＜NEWS LETTER＞

～「ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ」や「大宮エリー展」など、注目コンテンツが目白押し！～

「渋谷ヒカリエ」開業３周年アニバーサリー最新情報発表
開催期間：２０１５年４月１７日（金）～５月６日（水・振替）

「Cosmic Purple」 2015 年 (c) Ellie Omiya

東京急行電鉄株式会社（以下、東急電鉄）が運営する高層複合施設「渋谷ヒカリエ」では、４月２６日（日）に開業
３周年を迎えることを記念し、全館を通じてさまざまな企画・イベントを２０１５年４月１７日（金）から順次開催し
ます。このたび、追加コンテンツの詳細が決定しましたのでお知らせします。
開業３周年記念プロモーションのテーマは、「星・宇宙」。“渋谷の未来を照らし、渋谷から世の中を変える光に
なる”との想いのもと、２０１２年に開業した「渋谷ヒカリエ」が３周年を迎えるにあたり、「渋谷ヒカリエ」の前身
である「東急文化会館」にあった五島プラネタリウムへのオマージュを込め、「シブヤリウム」を本プロモーショ
ンのキーワードに、訪れる方々を新しいヒカリへと誘う体験型コンテンツやコラボメニューなどさまざまなプロモ
ーションを展開します。
８階「８／」 ＣＵＢＥでは、作家・脚本家・映画監督と幅広い活躍を見せる大宮エリーさんの展覧会「ｐａｉｎｔｉｎｇ
ｄｒｅａｍｓ」の実施が決定。ムッシュかまやつさんらの演奏とコラボレーションし、今年はじめにライブペインティ
ングで描いた大作を展示します。また、イベントスペースＣＯＵＲＴにおいてライブドローイングのイベントも予
定しています。そのほか、“次の週末に取り入れたい理想の生活”を提案するメディア型プロデュースチーム
「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ」のライフスタイルプロデューサー・村上萌氏のワークショップを１１階「ＴＨＥ ＴＨＥＡＴＲＥ
ＣＯＦＦＥＥ」にて実施するなど、注目コンテンツを多数取り揃えます。
株式会社 東急百貨店（以下、東急百貨店）が運営する商業施設「ＳｈｉｎＱｓ（シンクス）」では、「ＳｈｉｎＱｓ
美生活Ｆｅｓ」を開催。「渋谷ヒカリエ」のアーバンコアを中心に、くらしを素敵に彩る「美生活Ｚａｋｋａ」を取り扱う
期間限定のＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰを展開。フードにコスメ、植物まで、ＳｈｉｎＱｓ初登場のブランドも多数ご用意し
ています。また、期間中はＳｈｉｎＱｓの各フロアでも約３０の体験型イベント「美生活プログラム」をご用意し、女
性の美生活をトータルで提案します。

今年４月で開業３周年を迎え、渋谷のランドマークとして定着した「渋谷ヒカリエ」。３周年記念プロモーションを新
たなスタートラインとして、これまで以上に渋谷を盛り上げます。

※本ニュースレターに掲載のイベント・商品情報は変更となる可能性があります
※詳細は以下の渋谷ヒカリエ ＰＲ事務局までお問合せください

本ニュースレターに関するお問い合わせ先
渋谷ヒカリエ PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 林田、岩崎、奥山
電話：０３-６８９４-３２００ ＦＡＸ：０３-５４１３-３０５０ ｍａｉｌ：ｈｉｋａｒｉｅ＠ｓｓｕ．ｃｏ．ｊｐ
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「渋谷ヒカリエ」 開業３周年アニバーサリー フロアマップ
【１１F】
【ＮＥＷ】村上萌主宰 ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ ワークショップ

４月２４日（金）

【９Ｆ】
現代演劇ポスター展－演劇の記憶、時代の記憶、都市の記憶－
５月１日（金）～５月６日（水・振替）
【８Ｆ】
【ＮＥＷ】大宮エリー展「ｐａｉｎｔｉｎｇ ｄｒｅａｍｓ」 ４月１５日（水）～５月６日（水・振替）
シブヤリウム☆ＭＥＧＡＳＴＡＲ～「渋谷ヒカリエ」で満天の星を～
５月２日（土）～５月６日（水・振替）

【館内各所】
ヒカリエ楽団

５月２日（土）～５月６日（水・振替）

【２Ｆ】
【ＮＥＷ】ＣｈＡｉｒ演出開始

４月２３日（木）～

■商業施設「ＳｈｉｎＱｓ」(Ｂ３～５F)
ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ

４月１７日（金）～５月６日（水・振替）
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■「ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ」企画担当

吉田朋子さん

【所属】 渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ
ＳｈｉｎＱｓファッション＆ライフスタイル
３Ｆ・４ＦＳｈｉｎＱｓファッション担当
【経歴】渋谷ヒカリエＳｈｉｎＱｓのファッションフロアの仕事は３年目で、
４５のショップの担当者としてバックから売場を支える。
ＳｈｉｎＱｓのリアルターゲットとして若手社員プロジェクトへの
参画は“よくばりフェスタ”に続き２回目。

【３周年アニバーサリー企画での役割】
サブリーダーとして、「ＳｈｉｎＱｓ美生活Ｆｅｓ」全般の企画を立案、実施準備を進める。今回は、ターゲット
女性の高い関心事である＂美＂に注目し、開業以来提案の少なかった体験型イベントを多数企画。
新年度に新たなステップアップを誓う女性を応援するコンテンツが揃う。
【「ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ」オススメのコンテンツ】
ビューティー・フード・ライフスタイルの各カテゴリーから、ヨガやネイルケア、ワインセミナーなど、女性が
素敵にステップアップできる体験型イベント＜美生活プログラム＞をご用意しています。お１人での参加は
もちろん、お友達同士でも楽しめるので、ぜひ遊びに来てください☆

