2017 年 7 月 28 日

SHIBUYA109 エンタテイメントポップアップストア「DISP!!!」

大人気サッカー漫画「ホイッスル！」のオリジナルアイテムを販売

「WHISTLE! POP UP STORE」が 8/14～8/20 の期間オープン
登場キャラクターと撮影できるプリントシール機やコラボカフェも登場
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント
株式会社 SHIBUYA109 エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、社長：木村知郎）は、東京・渋谷で運営するファ
ッションビル「SHIBUYA109」の 8 階、エンタテイメントとファッションを融合させるポップアップストア「DISP!!!」にて、
大人気サッカー漫画「ホイッスル！」（著：樋口大輔/集英社刊）のオリジナルアイテムを販売するショップ
「WHISTLE! POP UP STORE（ホイッスル！ポップアップストア）」を 8 月 14 日（月）～8 月 20 日（日）の期間限定で
オープンいたします。
本 ショップは、「ホイッスル！」の作 品 テーマ「If you can dream, you can do it! 願 えば叶 う」と、
SHIBUYA109 のブランド理念である「Making You SHINE！～新しい世代の今を輝かせ、夢や希望を実現する～」と
いうふたつのメッセージに共通する“頑張る人へのエール”をストアコンセプトとし、SHIBUYA109 限定商品を中心
にオリジナルアイテムを販売いたします。また、「WHISTLE! POP UP STORE」のオープンを記念して、7 階の
「collabo mignon（コラボミニョン）」では、キャラクターと撮影ができるプリントシール機を設置、8 階の「SBY（エスビ
ーワイ）」では、キャラクターのオリジナルタピオカドリンクなどが味わえるコラボカフェを展開いたします。
さらに、SHIBUYA109 公式 Twitter では、抽選で当選者名前入り樋口大輔先生の直筆サイン入り画集がもらえ
る豪華プレゼントキャンペーンも実施いたします。
■ショップ概要
ショップ名：「WHISTLE! POP UP STORE（ホイッスル！ポップアップストア）」
実施期間：2017 年 8 月 14 日（月）～8 月 20 日（日）
実施場所：東京都渋谷区道玄坂 2-29-1 SHIBUYA109 8 階「DISP!!!」 TEL 03-3477-5195
※コラボレーションプリントシール機は 7 階「collabo mignon（コラボミニョン）」内に設置いたします。
※コラボカフェは 8 階「SBY（エスビーワイ）」内にオープンいたします。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.shibuya109.jp/topics/?pi3=65575
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■「WHISTLE! POP UP STORE」詳細
「ホイッスル！」が、作品初となるポップアップストアをオープン。本ショップの為に作られた新しいアイテムをはじ
め、震災により今なお営業を停止している、サッカーのナショナルトレーニングセンター「J ヴィレッジ」（所在地：福
島県楢葉町、広野町）の復興プロジェクトを応援するため、マルチスポーツブランド「adidas（アディダス）」とのチャ
リティコラボ商品も販売いたします。また、店頭・店内のモニターでは、記憶に残るコミックスの名シーンを新しい形
で再現したムービーや、作品 20 周年のアニバーサリー企画に関する最新情報を初公開致します。
主な取り扱いアイテム（税込）
\5,000（税込）以上のお買い上げで「武蔵森学園の“願えば叶う”シール」を、\10,000（税込）以上のお買い上げでユ
ニフォーム型クリアバッグをプレゼントいたします。※ユニフォーム型クリアバッグは、現金でお支払いいただいた方のみ
対象となります。

●新規アイテム（一部）

※SHIBUYA109 限定商品
アクリルスタンド（全 5 種）各\1,500

※SHIBUYA109 限定商品
キャラクター応援ブレス（全 8 種）各\1,400

※SHIBUYA109 限定商品
樋口大輔先生描き下ろし ちびっするグラス（全 4 種）各\1,600

※SHIBUYA109 限定商品
トレーディングスタンプ缶バッジ
（全 20 種/ランダム）各\400

●adidas チャリティコラボ商品 ※売上は福島県の「J ヴィレッジ復興寄付金」へ送られます。

T シャツ（全 2 種） 各\3,800

桜上水トレーニングユニフォーム（上）
武蔵森トレーニングユニフォーム（下） 各\5,600
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シューズケース \1,800

