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＜NEWS RELEASE＞ 2022 年 2 月 24 日（木） 

 

渋谷ヒカリエ開業 10 周年 

香取 慎吾さんが「渋谷ヒカリエの 10 周年を一緒に祝い、 

未来へのヒカリを描けてとても嬉しい」と語る記念ロゴデザインを初公開 

「あしたのヒカリへ。」をテーマに年間を通じてお客さまに“感謝”をお届けする企画を展開 

 

 

渋谷ヒカリエは、2022 年 4 月 26 日（火）に開業 10 周年を迎えます。 

これまでご愛顧いただきました多くのお客さまや地域の皆さまに改めて感謝申しあげます。 

今後も渋谷エリアの先駆的な施設として進化をつづけていくため「あしたのヒカリへ。」を 10 周年のテーマとし、

年間を通じて様々なイベントやプロモーションを実施してまいります。 
 

本施設は渋谷エリアの再開発の先駆けとして、2012 年 4 月 26 日に開業しました。これまでにない新しい発想の

高層複合施設としてオフィス・文化施設・商業施設が一体となり、街とつながることで「渋谷から未来を照らし、

渋谷から世の中を変えていく光になる」という意志を込めて名付けられました。渋谷ヒカリエのロゴマークは、

「Hikarie（光へ）」というネーミングから、文字「Hikarie」に光を照らし、光が昇っていくイメージを表現してい

ます。 

 

■渋谷ヒカリエ 10 周年 記念ロゴマークについて 
 

アーティストとしても幅広く活躍されている香取 慎吾さんに、渋谷ヒカリエのネー

ミングコンセプトである「ヒカリ」をテーマに、ロゴの制作を依頼しました。 

「光の三原色」である赤・緑・青と「色の三原色」であるシアン・マゼンダ・イエロ

ーで、渋谷ヒカリエが体現したいカラフルな世界を表現し、さらにその中心には渋谷ヒ

カリエに訪れる人々の心のトキメキを「10 本のヒカリ」で現わしています。 

 

 

 

 

 

作品名は、明日の光の道標としてこれからも渋谷を、東京を照らしていってほしい

という想いを込めて「Lighthouse」と名付けました。普段はキャンパスで描くことが

多いですが、今回の 10 周年ロゴの「Shibuya Hikarie 10th Anniversary」の部分はデジ

タルで作成しています。2 つの手法を融合することによってキャンパスだけでは描け

ない多くのパターンから、渋谷ヒカリエと一緒に 1 つの作品を作り上げることができ

ました。絵の具の重なりや膨らみなど細かい部分の発見を楽しんでいただきたいです。 

子供の頃から渋谷で仕事をしてきましたが、その頃は今と比べると何もなく、ここま

で進化を遂げた始まりは渋谷ヒカリエだと思います。渋谷に新たな光を差し込んだ渋

谷ヒカリエの 10 周年を一緒に祝い、新たな未来に向けてのヒカリを描けたことがとて

も嬉しいです。商業施設のロゴを描いたのは初めてですが、ぜひたくさんの方々にご

覧いただけると嬉しいです。そして、渋谷ヒカリエが明日の光の道しるべとして、こ

れからも渋谷を、東京を、照らしていってくれることを願っています。 

 

 

＜香取 慎吾さん プロフィール＞ 

1977 年 1 月 31 日生まれ。1991 年に CD デビュー。2017 年 9 月 22 日にオフィシャルファンサイト「新しい地

図」を立ち上げる。TV やインターネット TV 番組、ラジオ、CM への出演、新聞での執筆、日本財団との取り組み

など多方面で活動。  

香取 慎吾さん 記念ロゴマークの制作への想い 
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10 周年記念企画 第 1 弾！花が咲くように様々なイベントを開催する 
特別な 15 日間「BLOOM YOUR HAPPINESS.」 

 

 

 

 

 

■渋谷ヒカリエ 10 周年のテーマは「あしたのヒカリへ。」 

 お客さまや渋谷の街を「あしたのヒカリ」へといざなう存在でありたいという想いや決意を込めています。先の

見えない時代だからこそ、渋谷ヒカリエの商品や提供するサービス、館内で開催されるイベントやソーシャルグッ

ドな活動などあらゆる場面でのお客さまとの関わりの中で、自分をアップデートするための“しあわせのヒント”を

発信・提供していきます。渋谷ヒカリエに集まる人々と渋谷の未来を照らし、渋谷から世の中を変えていくムーブ

メントを起こしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■10 周年記念企画第 1 弾「BLOOM YOUR HAPPINESS.」 