ＩＮＤＥＸ
◇Ｐ４～Ｐ８

◇Ｐ９～Ｐ１５

「星・宇宙」をテーマに開業３周年アニバーサリー企画を展開！
・【ＮＥＷ】大宮エリー展「ｐａｉｎｔｉｎｇ ｄｒｅａｍｓ」
・シブヤリウム☆ＭＥＧＡＳＴＡＲ～「渋谷ヒカリエ」で満天の星を～
・現代演劇ポスター展－演劇の記憶、時代の記憶、都市の記憶－
・ヒカリエ楽団
・【ＮＥＷ】村上萌主宰 ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ ワークショップ
・【ＮＥＷ】ＣｈＡｉｒ 演出開始
ＬＩＦＥＳＴＹＬＥ
・ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ
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「星・宇宙」をテーマに開業３周年アニバーサリー企画を展開！
“渋谷の未来を照らし、渋谷から世の中を変える光になる”という想
いを込め２０１２年渋谷に誕生した「渋谷ヒカリエ」では、「シブヤリウ
ム」をキーワードに、「星・宇宙」をテーマにした３周年アニバーサリー
企画を実施します。
渋谷という街で輝く人・文化・歴史をつなぎ、訪れる方々を新しいヒカ
リへと誘う、体験型コンテンツから期間限定メニューなど、さまざまな
イベントをご用意しています。この期間だけでしか楽しむことのできな
い、３周年アニバーサリーならではの企画をぜひお楽しみください。
【「渋谷ヒカリエ」３周年アニバーサリー
企画メインビジュアル】

■大宮エリー展「ｐａｉｎｔｉｎｇ ｄｒｅａｍｓ」
【開催場所】８階「８／」 ＣＵＢＥ
【開催期間】４月１５日（水）～５月６日（水・振替） 入場無料・予約不可
【主
催】小山登美夫ギャラリー
【概
要】
大宮エリーは１９７５年大阪生まれ、東京大学薬学部卒業。広告代理店
勤務を経て、日常を綴ったエッセイ集を書いて人気を博しました。作家
業の傍ら、ラジオのパーソナリティや、テレビ番組の司会、舞台の作演
出をつとめるなど、幅広く活動しています。美術活動としては、２０１２年
からは、来場者が参加して作品が完成する体験型の個展をはじめて、
同年上野で行なったライブペインティング、「お祝いの調べ：直島」から、
本格的に絵画制作をはじめました。
大宮エリーは、展覧会というメディアを通して、観客にイメージや言葉を
伝えていくという、その場のリアルな体験を大事にしてきました。とかく
技術や歴史を重んじがちな美術界というフィールドで、彼女の絵は、彼
女という個から発した「生の芸術」といえるでしょう。それは圧倒的な強
さと生気を放ち、人々に元気を与えます。また、私たちに「絵」とは何か、
「表現」とは何か、もう一度立ちどまって考えるチャンスを与えてくれま
す。

【８F】

「Cosmic Purple」 2015 年 (c) Ellie Omiya

本展覧会では、おおはた雄一、ハナレグミ、原田郁子、ムッシュかまや
つの演奏とコラボレーションして今年はじめに行なった、ライブペインテ
ィングで描いた大作を展示します。

～大宮エリー ライブドローイング～
【開催場所】８階「８／」ＣＯＵＲＴ
展覧会会期中、ミュージシャンを招き、大宮エリーがライブドローイングを行います。
イベント情報（要予約）
４月２１日（火）大宮エリー× ＥＧＯ-ＷＲＡＰＰＩＮ‘ ミニライブ&ライブペインティング
４月２３日（木）大宮エリー× ウクレレジプシー（キヨサクｆｒｏｍ ＭＯＮＧＯＬ８００)
ミニライブ&ライブペインティング
日時詳細、申し込み方法は決まり次第 www.hikarie8.com/court/ にて発表いたします。

Ｐｈｏｔｏ ｂｙ ＭＡＳＡＲＵ ＦＵＲＵＹＡ

Ｐｈｏｔｏ ｂｙ ＭＡＳＡＲＵ ＦＵＲＵＹＡ
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■シブヤリウム☆ＭＥＧＡＳＴＡＲ～「渋谷ヒカリエ」で満天の星を～
【開催場所】８階「８／」ＣＯＵＲＴ
【開催期間】５月２日（土）～５月６日（水・振替）
【開催時間】１１：００～２０：００
※５月２日（土）は１６：００～２０：００
５月４日（月・祝）は１５：３０～２０：００
【入 場 料】無料（一部有料イベントあり）
【概
要】２０１４年ゴールデンウィークに「渋谷ヒカリエ」でご好評頂いたＭＥＧ
ＡＳＴＡＲ上映会が、今年も「渋谷ヒカリエ」８階「８／」ＣＯＵＲＴに戻っ
てきます。プラネタリウム・クリエーター大平貴之氏が製作したＭＥＧ
ＡＳＴＡＲによって、普段見ることが出来ない星空をご覧いただけま
す。また、日替わりでスペシャルイベントも実施します。是非この機
会に、「渋谷ヒカリエ」にて満天の星を感じてみてはいかがでしょう
か。
【日替わりイベント】
５月２日（土）１３：００～「大平貴之氏×川口淳一郎氏 トークショー」
プラネタリウム・クリエーター大平貴之氏とＪＡＸＡ「はやぶさ」元プロ
ジェクトマネージャ川口淳一郎氏によるトークショーです。先着１００名様限定で、
当日１１：００～ＣＯＵＲＴ前で整理券を配布します。
整理券はなくなり次第、配布終了します。
５月３日（日・祝）１６：００～／１８：００～「ＭＥＧＡＳＴＡＲ ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ヒカリエ楽団」
「渋谷ヒカリエ」館内に出没する、「ヒカリエ楽団」。ピアノとギター、そして有機的な
エレクトロニクスによって「季節のさまざまな色の実を鳴らす」ことをコンセプトに活動する、
２人組アーティスト「いろのみ」がプラネタリウムの星空のもと演奏します。
５月４日（月・祝）１１：３０～／１３：３０～「星空ヨガ」
ＭＥＧＡＳＴＡＲの星空のもと、ヨガをしませんか？１人５００円。各回先着２５名様限定。
各回開始３０分前より受付を開始します。
５月５日（火・祝）１１：００～１８：００「ワークショップ『夜空キャンドルを作ろう』」
１人５００円。

