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今年で 4 回目！女子クリエーターの祭典
まつり

『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)＞
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ーターの祭典
「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、若手女子クリエーターに
表現の場、作品の発表やクリエー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ーターが集結。クリエーターと来場者、
クリエーター同士、クリエー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) 時間未定
【会場】
パルコミュージアム、クラブクアトロ、
渋谷パルコ館内外各所
【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
【ＳＵＰＰＯＴＥＲＳ】
ＴＯＫＹＯ ＦＭ、日々ロック、
ＳＨＩＢＵＹＡ ＦＡＳＨＩＯＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ
【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)

2014 メインビジュアル

【制作協力】
ＳＭＩＬＥ ＶＥＨＩＣＬＥ、サンボード、キッズプロモーション
【運営＆全体コーディネート】
パルコ、RCKT/Rocket Company*

※新しい情報は随時シブカル祭。2014 公式 HP にて公開いたします。
※参加クリエーター、展示作品、会場は変更となる場合がございます。
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＜参加予定クリエーター＞
愛☆まどんな

神尾茉利

せきやゆりえ

愉鳴呼社

アサミサエ

上村江里

その他の短編ズ

ラブリーサマーちゃん

飯沢未央(iimio)

川勝小遙

信岡麻美

六本木百合香

池澤あやか

キュンチョメ

深谷莉沙

Colliu

池野詩織

小林あずさ

ベッド・イン

Ly

市原えつこ

最後の手段

マコ・プリンシパル

Mövius

臼田知菜美

サエボーグ

松藤美里

otonacium

大小島真木

坂本のどか

茂木雅世

YUI STEPHANIE

大森靖子

ししやまざき

惑星ハルボリズム

岡藤真依

…and MORE

※7/22 現在。順不同。

（左上から）キュンチョメ／最後の手段／Mövius
茂木雅世／大小島真木／サエボーグ ／坂本のどか
惑星ハルボリズム
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ⅰ)ルー大柴さんが、スペシャルサポーターに決定！
「シブカル祭。2014」のスローガンである「トゥギャザーしようぜ！」をはじめ、数々の
ルー語録を残してきたルー大柴さんが「シブカル祭。2014」のスペシャルサポーターに決定。
参加女子クリエーターとともに、女子のカルチャー祭りを盛り上げます。10 月 17 日(金)の
レセプションパーティーにも、登場予定です。
本人コメント
「ファーストタイムのシブカル祭。への参加、とてもルッキングフォワード(楽しみ)にして
います。これからはウーマンの時代、女子のパワーを渋谷から発信し盛り上げていきましょ
う！エブリバディ、レッツトゥギャザー！」(ルー大柴)
ルー大柴

ⅱ）シブカル展。at パルコミュージアム
今年もアート＆カルチャー界で活躍する目利きによって推薦された、女子クリエーターのアート作品がパルコミュージ
アムに集結。初めて「シブカル祭。」にトゥギャザーする女子クリエーターによる多彩な作品をお楽しみいただけます。
他にも「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」バラエティ豊かな企画をたくさん
ご用意しております。
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

推薦者：岩渕貞哉/伊藤悠/古屋蔵人/青野賢一(BEAMS)/蘆田裕史(ファッション研究者)

ⅲ）『美術手帖』presents シブカル杯。
今年で 3 回目を迎えるアートの公募イベントです。美術専門誌『美術手帖』の全面協力のもと、「新しい未来を切り開
くのは誰？」をテーマに、女子アーティストの作品を募集し、入選作品を会場内に展示いたします。また、会期中にグ
ランプリを発表いたします。
応募期間：7 月 22 日(火)～8 月 23 日(土)
応募資格：「シブカル祭。」の主役である女子アーティストのみなさん
応募方法：「シブカル祭。2014」の HP より応募用紙をダウンロードしてください。
※詳細は「シブカル祭。2014」公式 HP に記載しております。
選考方法：第一次審査/書類選考、第二次審査/「シブカル祭。2014」会場に展示し、会期中に入賞作品を決定
主催：シブカル杯。事務局、美術出版社