4 月 21 日（木）～5 月 5 日（木・祝）までの期間は、10 周年記念企画第 1 弾として「BLOOM YOUR HAPPINESS.」

を開催します。開催期間中は、自分ならではのしあわせの基準を持ち、それを実践している「しあわせの達人」で

ある 5 名が渋谷ヒカリエで「これは欲しい！」「これは食べたい！」「これはおすすめ！」と思う商品・メニューを

館内告知物や Web などで紹介します。連動した豪華ブレゼントキャンペーンも開催予定です。 

人気料理家やモデル、発明家などバラエティに富んだ「しあわせの達人」が紹介する商品と個性溢れる視点が、

新たな自分をアップデートするための“しあわせのヒント”と出会うきっかけになることを願っています。そしてそ

れが多くの方にとって、“あしたのヒカリ”になると信じています。 

 

 

【イベント】BLOOM YOUR HAPPINESS. 

【開催期間】4 月 21 日（木）～5 月 5 日（木・祝） 

【開催場所】各フロア 
 

※詳細は 3 月 30 日（水）に発表予定 
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渋谷ヒカリエ、ShinQs、東急シアターオーブ 10 周年のメッセージ 

 

 

 

 

 

渋谷ヒカリエ（総支配人・佐野 真一） 
 

■安心・快適に過ごせる空間作りにこだわった 10 年 

この 10 年、渋谷ヒカリエに来館された全ての方が、安心・快適に過ご

せる空間づくりを最も大切にしてきました。渋谷ヒカリエが誕生した 10

年前、それまでの渋谷は若者が多くにぎやかな街であった一方、気軽にゆ

っくりと過ごせる空間は多くなかったように思います。駅直結の渋谷ヒカ

リエでは、天候に左右されずふらっとお買い物やお食事がお楽しみいただ

けます。そして、いつでも快適に過ごしていただける施設であるために、

クリーンネス（清潔さ）の維持は特に意識してきたことです。 

館内には、女性のお客さまが安らげるスイッチルームや開放的で時間の

変化とともに様々な渋谷の街の景色を見渡せる 11 階のスカイロビーがあ

ります。そして、2021 年 7 月には 3 階および 4 階に面するヒカリエデッ

キがオープンしました。渋谷駅から宮益坂方面へのスムーズな移動を可能

にしながら、キッチンカーの出店やイベントスペースとしての活用、ムー

ビングライト演出などにより、賑わいと憩いの場を提供しています。 

もう一方で、渋谷の街から文化や芸術を発信し続ける役割を担うことも

大切にしてきました。かつて映画館やプラネタリウムを擁した東急文化会

館の跡地に誕生した渋谷ヒカリエはその DNA を引き継ぎ、ミュージカル

劇場「東急シアターオーブ」、地域最大級の「ヒカリエホール」、クリエイ

ティブスペース「８/」を備えています。知的好奇心をくすぐり、新たな

発見・感動を絶えず提供できるよう、コンテンツ・空間づくりに開業以来 

変わらず力を入れています。 

 

■「未来へのリ・スタート」となるアニバーサリーイヤー 

お客さま、オフィスにお勤めの皆さま、スタッフや渋谷ヒカリエをこれまで支えてくださった全ての皆さまへ

「感謝」をお伝えし、「未来へのリ・スタート」となるアニバーサリーイヤーにしていきます。 

ゴールデンウィーク、夏、冬のイベントプロモーションを中心に据え、年間を通してお客さまに楽しんでいただ

ける話題性のある施策や、ポイント・プレゼントキャンペーン、新店舗のオープンなども予定しています。加えて、

家にいながらお楽しみいただける WEB コンテンツの発信も一層強化します。また、昨年実施した周辺施設との合

同飲食フェアのように、渋谷の街全体で連携して街を盛り上げていく取り組みも積極的に企画していきます。 

一方で、渋谷ヒカリエをご利用される方は勿論のことスタッフも安心して過ごせるよう、ウイルスや防災・防犯

面での対策も強化し、引き続き安心できる快適な空間を提供していきます。 

 