夜空キャンドル
※画像はイメージです

いろのみ

大平貴之（プラネタリウム・クリエーター／有限会社大平技研 代表取締役）
１９７０年川崎生まれ。和歌山大学客員教授
小学生の頃からプラネタリウムを作り始め、大学３年時に、個人製作は不可能といわれていた
レンズ投影式プラネタリウムを完成させる。株式会社ソニーに就職後も製作を続け、１９９８年
に従来の１００倍以上に相当する１７０万個の星を投影できる「ＭＥＧＡＳＴＡＲ」を発表。２００３
年６月、「東急文化会館」の閉館イベントにて、五島プラネタリウムで「ＭＥＧＡＳＴＡＲ-II Ｐｈｏｅ
ｎｉｘ」を初公開。２００４年には「ＭＥＧＡＳＴＡＲ－ｌｌ ｃｏｓｍｏｓ」 がギネスワールドレコーズに認
定された。２００５年、有限会社大平技研を設立。ネスカフェ・ゴールドブレンドのＴＶＣＭにも出
演。セガトイズと共同開発した世界初の光学式家庭用プラネタリウム「ＨＯＭＥＳＴＡＲ」は世界
累計８５万台（２０１４年１０月時点）を超える大ヒット商品に。２００８年６月には投影星数が２２
００万個の「ＳＵＰＥＲ ＭＥＧＡＳＴＡＲ－ｌｌ」を発表。国内外へのＭＥＧＡＳＴＡＲ設置のほか、イベ
ントプロデュースや音楽、アートとのコラボなど多方面で活躍。信条は、「人間は可能を証明で
きるが不可能は証明できない」。

川口淳一郎（宇宙航空研究開発機構(JAXA) シニアフェロー・教授 ／「はやぶさ」元プロジェクトマネージャ）
宇宙工学者、工学博士。１９７８年 京都大学工学部卒業後、東京大学大学院工学系研究科航
空学専攻博士課程を修了し、旧文部省宇宙科学研究所に助手として着任、２０００年に教授に
就任。２００７年４月から２０１１年９月まで、月惑星探査プログラムグループプログラムディレク
タ (ＪＳＰＥＣ／ＪＡＸＡ)、１９９６年から２０１１年９月まで、「はやぶさ」プロジェクトマネージャを務
める。現在、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(ＩＳＡＳ／ＪＡＸＡ) 宇宙飛翔工学研究系
教授、２０１１年８月より、シニアフェローを務める。ハレー彗星探査機｢さきがけ｣、工学実験衛
星｢ひてん｣、火星探査機｢のぞみ｣などのミッションに携わり、小惑星探査機｢はやぶさ｣では、
プロジェクトマネージャを務めていた。
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■現代演劇ポスター展－演劇の記憶、時代の記憶、都市の記憶－
ポスターハリス・カンパニーの所蔵する２万点にものぼる現代演劇ポスターコレクションより、１９６０年代
後半のアングラ演劇全盛の時代から、７０年代、８０年代の演劇ブーム、静かな演劇など、現在までの
現代演劇のポスター約１５０点を選び展覧します。
【開催場所】「渋谷ヒカリエ」９階ヒカリエホール ホールＡ
【開催期間】５月１日（金）～５月６日（水・振替）
【開催時間】１１：００～２０：００
※最終入館は終了の３０分前まで
【料
金】当日一般１，０００円/ 大学生５００円/ 高校生以下無料
前売り一般のみ８００円
※ワンドリンク（ノンアルコール）付、
アルコールはプラス２００円
【開催概要】ポスターハリス・カンパニーの所蔵する２万点にものぼる
現代演劇ポスターコレクションより、１９６０年代後半のア
ングラ演劇全盛の時代から７０年代、８０年代の演劇
ブーム、静かな演劇など、現在までの現代演劇の
ポスター約１５０点を展示します。６０年代後半、劇団の
旗印として登場し時代を挑発したアングラ演劇のポスター
から、７０年代を経て時代の流れとともに劇団やその
ポスターはどう変化したのか？時代の記憶装置として、
また演劇そのものを活性化するツールとしてポスターの
可能性を再認識していただけます。演劇の記憶、美術の
記憶、時代の記憶、劇場の記憶、都市の記憶をヒカリエ
ホールでご覧ください。
【作
【劇

者】横尾忠則、赤瀬川原平、丸尾末広、和田誠など多数
団】状況劇場、自由劇場、黒色テント、夢の遊眠社、
つかこうへい事務所、ナイロン１００℃自転車キンクリート、
東京サンシャインボーイズ、阿佐ヶ谷スパイダース、大人計画

【物
販】書籍、雑貨等若干数を予定
【 イ ベ ン ト 】５月１日（金）１８：３０～串田和美×扇田昭彦×及部克人×笹目浩之 トークライブ
５月２日（土）１５：００～麿 赤兒×四谷シモン×桑原茂夫×笹目浩之 トークライブ
【主
催】シアターワークショップ
【企画制作】ポスターハリス・カンパニー
【特別協力】「渋谷ヒカリエ」
【協
力】小劇場勉強会、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、遠州屋、梅山いつき、
大塚聡アトリエ、鹿野安司
【後
援】Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
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■ヒカリエ楽団
【開催場所】館内各所
【開催期間】５月２日（土）～５月６日（水・振替）１３：３０～／１５：３０～
※５月３日（日・祝）のみ１６：００～／１８：００～
【開催概要】
２０１３年ゴールデンウィークからスタートし、今回でシリーズ６回目を迎え
る「ヒカリエ楽団」。今回も「渋谷ヒカリエ」からさまざまな音楽をお届けしま
す。今回は、３周年のキーワード「シブヤリウム」にちなんで、「星・宇宙」に
関連する曲を演奏します。

