1 日限りのユニークな対バンをお楽しみに！ 

日時：10 月 22 日(水) OPEN 18：00／START 18：30 

会場：渋谷クラブクアトロ 

出演：大森靖子、DJ HELLO KITTY、カラスは真っ白・・・and MORE！ 

チケット：前売り券￥3,000、当日券￥3,500 ＊ドリンク別 

※チケット販売情報など、詳しくはシブカル祭。公式 HP にて 

公開いたします。 

 

ⅳ)シブカル公園
パ ー ク

。 at 公園通り広場 

★ライブ満載の公園通り広場ステージ 

今年も公園通り広場の特設ステージには、いま話題のアーティストたちが大集合！17 日(金) のレセプションパーティ

ーの開会宣言から、音楽ライブ、パフォーマンスなど、盛りだくさんのプログラムでお届けします。 

［10/17～19 出演アーティスト］アサミサエ、おかもとえみ、柴田聡子、ハナエ、ベッド・イン、

ラブリーサマーちゃん、color-code、ルー大柴……and more! 

 

★10 月 18 日(土) シブカルファッション 夜
ナイト

。 

2012 年のシブカル祭。ファッションショーから１年のブランクを経て、いよいよこの日がやってきた！今年は「シブ

カルファッション夜（ナイト）。」と銘打ち、otonacium と Noriko Nakazato らが登場。ファッショニスタたちよ！ 

渋谷の街に集え！ 
 

日程：10 月 18 日(土) 

会場：公園通り広場 

※詳細は後日発表いたします。 

 

上：大森靖子 下左から：DJ HELLO KITTY、カラスは真っ白 

左から color-code、ベッド・イン、アサミサエ、ルー大柴 

Noriko Nakazato 
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株式会社パルコ 宣伝部  担当：天野 mail: ama-mari@parco.jp、小堀 mail: kobo-rei@parco.jp TEL 03-3477-5781 

ⅴ)２.５D×シブカル祭。スペシャル WEEK＠2.5D 
 

★10 月 19 日(日) 倉本美津留 presents 生配信シブカル SHOW 

女子クリエイター諸君、世界へ発表したい作品を持って 2.5D に集合！ 自身の作品を生配信で世界へ向けてプレゼンす

るチャンスです。放送作家として数々の人気番組を手がけてきた倉本美津留さんが「既存のアートを超越した“アーホ”

な表現であるか」を基準に講評しつつプレゼンをサポート。最終的に「もっともアーホ！」な作品を渋谷パルコ PART1・

1F の共用スペースに展示します。誰も見たことのない作品、待ってます！ 

 

日時：10 月 19 日（日）14:00～19:00（当日エントリー受付は 13 :00～15:00） 

会場：2.5D（渋谷パルコ PART 1・6F） 

参加方法：９月５日（金）より、2.5D 公式 HP（http://2-5-d.jp）にて先行エントリー受付開

始。 

主催：「シブカル祭。2014」実行委員会、ninpop 
 

 

 

★10 月 22・23(水・木) 出張しぶや花魁と THE TEST ‘15 春夏の展示会♡生配信つきパーティー 

渋谷パルコに GYFT を構えるブランド「THE TEST」が、渋谷道玄坂発のウォームアップバー「しぶや花魁」とのコラ

ボにより、史上初の生配信パーティー付き展示会を敢行！22 日(水)21:00～は、生活に密着したストリート&カジュア

ル・ファッションを提案する「THE TEST」が最新クリエイションの数々を発信。23 日(木)21:00～は「OIRAN MUSIC

と THE TEST の甘い関係」をテーマに、しぶや花魁がプロデュースする DJ&トークショーを開催。 
 

日時：10 月 22 日(水)・23 日(木) 

      展示会：12：00～21：00（入場無料） 

生配信パーティー：21：00～23：00（有料） 

会場：2.5D(渋谷パルコ PART1・6F) 

参加方法：2.5D 公式 HP(http://2-5-d.jp)よりエントリー。 

出演：ヴィーナス・カワムラユキ(しぶや花魁)、RISSHI SATO(THE TEST)...and MORE！ 
 

★MOOSIC LAB 2014＠2.5D 

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。ご期待ください。 
 

日程：10 月 24 日(金) 

会場：２.５D(渋谷パルコ PART１・６F) 

チケット：詳しくは 2.5D 公式 HP（http://2-5-d.jp）にて！ 

 

『世界の終わりのいずこねこ』 

監督：竹内道宏/脚本：竹内道宏、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 他 

©2014 ekoms+SPOTTED PRODUCTIONS  

倉本美津留 

いずこねこ 

http://2-5-d.jp/
http://2-5-d.jp/
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ⅵ)ミス iD×シブカル祭。 

超個性派アイドルオーディション「ミス iD（アイドル）2015」と「シブカル祭。」のコラボレーションが実現！ ライ

ブにトークショーなど、個性豊かなミス iD たちが、「シブカル祭。」にやってくる！その瞬間を見逃すな！ 

 

ⅶ)シブカル MOVIE チャンネル。 

「シブカル祭。2014」に公式ムービーチャンネルが誕生！惑星ハルボリズムらによるアート＆テクノロジーユニット

Mövius と映像作家チーム最後の手段による 2 作品を公開中。作りこまれた 60 秒の世界を堪能せよ！さらに、イベント

ページやエキシビジョンページ、過去の「シブカル祭。」を楽しめるフォトギャラリーコンテンツもオープン！ 

>>http://www.shibukaru.com/ 

 

 

 

 

 

ⅷ)まだまだ制作進行中！拡大するシブカル祭。 
 

★スペシャルコラボ SHOP×クリエイターズ 

渋谷パルコ館内のショップも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。 
 

★パルコ全館アートギャラリー 

写真、ペイント、映像、立体など様々な作品が、エスカレーター脇の壁面からショップ内スペース、外壁ウォールにい

たるまで館内外のあらゆる拠点に出現！ シブカルクリエイターならではの常識の枠にとらわれない、勢いのある作品群

を探し回ってください。 

市原えつこ 最果タヒ 

左から惑星ハルボリズム、最後の手段、Mövius 

http://www.shibukaru.com/