ⅳ）シブカル音楽祭。2014
昨年は N’夙川 BOYS を迎え大盛況のライブ＆ファッションショーが行われた渋谷クラブクアトロでの「シブカル音楽
祭。」。今年もクアトロを舞台に、新進気鋭のアーティストが集結したライブイベントを開催。ラインナップとチケッ
ト販売情報は「シブカル祭。2014」公式 HP にて後日発表いたします。
日程：10 月 22 日(水) 17：00－22：00(予定)
会場：渋谷クラブクアトロ
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ⅴ)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)予定
会場：２.５D(PART１・６F)
上映作品：『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
※参加方法は後日シブカル祭。公式サイトで発表いたします。

ⅵ）倉本美津留 presents 生配信シブカル SHOW
女子クリエーター諸君、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！」な作品をシブカル会場内に展示いたします。誰も見たことのない作品、
お待ちしております！
日程：10 月 19 日(日)
倉本美津留

会場：２.５D(PART１・６F)
応募資格：女子のアーティスト、女子のクリエイター、実績不問！
※受付時間や応募方法の詳細は、公式 HP にて後日公開いたします。
主催：「シブカル祭。2014」実行委員会、ninpop

ⅶ)シブカルウォールペイント
普段は広告が掲げられている渋谷パルコの外壁。11ｍ×4.5ｍのオルガン坂沿いの壁、全長約 24ｍの区役所通り側の壁
を、たくさんのシブカルクリエーターによるウォールペイント作品が占拠。今回しか見られない、複数の女子クリエー
ターによるコラボ作品も登場いたします。
日程：10 月 17 日(金)～26 日(日)
会場：渋谷パルコ外壁
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ⅷ)この秋メジャーデビューも決定した大森靖子が「シブカル祭。」に凱旋！
今夏リニューアルされたＰＡＲＣＯコーポレートキャンペーン「ＳＰＥＣＩＡＬ

ＩＮ

ＹＯＵ．」の広告第一弾キャストでもあるシンガーソングライターの大森靖子さんが、今
年も「シブカル祭。2014」に出演決定！9 月にはメジャーデビューも控え、さらに研ぎ澄
まされた大森靖子さんのパフォーマンスをお楽しみに。
SPECIAL IN YOU.公式サイト：http://www.parco.co.jp/specialinyou/
Facebook:SPECIAL IN YOU.PARCO
Twitter:@SPECIAL_IN_YOU

ⅸ)シブカルクリエーターによるオリジナル CF を公開中！
制作したのは、2014 年、やけのはらのミュージックビデオ『RELAXIN’』で第
18 回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門 新人賞を受賞し、ますま
す勢いに乗る３人組のビデオチーム最後の手段と、アートとテクノロジーの力で
新しい魔法を生み出すユニット Mövius。そのほか、過去３回の「シブカル祭。」
を振り返る『シブカル祭。の思い出』も公開中です。是非ご覧ください。
① 最後の手段 『お庭の外』
② Mövius（惑星ハルボリズム、TAKUMA NAKATA、LUCIE）『TRANSFORM!』
③ シブカル祭。ダイジェスト『シブカル祭。の思い出』

【地方への拡がり・渋谷から九州へ】

福岡パルコ「天神ラボ２０１４」開催
福岡パルコで毎年秋に開催し、今年で 3 年目を迎えるアートイベント
「天神ラボ」
。一般公募とパルコピックアップ枠で選出された九州の若手
クリエイターが多数登場します！福岡パルコ全館がギャラリーとなり、
アート、ファッションなど様々なジャンルの作品が展示されるほか、ラ
イブイベントや、１F「ワンス ア マンス」でのアーティストグッズ販売
など盛りだくさん！
タイトル：天神ラボ 2014
会期：9 月 12 日(金)～9 月 23 日(火祝)
会場：福岡パルコ 館内各所
URL：http://fukuoka.parco.jp/web/tenjinlabo/
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＜過去のシブカル祭。＞
2011 年より昨年までに３ 回開催し、のべ 500 組を超える女子クリエーターが参加。2013 年度は会期中に 26 万人の
お客様が渋谷パルコへ来店し、若手女子クリエーターのパワーを体感していただいております。
シブカル祭。2013 開催模様

6
株式会社パルコ 宣伝部

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