◇５月２日（土）
≪バッキバ・ボニータス ／ ＢＡＱＵＥＢＡ ＢＯＮＩＴＡＳ≫
世田谷を拠点に活動する大太鼓集団ＢＡＱＵＥＢＡの女子部。
ブラジル北東部の伝統芸能マラカトゥ・ナサォンの超重量級ビートをベースに
ステージからストリートまで所狭しと叩きまくるアフロ・セタガヤの女王達。母体
のＢＡＱＵＥＢＡでも近年各地の音楽フェスやブラジルフェスにて引っ張りだこ
の大活躍中。太鼓仲間を集めるワークショップも定期開催。
ＢＡＧＵＥＢＡ ｈｔｔｐ：／／ｂａｑｕｅｂａ．ｂｌｏｇｓｐｏｔ．ｊｐ

◇５月３日（日・祝）
≪いろのみ ／ iｒｏｎｏｍｉ≫

※８階「８/」ＣＯＵＲＴ シブヤリウム☆ＭＥＧＡＳＴＡＲ 内

柳平淳哉(Ｐｉａｎｏ)と磯部優(Ｌａｐｔｏｐ，Ｇｕｉｔａｒ)によるユニット。ピアノとギター、
そして有機的なエレクトロニクスによって「季節のさまざまな色の実を鳴らす」こ
とをコンセプトに活動する。京都の法然院や鳴子温泉郷など名所旧跡での異
色のライブパフォーマンスや、「デザイン物産展ニッポン」の会場ＢＧＭ、ＷＷＦ
のキャンペーンサイト「北の果ての物語」のテーマ曲、Ｍｏｚｉｉｌａ Ｆｉｒｅｆｏｘ ４ プ
レリリースキャンペーン「Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐａｒｋ Ｔｕｍｕｃｕｍａｑｕｅ (トゥムクマケ)」のＢ
ＧＭを担当。「ナガオカケンメイＤ勉強の会」にライブゲストとして出演や、ＳＷＩ
ＴＣＨ企画「読書のための音楽」にて写真家 小林紀晴と共演する。

◇５月４日（月・祝）
≪ヒカリエ☆アイリッシュ・バンド／Ｈｉｋａｒｉｅ Ｉｒｉｓｈ Ｂａｎｄ≫
フィドル、ギター、そしてバウロン。アイルランドの楽器
でダンスの曲を演奏しながら「渋谷ヒカリエ」の中を練り歩き
ます。ちょっとした日常の風景の中に、ワクワクするよう
な音をお届けします。NHKの連続テレビ小説「マッサン」
の劇中曲を担当した中藤・長尾、そしてアグレッシブな
演奏のトシバウロンの３人で「渋谷ヒカリエ」をアイリッシュサウンドで満たします。

◇５月５日（火・祝）
≪リトルファッツ＆スウィンギン ホットショットパーティー／
Ｌｉｔｔｌｅ Ｆａｔｓ＆Ｓｗｉｎｇｉｎ Ｈｏｔ Ｓｈｏｔ Ｐａｒｔｙ≫
１９９９年結成。活動開始以来ほとんどメンバーチェンジをする事無く、当初よ
り路上ライブをメインに、フジロックをはじめとする大きなイベントから、街の小
さなバーでのライブなど、楽器編成からなるその身軽さを活かし、シーンに属
する事なくありとあらゆる場面場所でのライブ活動を展開。昨年で１５周年を迎
えた。Ｓｑｕａｒｅ ｅｎｉｘより発売されたゲーム音楽コンピへの参加や、小泉今日
子のアルバムへの参加の他、海外来日アーティストのサポートやオープニン
グアクトを務めるなど、自身のライブのみに留まらずその活動範囲は多岐に渡
る。

◇５月６日（水・振替）
≪クランパーズブラスバンド／Ｋｒｕｍｐｅｒｓ Ｂｒａｓｓ Ｂａｎｄ≫
２０１０年結成以来、本場ニューオリンズにおける現在形のブラスバンドを目指
し、現地の音を追求している。迫力のある生音を武器に、ブラスバンドアレンジ
されたＲ＆Ｂ／ファンク／トラディショナルジャズをあらゆる場所で奏で続ける。
２０１４年１０月に７インチアナログ “Ｅｎｃｏｒｅ（Ｊａｙ－ｚ） ／ Ｊｕｓｔ Ｔｈｅ Ｔｗｏ Ｏ
ｆ Ｕｓ（Ｇｒｏｖｅｒ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｊｒ）” をリリースし異例のセールスを叩き出し
た。
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■村上萌主宰 ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ ワークショップ
【開催場所】１１Ｆ Ｗｈａｔ’ｓ ｕｐ Ｓｐａｃｅ？ ａｔ ＴＨＥ ＴＨＥＡＴＲＥ ＣＯＦＦＥＥ
【開催期間】４月２４日（金）１８：００～２０：００ （予定）
【参加方法】ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ公式ＨＰからご応募ください。
【募集期間】２０１５年４月２０日（月）～２４日（金）１８：００まで
【参加費用】５００円
【 出 演 者 】村上萌氏、本田加奈氏
【開催内容】
“次の週末に取り入れたい理想の生活”を提案するメディア型プロデュ
ースチーム「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ」のライフスタイルプロデューサー・
村上萌氏が「大きな宇宙を感じて自分と向き合う」をテーマにワークショ
ップを開催します。「最高に心地の良いひととき」をつくるため、講師の
本田加奈氏へ自由にリクエストした香りで、心地の良いバスタイムのた
めのオリジナルバスソルトづくりを行います。目を閉じて、星や宇宙を感
じる時間が自分にとって最も心地良い至福の時になりますように。
村上萌
／ライフスタイルプロデューサー
“次の週末”に取り入れたい、少し先の
理想の生活を提案。企業やブランドの商
品開発やイベントのプロデュース。メディ
ア型プロデュースチーム「ＮＥＸＴＷＥＥＫ
ＥＮＤ」を主宰。