■何気ない日常に華を添えられる+αを提供する場所へ 

渋谷の再開発が進み、周辺には新しいビルの建設が今後も計画されています。そのような中、渋谷ヒカリエは

「渋谷駅東側のゲートウェイ」として真っ先にお立ち寄りいただく、街の鼓動を一番に感じていただける場所を目

指します。WEB の世界に象徴されるような自分好みにカスタマイズされた情報にだけ自然と触れる時代が成熟して

いく中、お買い物や観劇、イベント、様々な展示を通して偶然出会うリアルの体験など、オンラインでは味わうこ

とのできない情緒的な価値を大切にしていきます。そして、定番のものがあるという安心感に加え、何気ない日常

に潤いを与え、華を添えられる＋αを提供する施設として成長をしていきます。 

先の見通しにくい時代の中でも、「まだ 10 年、その先の 10 年へ」という思いでこれからも永く皆さまに「自然と

寄り添える存在」であり続けたいと考えています。 
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渋谷ヒカリエ ShinQs（店長・馬場 知瀨子） 
 
■ZAKKA 視点にこだわり、商品やオリジナル企画を展開 

ShinQs が大切にしていることは、ストアコンセプトとして掲げている

「SPARKMENT STORE」－気持ちがきらめき輝くストア－であり続けるこ

とです。ShinQs は「渋谷 Shibuya」の街に「輝き Shine」をプラスする東

急（Q）百貨店の新店という意味を込め、フード・ビューティ・ファッシ

ョンの全てを「雑貨」としてとらえる ZAKKA 視点を MD キーワードとし

てオープンしました。 

そして、2015 年秋、さらにファッション・ライフスタイルカテゴリーを

中心に ShinQs 発・渋谷初を含む約 30 ショップがオープン、2020 年春には

フードフロア（地下 2 階・地下 3 階）に「東横のれん街」を移設し、東横

のれん街が長年培ってきた「伝統」と ShinQs フードの「好感度・話題性」

を掛け合わせ約 100 ショップがグランドオープンしました。 

また、イベントでも ShinQs のお客さまにとって関心があるトピックスに

合わせてオリジナル企画を開催してきました。商品提案と演劇を掛け合わ

せた劇作家・根本宗子さんとのコラボ企画をはじめとした「カルチャーウ

ィーク」、『ハリー・ポッター』の原作小説とのコラボをはじめとした「魔

法ワールドフェア」、昭和レトロブームを女性視点から捉えて昭和のキャラ

クターグッズとコラボした「昭和レトロ懐かわいい市」などのイベントを

開催し、多くのお客さまにお越しいただきました。 

今後も商品・イベントとともに、“いつも新しい・刺激のある”ShinQs と

して様々な取り組みに挑戦していきます。 

 

■全てのお客さまに新しい発見をお楽しみいただく売り場づくり 

この 10 年支えていただいたお客さま、アニバーサリーをきっかけに初めてお越しいただくお客さま、全てのお客

さまが何か１つでも新しい発見ができるような売り場づくりを目指します。アニバーサリーイヤーならではの限定

商品や、人気ブランドのポップアップを多数ご用意します。 

 

■プチギフトもハレの日ギフトも充実している ShinQs へ 

デジタルシフトが加速しているからこそリアル店舗の体験価値を深堀りし、次の 10 年に向けてアップデートをし

ていきたいと思います。昨年よりお客さま向けに実施したアンケート結果を踏まえながら、全スタッフでアイデア

を出し合い、ＭＤ・環境・サービス・コミュニケーション手法など様々な方法でお客さまの期待を超える体験をご

提供できるようにアップデートしていく予定です。 

また、全てを雑貨として捉える ZAKKA 視点の MD 展開が功を奏し、ギフトを選ぶなら ShinQs という評価をいた

だけるようになりました。今はギフトの中でも比較的安価なプチギフトを中心に多くのご利用をいただいています

が、今後は高額なラインの本格的なハレの日ギフトも取り揃えることで、「ちょっとしたギフトもちゃんとしたギフ

トも、ギフトを選ぶなら ShinQs で」とご利用いただけることを目指します。 
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東急シアターオーブ（オーブ運営部 担当部長・染谷 明宏） 
 
■パスポート不要のブロードウェイとして世界各国の人気タイトルを上演 

東急シアターオーブは「パスポート不要のブロードウェイ」をコンセプ

トに、世界トップクオリティのミュージカルをお届けしたいという想いを

開業当初から大切にしています。 

2012 年 7 月、ブロードウェイ・ミュージカル『ウエスト・サイド・スト

ーリー』の来日公演で幕を開け、日本にいながらミュージカルの本場であ

るブロードウェイやウエストエンドの香りを楽しめる劇場として、『王様と

私』『エビータ』『天使にラブ・ソングを…（シスター・アクト）』『ドリー

ムガールズ』などの人気タイトルの来日公演を上演してきました。 

また、毎年恒例の新春公演『ニューイヤー・ミュージカル・コンサー

ト』やクリスマスのレビューショー『ブロードウェイ クリスマス・ワン

ダーランド』といったシーズナルな演目のほか、世界各国で上演されたビ

ッグタイトルの日本語版公演をラインナップに加え、今では“ミュージカル

=東急シアターオーブ”と広く認知されています。 

 