■コラボレーションプリントシール機設置 （7 階「collabo mignon」）
7 階のコラボレーションプリントシール機専門店「collabo mignon（コラボミニョン）」では、樋口大輔先生描き下ろし
のフレームや、「ホイッスル！」のキャラクターと並んで撮影しているように仕上がるオリジナルフレームを搭載した
コラボレーションプリントシール機が設置されます。また、店内には 8 階「WHISTLE! POP UP STORE」の購入特典
シールを貼付できる、「武蔵森学園の愛の隔壁ボード」も登場いたします。
設置期間：2017 年 8 月 14 日（月）～8 月 20 日（日）
設置場所：SHIBUYA109 7 階「collabo mignon（コラボミニョン）」内
プレイ料金：1 回\500（税込）
※デザインは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

撮影フレームデザイン イメージ

■コラボカフェ“渋沢茶房”オープン （8 階「SBY」）
8 階「SBY」のカフェスペースに、「ホイッスル！」登場キャラクターの渋沢
克朗が店主を務める喫茶スペース「渋沢茶房」がオープンいたします。主
人公・風祭将をはじめ、水野竜也、佐藤成樹などメインキャラクターたち
をイメージしてつくられたオリジナルタピオカドリンクや、期間中に誕生日
を迎えるキャラクターのスペシャルなコラボドリンクをお楽しみください。
対象ドリンクをご注文いただいた方には「渋沢茶房オリジナルコースター」
（全 8 種/ランダム）を 1 枚お渡しいたします。さらに店内のテーブル席も
期間中は「ホイッスル！」仕様に装飾いたします。
開催期間：2017 年 8 月 14 日（月）～8 月 20 日（日）
展開場所：SHIBUYA109 8 階 「SBY」内

コースターイメージ

※コラボドリンクは販売状況に応じて売り切れる場合がございます。予めご了承ください。
※コースターは無くなり次第終了となります。

■SHIBUYA109 公式 Twitter キャンペーン
SHIBUYA109 公式 Twitter（@SHIBUYA109NET）をフォローし、対象ツイートをリツイートしてい
ただいた方の中から抽選で 3 名様に、当選者名前入り、樋口大輔先生の直筆サイン入り画
集「樋口大輔画集 DOUBLE WIND」をプレゼントいたします。
期間：8 月 14 日（月）～8 月 20 日（日）
賞品：「樋口大輔画集 DOUBLE WIND」は原画展の開催を記念して刊行された、樋口大輔
の 24 年間の歴史を詰め込んだメモリアル画集。カラーイラスト 142 点を高彩度イン
クによる印刷でより原画に近いカラーで収録。また仕事場紹介や樋口大輔自身に
よる作品解説など、この本のためのスペシャル企画が満載の一冊です。
※キャンペーンツイートは、8 月 14 日（月）の1 0時頃を予定、当選者には DM にてお知らせの
上、サインと一緒に入れるお名前を確認させて頂きます。なお、プレゼントのお渡しは 8 月下旬
～9 月上旬を予定しております。
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プレゼント賞品

■エンタテイメントポップアップストア「DISP!!!（ディスプ）」とは
エンタテイメントとファッションの融合をテーマに、ショッピングをユニークな経験にするエンタメ専用ポップアップス
トア。店舗構築やプロモーションの負担を軽減するため、販売代行サービスや店舗の内装、レジ・ストックスペー
ス・映像・音響機器などハード・インフラ面での整備を始め、イベント支援や来店が難しい全国のファンに向けて
109 公式通販サイトでの販売など、SHIBUYA109 がさまざまなサポート体制を完備。単なるポップアップストア展開
ではなく、SHIBUYA109 のターゲット顧客層となるデジタルネイティブ世代へ向け、SNS を中心とした双方のメディ
アを駆使し、渋谷から新しいムーブメントやカルチャーを発信する。

■「ホイッスル！」とは
1998 年 13 号（4 月）〜2002 年 45 号（12 月）まで漫画雑誌・週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載された、樋口大
輔によるサッカー漫画。ジャンプコミックス全 24 巻、集英社文庫全 15 巻が刊行されており、累計発行部数は 1700
万部を超える。アニメ化、ゲーム化、舞台化とメディアミックスを続けながら今なお不朽のサッカー漫画として人気
を集めており、現在は続編にあたる「ホイッスル！W」がマンガワン（小学館）にて連載されている。作品 20 周年の
アニバーサリーイヤーを来年に控え、本ポップアップストア展開を皮切りに、LINE スタンプ配信、スマートフォンア
プリゲーム「サカつくシュート！2017」(SEGA)とのコラボイベント、アニバーサリーイベントなど、ファン待望の企画
が続く。

株式会社 SHIBUYA109 エンタテイメントは、新しい世代の今を輝かせ、夢や希望を叶えることを目的に、2017 年 4 月 3 日、
株式会社東急モールズデベロップメントと会社分割により SHIBUYA109 事業に特化した新会社として設立しました。
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