本田加奈
／フィトライフプランナー・メディカルフィトテラピスト

AMPP(フランス植物療法普及医学協会)認
定メディカルフィトテラピスト資格やローフ
ードマイスター1 級をもち、予防医療に基づ
くセルフメンテナンス方法などを幅広く伝え
ている。

■ＣｈＡｉｒ 演出開始
【開催場所】２階ルートートギャラリー前
【開催期間】４月２３日（木）～ ５月６日（水・振替）
※「シブヤリウム」演出は５月６日（水・振替）まで
※５月６日（水・振替）以降は常設展示
【開催概要】
「ＣｈＡｉｒ」は座る人たちの関係性によりヒカリ・オトといった環境を
変容する“空気を読む”インタラクティブな椅子です。
期間中は、「ＣｈＡｉｒ」に座ることにより、宇宙の時の流れを彷彿さ
せるような、ヒカリとオトの「シブヤリウム」を体験できる空間とな
っています。
【アーティスト情報】
◇ｙａｋｕｌ
未来を"ハックする"エンジニア集団。デジタルプロダクトの開発から空間設計まで、多岐にわたるプロジェクト
を国内外の企業やコラボレーターと展開。 主な作品に、体験者の関係性により空間を変容させる空気を読む
ベンチ「ＣｈＡｉｒ」、植物の未来のくらしを描いた「僕らの七日間戦争」、ＣＤと連動し光の演出が行われる、しか
け絵本「Ｔｈｅ ＨＯＬＥ」などがある。
◇手塚健太郎 / デザイナー
１９８８年栃木県生まれ。千葉大学デザイン工学科卒業。慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科修了。
場所や素材の持つ物語に焦点を当てながら、対人および対環境におけるコミュニケーションのデザインを行
う。
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ステップアップを誓う女性へ「美」をテーマにした企画を展開！
「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ」では、開業３周年を記念し、「美」をテーマに掲げ、
新年度にステップアップを誓う女性に向けた「ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ」を展開します。
前回ご案内した情報に加え「ＳｈｉｎＱｓ 美生活Ｆｅｓ」では、「渋谷ヒカリエ」のアーバン
コアを中心に、くらしを素敵に彩る「美生活Ｚａｋｋａ」を取り扱う期間限定のＰＯＰ ＵＰ
ＳＨＯＰを展開。フードにコスメ、植物まで、ＳｈｉｎＱｓ初登場のブランドも多数ご用意して
います。また、期間中はＳｈｉｎＱｓの各フロアでも約３０の体験型イベント「美生活プロ
グラム」をご用意し、女性の美生活をトータルで提案します。

●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ／ Ｂ１Ｆアーバンコア
■美生活マルシェ
【開催場所】Ｂ１Ｆ アーバンコア
【開催日時】４月１７日（金）～２６日（日） １０：３０～２０：３０
さまざまなアイテムを集積した期間限定の美生活マルシェを展開。ＳｈｉｎＱｓで展開のシューズブランドや、使う
だけでなく持ち運びや飾ってもかわいいフレグランス、新しくデビューしたナチュラルコスメブランドやこだわり
のオーガニックキャンドル、自然酵母をつかったこだわりのブーランジェリーなどウチとソトの両面から「美生活
Ｚａｋｋａ」をご紹介します。
※以下、出店プランドのご紹介
■ナチュラルビューティケアブランド＜ＦＲＥＥ ＳＭＩＬＥ＞、ナチュラルヘルシーフード＜ＦＲＥＥ ＳＯＩＬ＞
【出 店 日】４月１７日（金）～２６日（日） ※営業時間は美生活マルシェに準ずる。
【概
要】ＦＲＥＥ ＷＡＹは心も体も”自由”で”開放的”なヘルシーライフの
ために、２つのＦＲＥＥ「ケミカルフリー」「ストレスフリー」を
【Ｂ１Ｆ】
キーワードに体の中と外からケアするブランド“ＦＲＥＥ ＳＭＩＬＥ
（スキンケア）”“ＦＲＥＥ ＳＯＩＬ（フード）”を展開します。
ＦＲＥＥ ＷＡＹは、敏感肌やアレルギーに悩んできた姉妹が、自分
たちの経験をいかして、本当に使いたいと思えるものを作ることを
目指して誕生したブランドです。ナチュラルボタニカル成分主体で
も実感できる効果や、使いやすさにもこだわっている「ビューティケ
アアイテム」を中心に、心地よい毎日を過ごせるヘルスコンシャス
なアイテムを揃えています。
ナチュラルビューティケアブランド“ＦＲＥＥ ＳＭＩＬＥ（スキンケア）”が提案するのは、
たった２ステップだけで美肌を目指せる、これまでにはない新しい価値観のナチュラルスキンケ
アです。お肌に不必要な成分とメソッドをできる限り省いてシンプルで効果的なケアを提案します。
ナチュラルヘルシーフード”ＦＲＥＥ ＳＯＩＬ（フード）”では、農薬や化学肥料を使わずに丹精込め
て育てられた島根県産の仁多玄米や、はちみつたっぷりの玄米グラノーラ、オーガニックのプロ
ポリスを使用したキャンディなど、おいしくてヘルシーなアイテムを揃えています。
■自家製自然酵母を使用した風味豊かなパン＜ブーランジェリー クロノ＞
【出 店 日】４月１７日（金）～１９日（日）、２２日（水）～２６日（日） 営業時間：各１２時～ ※売り切れ次第終了
【概
要】マクロビホテルやこだわりの食材を扱うお店でのみ販売している
ブーランジェリー。パンをつくる酵母には新鮮で旬、そして安全な
【Ｂ１Ｆ】
果物や野菜を使った、自家製自然酵母を使用しています。天然酵
母ではなく、あえて『自然酵母』と言っている理由は、市販されてい
る天然酵母は使用せず、全て『ブーランジェリー クロノ』でつくった
酵母で、丁寧にこねてつくっているからです。扱いは非常に繊細で、
心を使わないとすぐにへそを曲げてしまいます。自然酵母のパン
は独特のモチモチ感とかめばかむほど味わい深いのが特徴。
どんぐりやりんごが入ったパンなど、自然の恵みがつまったパンも
いっぱい。毎日の食卓に、大切な日のお料理と一緒に、クロノのパ
ンをお楽しみください。
【責 任 者】酵母ソムリエ クロノ キヨエ
安心な材料で作られていて、毎日食べても飽きのこない、そして作り手がみんなの幸せを願っ
て作るピッカピッカのパンを一人でも多くの方にお届けしたいと思っています。
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■ギリシャ発ラグジュアリーブランド＜Ｓａｎｄｒｉｎｅ ＆ Ｊｏ （サンドリーヌ アンド ジョー）＞
【出 店 日】４月１７日（金）～２６日（日） ※営業時間は美生活マルシェに準ずる。
【概
要】Ｓａｎｄｒｉｎｅ＆Ｊｏ（サンドリーヌ アンド ジョー）はギリシャ人の
【B１Ｆ アーバンコア】
双子姉妹が、２０１１年に創設したアロマブランド。ギリシャの美し
い情景からインスパイアされた製品をつくり、世界中にギリシャの
美しさを発信することをコンセプトとし、Ｎａｔｕｒａｌ（自然由来の原
料）、Ｒｅｃｙｃｌａｂｌｅ（再生可能な資源）、Ｎｏｎ－ｔｏｘｉｃ（有害物質を
含まない原料）をできる限り使うことを大切にしています。
お部屋を彩るナチュラルキャンドルやリードディフューザー、お肌
のケアをしながらアロマが楽しめるボディケアシリーズで香りのあ
る生活を楽しんでください。