 

 

■10 周年に相応しい国内外トップクラスの演目をラインナップ 

昨今は世界的なパンデミックの影響により、これまでのようなミュージカルを通じた海外との交流が困難な状況

となりましたが、開業以来培った国際的なミュージカル・コミュニティーとのつながりや、トップアーティストた

ちとの絆をより深めながら、世界へとつながるミュージカル劇場として 10 周年に相応しい国内外トップクラスの演

目をお届けします。 

ファンはもちろん、観劇初心者の方にも、ミュージカルの素晴らしさやライブ・パフォーマンスの迫力をお届け

します。 

 

■今後も往年の名作や話題の新作などを上演し、お客さまに最大の感動体験を提供 

かつてこの地にあった東急文化会館の DNA を受け継ぐ文化発信の場として、これからもミュージカルを通じてお

客さまと世界をつなぐ役割を担っていきます。 

また、渋谷ヒカリエという衣食住を楽しめる複合施設内の劇場として、皆さまのライフスタイルに「観劇」を取

り入れていただけるよう、今後も往年の名作や話題の新作など注目タイトルを上演していきます。そして、最大の

満足や感動体験を提供するため、公演ラインナップだけでなく劇場環境やサービスの面でもさらなる質の向上を追

求します。 

 スタッフ一同、感染予防対策を徹底してお客さまをお迎えしますので、ミュージカルを通じた非日常感を東急シ

アターオーブで味わっていただけたらと思います。 
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【渋谷ヒカリエ 概要】 

2012 年 4 月 26 日に渋谷の街のシンボルタワーとして開業した地下 4 階から 34 階建て

の渋谷駅東口直結の高層複合施設。地下 3 階～5 階はフード・ビューティ・ファッショ

ンなど約 230 のショップが入る商業施設「ShinQs」他、6 階～11 階は世界各国の料理

が楽しめるカフェ&レストラン、8 階はギャラリーやデザインの展示会などが開催され

るクリエイティブスペース「8/（はち）」、9 階はファッションショーやイベントなど

を開催する「ヒカリエホール」、11 階には 1,972 席を有するミュージカル劇場「東急シ

アターオーブ」が入り、17 階以上にはオフィスも構える。 

 

＜施設情報＞ 

・住 所：東京都渋谷区渋谷 2-21-1 

・敷地面積：約 9,640 ㎡／延床面積：約 144,000 ㎡ ／高さ：約 182.5ｍ 

・フ ロ ア：階層 地上 34 階、地下 4 階 

－商業施設(ShinQs)：地下 3 階～5 階 

－カフェ＆レストラン：6 階～7 階（8 階,11 階にも一部レストランあり） 

－クリエイティブスペース「8/」：8 階 

－ヒカリエホール：9 階 

－東急シアターオーブ、カンファレンスルーム：11 階 

－オフィス：11 階～34 階 

・営業時間：ShinQs 10：00～21：00／カフェ＆レストラン 11：00～23：00 

※店舗により休業または営業時間の短縮している場合がございます。詳細は HP をご確認ください。 

・店 舗 数：約 260 店舗（ShinQs 約 230 店舗/カフェ&レストラン 26 店舗） 

・アクセス：JR 線・京王井の頭線「渋谷駅」と 2 階連絡通路で直結 

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と 1 階で直結 

東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5 出口と直結 

 

 

 

 

以上 

 

 

【プレスリリース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） 

担当：細井（090-9152-6342） 俊成 西川 鶴薗 ／ FAX：03-5413-3232 mail：hikarie@ssu.co.jp 

■最新情報は渋谷ヒカリエ HP をご確認ください（ https://www.hikarie.jp/） 

■営業時間は ShinQs（地下 3 階～5 階）：11：00～21：00 ／ カフェ＆レストラン（6 階～11 階）：11：00～23：00 

※各店舗により休業または営業時間が異なる場合もあるため、事前に HP をご確認ください 

mailto:hikarie@ssu.co.jp
https://www.hikarie.jp/