■スロヴェニア在住の夫婦が作ったキャンドルブランド
＜ＯＮＥ ｗｉｔｈ ＮＡＴＵＲＥ ＣＡＮＤＬＥＳ （ワンウィズネイチャーキャンドルズ）＞
【出 店 日】４月１７日（金）～２６日（日） ※営業時間は美生活マルシェに準ずる。
【B１Ｆ アーバンコア】
【概
要】スロヴェニア在住の夫婦ティムとテアが長い時間をかけて２０１０
年に完成させたキャンドル。色とりどりのラブリーなキャンディ
カラー。思わず食べてしまいたくなるようなアロマ。そばに置いて
あるとＨＡＰＰＹな気持ちにさせてくれるＯ．Ｗ．Ｎ．Ｃのキャンドル
たちは、すべてティムとテアがデザインし、手作りしています。
ＯＮＥ ｗｉｔｈ ＮＡＴＵＲＥとは「自然と一体」ということ。
自然をモザイクの絵にたとえたら、人はモザイクの絵の中の一粒
の小石。そろそろ「カワイイだけ」は卒業して、環境のこと、地球に
住む私たちや動物のこと、ちゃんと考えてみませんか？Ｏ．Ｗ．Ｎ．Ｃは自然の恵みがたっぷりつ
まった、自然のかけら。自然をもっと身近に感じながら、素敵なアロマに包まれて、こころおどる
ＨＡＰＰＹな気持ちになってください。
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●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ／ ３Ｆアーバンコア
期間：４月２９（水・祝）～５月６日（水・振替）
期間限定のマルシェ【Ｉｎ Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ】。「渋谷ヒカリエ」のアーバンコアに現れる圧倒的なボリュームのグリ
ーン空間で楽しむ、モノ・コト体験型の新感覚展示即売イベントです。
今回のテーマは、ボタニカル。植物や自然素材を使った選りすぐりブランドが国内外から出店。
衣、食、住、美、民芸など多彩なジャンルの多様な才能が一つの空間、一つのテーマで調和する空間を
お楽しみ下さい。

■＜Ｉｎ Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ＞ワークショップ
①アンティーク洋書風のウッドブック作成講座
【料
金】１，６２０円（税込）
【概
要】カリスマ主婦ブロガーｅｍｉによる、お庭
でも飾れるウッドブックの作成講座。
植物を合わせて、お部屋に飾るのはも
ちろん、庭やベランダにも飾れるよう雨
ざらしにしても劣化しないウッドブックを
使用します。

【３Ｆ アーバンコア】

②プリザーブドフラワーのアクセサリー作成講座
【料
金】３，７８０円（税込）
【概
要】良質なプリザーブドフラワーを使用し、お花を寄り合わせてお
好みでブーケやコサージュなどのアクセサリー作りのワーク
ショップです。

③本場ＮＹ仕込みのグラビティテラリウム作成講座
【料
金】５，９４０円（税込）
【概
要】土や石、コケやフィギュア、全て自分好みでセレクトして作成可能です
土・植物のプロがメンテナンス方法までレクチャーします。

11／15

【３Ｆ アーバンコア】

【３Ｆ アーバンコア】

＜NEWS LETTER＞

●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ／ Ｂ３Ｆ
■＜ＧＡＮＯＲＩ＞工房スタッフによるグラノーラの説明と美味しい食べ方講座
【開催場所】Ｂ３Ｆ ＧＡＮＯＲＩ
【開催日程】４月２４日（金）、４月２６日（日）、５月３日（日・祝）
【開催時間】１４：００～１４：２０、１８：００～１８：２０
【概
要】ＧＡＮＯＲＩでは、最近の人気のグラノーラの
魅力をさらに知っていただく機会として、
グラノーラの美味しい食べ方講座を開催します。

■＜九州屋＋大地を守る会＞の野菜ソムリエによるジャーサラダ講座
【開催場所】Ｂ３Ｆ 九州屋
【開催日程】５月２日（土）
【開催時間】１４：００～１５：００、１６：００～１７：００
【概
要】野菜ソムリエによる旬の野菜・果物を
使用したジャーサラダ講座。
旬の産地や商品の特徴などを
説明しながら、サラダづくりのポイントを
デモンストレーション形式で行います。

【Ｂ３Ｆ】

【Ｂ３Ｆ】

●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ／ Ｂ２Ｆ
■お酢の専門店＜ＯＳＵＹＡ ＧＩＮＺＡ＞による飲むサラダ豆腐の作り方講座
【開催場所】Ｂ２Ｆ ＯＳＵＹＡ ＧＩＮＺＡ
【開催日時】４月２９日（水・祝） １６：００～１８：００
５月４日（月・祝）１７：００～１８：００
【参加定員】１０名
【参加費】無料
【概
要】ＯＳＵＹＡ ＧＩＮＺＡは酢の新しい世界を
お楽しみいただける酢の専門店。飲む酢
やピクルスなどスタイリッシュなお酢ライフ
を提案。お酢でつくる飲むサラダ豆腐の
作り方を紹介。豆乳をデザートビネガーで
固めてサラダにぴったりな豆腐の作り方
ＯＳＵＹＡ サラダと瀬戸内レモン
を紹介します。
■＜ポール バセット＞エアロプレス世界チャンピオンによるコーヒーの基礎知識と抽出講座
【開催場所】Ｂ２Ｆ ＬＥ ＣＨＯＣＯＬＡＴ ＤＥ Ｈ／Ｐａｕｌ Ｂａｓｓｅｔｔ
【開催日程】４月２９日（水・祝）、５月３日（日・祝）
【開催時間】各日 １１：００～１２：３０、１３：００～１４：３０
（※定員になり次第、開催）
【参加定員】８名／回
【料
金】２，５００円（税込）
【概
要】２０１４年度エアロプレス世界大会で日本
人初のチャンピオンに輝いた佐々木バ
リスタが極上の一杯を抽出するメソッド
をご紹介します。
【参加特典】３ｒｄアニバサリーブレンド５０ｇ、
ポール バセット焼き菓子２種
エアロプレス世界チャンピオン
佐々木修一氏
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●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ／２Ｆ
【開催場所】２Ｆ イベントステージ２
【開催日程】４月２３日（木）～２９日（水・祝）
【期間限定出店】コトモノミチ
【概
要】「日本のモノづくり×デザイン」によって生まれた新しい日本の
モノ。職人の手しごとで作られる繊細でかわいいアイテムが
あなたの生活を彩ります。

【２Ｆ】

【販売商品例】
■ Ｔｒａｃｅ Ｆａｃｅ／Ｋｎｉｔ ｗｅａｒ ２，１６０円（税込）
ほっとする、どこか暖かみを感じるニットのカップ。このニット柄は陶磁器の原型職人に
よる手しごとによって施されています。
職人の技術によって造り込まれた、繊細な面持ちはせとものというジャンルでは類を見
ない仕上がりです。

■ ｎｕｔｓ ｐｏｏｌ ３，２４０円（税込）
ナッツを入れるためのナッツボウル。ボウルに入っているナッツを食べていくとリスやク
マがひょっこり顔をのぞかせます。
鋳物の技術と木工の技術が出会って生まれた愛らしい逸品です。

●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ／ ３Ｆ

【３Ｆ】

■＜サタディ・イン・ザ・パーク＞によるＨｏｌｉｄａｙ！ＹＯＧＡ
【開催場所】３Ｆ ウッドデッキ
【開催日程】４月２９日（水・祝）、５月２日（土）～４日（月・祝）
【開催時間】１１：００～（約１時間）
【料
金】１，０００円（税込） ※フルッタフルッタ・アサイーバーのドリンクチケット付き
【概
要】これからヨガを楽しみたいというビギナー向けにＹＵＳＵＫＥが
ヨガレッスン。人工芝を敷いた３Ｆウッドデッキで渋谷の風を
感じながらヨガにチャレンジ。
【講
師】ＹＵＳＵＫＥ／ＳＴＵＤＩＯ ＲＯＤＡ代表
インド中央政府公認ヨガ療法士

■靴修理専門店＜オレンジヒール フェミナ＞によるワンコイン靴磨き
【開催場所】３Ｆ オレンジヒール フェミナ（シューズ カレイド内）
【開催日程】４月２５日（土）、２６日（日）
【開催時間】１１：００～１８：００（両日とも）
【料
金】パンプス・ブーツなど一足、一律５００円（税込）
【概
要】大人のマナーとして、「キレイに磨かれた靴を常に履いていたい！でも、手入れの仕方が分から
ない・・」と思っている方に向けて、靴磨きをされながら、磨き方や革のお手入れ方法などの疑問
にお答えする企画です。
【参加特典】ツヤだしスポンジ（各日先着１５名）
※特殊な素材のものや磨きのできない革などを使用した靴は対象外とします。
※お店の状況によっては、お待ちいただく場合があります。
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●美生活Ｆｅｓ ＳｈｉｎＱｓ ５Ｆ
■＜ＴＨＥ ＣＯＮＲＡＮＳＨＯＰ ＫＩＴＣＨＥＮ＞にて
オーガニック野菜でジャーサラダづくり

【５Ｆ】

【開催場所】５Ｆ ＴＨＥ ＣＯＮＲＡＮＳＨＯＰ ＫＩＴＣＨＥＮ
【開催日程】５月３日（日・祝）～５日（火・祝）
【概
要】今話題の「メイソンジャー」。密閉性の高いメイソンジャーを使い、
ピクニックやホームパーティーなどで楽しめるサラダのレシピを
ご紹介します。
※希望の方は、実際にジャーサラダを作成することが可能です。
※お客さま自身で作られたジャーサラダは持ち帰り不可です。

■＜エブリデイ バイ コレックス＞による「Ｅａｒｌｙ Ｓｕｍｍｅｒ ｈｅａｌｉｎｇ」
①豆ＮＡＫＡＮＯによるおいしいコーヒーの淹れ方講座
【開催場所】５Ｆ イベントスペース
【開催日程】４月２３日（木）
【開催時間】１３：００～、１５：００～、１７：００～
【参加定員】先着順
【講
師】豆ＮＡＫＡＮＯ
【概
要】毎朝、丁寧に淹れるコーヒー。大切な一日が始まる時間を素敵に過ごすためのドリップコーヒー
講座を実施します。カップに顔を近づけて香りを深く吸い込むと、それだけで豊かでリラックスした
気持ちになれます。そんな朝の心地よさも、美しさへの近道です。その日一番にいただく一杯の
コーヒーをもっと美味しく、さらに楽しく…とっておきのドリップコーヒーの淹れ方を豆ＮＡＫＡＮＯ
さんがアドバイスします。
②アルガンオイルの良さを知ろう！講座
【開催場所】５Ｆ イベントスペース
【開催日程】４月２４日（金）、２５日（土）
【開催時間】４月２４日（金） １５：００～２０：００
４月２５日（土） １４：００～２０：００
【参加定員】上記時間帯での商品購入者
【講
師】山田愛
【概
要】『モロッコの黄金』と呼ばれるアルガンオイルの魅力や使い方について、講師の山田愛さんから
学べるチャンス。ファティマモロッコの製品は、あらゆる化粧品を使ってきた日本女性にこそ実感
していただきたい「本物」ばかりです。ひとたびその魅力に触れれば、使いやすさと心地よさの
虜になるはず。ご購入の方にはご希望順でハンドマッサージも行います。いつも頑張っている
自分へご褒美してみてはいかがでしょうか。
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③オリーブオイルソムリエ・阪倉みち代さんによる
「地中海の恵み、１００％天然オリーブジュースの美活術」
【開催場所】５Ｆ イベントスペース
【開催日程】４月２６日（日）～２８日（火）
【開催時間】１３：００～、１５：００～、１７：００～
【参加定員】先着順
【講
師】阪倉みち代（オリーブオイルソムリエ）
【概
要】＆ＣＯＭＰＬＥが日本へ紹介する「Ｓｔｏｒｉｅｓ ｏｆ Ｇｒｅｅｋ Ｏｒｉｇｉｎｓ」
のＥＶオリーブオイルのふるさとであるギリシャ・クレタ島は、世界一
長寿の島として有名であり、地中海式ダイエットのモデルになった
島です。この島では理想の食生活は、上質のＥＶバージンオリーブ
オイルを中心とした食生活にあると言われています。毎日の暮らし
の中に１００％天然のオリーブをちょい足しして、身体の中も外から
もオリーブ美人にドレスアップするＨＯＷ ＴＯを、試食を交えなが
ら、オリーブオイルソムリエ・阪倉みち代がアドバイスします。
【販売商品】ギリシャ伝統の食材「Ｓｔｏｒｉｅｓ ｏｆ Ｇｒｅｅｋ Ｏｒｉｇｉｎｓ」のデザインフード
■カラマタオリーブペースト
カラマタ産の良質プレミアムオリーブを丁寧にすり潰して、
自ら溢れ出すＥＶオリーブオイルで仕上げました。
海塩だけを加えた１００％天然のペースト。
■カラマタオリーブオイル漬け
ギリシャを代表するメッシニアンランド産、巨大粒の完熟オリーブをＥＶオリーブオイル
漬けにしたギリシャスタイルの果実。

④笠原直子さんによるミントティーでデトックス！
【開催場所】５Ｆ イベントスペース
【開催日程】４月２９日（水・祝）～５月１日（金）
【開催時間】１３：００～、１５：００～、１７：００～
【参加定員】先着順
【講
師】笠原直子
【概
要】爽やかな香り豊かなミントには、消化促進・強壮・発汗・頭痛など多くの効用があると言われてい
ます。リフレッシュとリラックスの効果があるミントティーは、忙しい毎日を送る女性にはピッタリの
ハーブであり、最近オススメなのがミントティーを飲んでデトックスです。体に溜まっている便・水・
ガスを押し出して、痩せやすい体質に変わるチャンスです。これからの季節にぴったりな美味しい
ミントティーをお楽しみ下さい。
■＜ベキュアハニー＞による「はちみつ唇エステ」と「ひんやりハーブハンドマッサージ」無料体験
【開催場所】５Ｆ イベントスペース
【開催日程】５月２日（土）
【開催時間】１０：００～２１：００（予定）
【参加定員】先着順 １回１人約１５分
【概
要】百貨店でエステティックを展開しているブランド「ベキュア」の新しい形態として誕生した、
蜂蜜化粧品ショップ「ベキュアハニー」。エステで重ねてきた経験と、ずっと蜂蜜を見つめてきた
ブランドだからこそできる「はちみつ唇エステ」を実施します。人気の唇美容クリームとともに唇専
用パックもお試しいただくことができます。エステの最後には、蜂蜜の美容液がたっぷり入った美
容液グロスで自分至上最高の唇を提供します。また、これからの季節に嬉しいハーブ配合のクリ
ームを使ったハンドマッサージ体験も行います。
以上
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