2018年1月18日
SHIBUYA109 「IMADA MARKET（イマダ・マーケット）」

フォトジェニックなバレンタインギフトが集結

「KISS ME! KISS YOU! COLOR ME!」
2/3～2/14の期間限定でオープン！！
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」の地下2階「IMADA MARKET（イマダ・マーケット）」にて、 「KISS ME! KISS
YOU! COLOR ME!」と題したバレンタインギフトのポップアップストアを2018年2月3日（土）から2018年2月14日
（水）の期間限定でオープンいたします。ネットショップ運営サービス「カラーミーショップ（提供：GMOペパボ株式会
社）」でショップを運営する人気ブランドから、フォトジェニックなバレンタインアイテムを多数展開いたします。
今回オープンする「KISS ME! KISS YOU! COLOR ME!」は、“バレンタインのあなたは、今よりもっと可愛くなれる”が
コンセプト。バレンタインギフトにぴったりなスイーツや雑貨のほか、おしゃれに磨きをかけるファッションアイテムやコスメなど、
個人の方を含めた個性溢れる様々なブランドをご用意しております。動物などをモチーフにした「mihopan popcake」
のスイーツや、本物のお花が入った口紅「Kailijumei」のフラワーティントリップ、和菓子や飴をリアルにデザインした
「nanaco plus＋」のアクセサリーなど、思わず人に見せたくなるフォトジェニックなアイテムを幅広く取り揃えております。
また、2月3日（土）、10日（土）、11日（日）には、人気クリエイターに似顔絵を描いてもらえる来店イベントを
実施いたします。
「KISS ME! KISS YOU! COLOR ME!」出店ブランドの詳細は、3頁以降をご参照ください。

■ショップ概要
テ ー マ名： 「KISS ME! KISS YOU! COLOR ME!」（読み：キスミー！キスユー！カラーミー！）
開催期間： 2018年2月3日（土）～2018年2月14日（水）
場
所： SHIBUYA109 地下2階 「IMADA MARKET」
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、夢や願い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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■3日間限定 SUZURI似顔絵イベント
「KISS ME! KISS YOU! COLOR ME!」では、オリジナルアイテムを作成・販売できるサービス「SUZURI（提
供：GMOペパボ株式会社）」で活躍中のクリエイターグッズを販売するほか、2月3日（土）、10日（土）、11日
（日）の3日間限定で、人気クリエイターが来店し、その場でお客さまの似顔絵を描くイベントを実施いたします。イベン
トの詳細については、IMADA MARKET公式インスタグラム（@imadamarket）にてご案内いたします。

■出店ブランド一覧
ジャンル

スイーツ・フード

雑貨

出店ブランド
Café style resort SAGANO-YU 嵯峨野湯（カフェスタイルリゾート サガノユ）/
ショコラ ドゥ シマ/FRUCTUS（フラクタス）/Groovy Nuts（グルーヴィナッツ）/
mihopan popcake（ミホパン ポップケーキ）/NOOKS FOODS（ヌークスフーズ）/
おかしさん/横濱スコーンクラブ
Chubby Balloon（チャビーバルーン）/LUCKY × DUCKY（ラッキー ダッキー）/
Shibaful（シバフル）/SUZURI（スズリ）

by Nail Labo（バイ ネイルラボ）/JewCas（ジュアキャス）/
コスメ・アクセサリー Kailijumei（カイリジュメイ）/Lanterna（ランテルナ）/nanaco plus+（ナナコプラス）/
NONOLAND（ノノランド）/Picco（ピッコ）/POPO LABO（ポポラボ）

ファッション

CuLLt（カルト）/dress（ドレス）/Maison de R（メゾン ド アール）/minima（ミニマ）/
おしゃれなふんどし SHAREFUN®（シャレフン）/Pachi Pachi Factory（パチパチファクト
リー）/Sebastian Masuda ART（セバスチャンマスダ アート）/
Select shop ART（セレクトショップ アート）/WITHSUN（ウィズサン）
※内容は変更となる場合がございます。

SHIBUYA109
住
所 東京都渋谷区道玄坂2-29-1
電
話 03-3477-5111（代）
営業時間 物販/10:00～21:00
飲食/10:00～22:00 ※店舗により異なる
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shibuya109.jp
■IMADA MARKETとは
“未だ”世に出ていない個人・ブランド・スタートアップ企業をメインに、SHIBUYA109が設定したテーマに沿って、
アパレルだけでなく雑貨やアートなど既存の枠組みにとらわれないMD構成を実現。1テーマにつき1～30ブランド
を導入し、約1ヶ月サイクルで展開する新たなプラットフォームです。SHIBUYA109オウンドメディアを使用した
販売促進活動など、各方面からブランド認知拡大の支援も行い、出品しやすい環境を整えております。
■カラーミーショップとは
“低価格・高機能”をコンセプトに、多彩な機能とカスタマイズを備えたネットショップ運営サービス。そのカスタマイ
ズ性の高さにより、個人運営のショップから、企業が運営する大型ショップまで、デザインやシステムにこだわった多
くのショップが運営に利用しています。
URL：https://shop-pro.jp
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■出店ブランド紹介①《スイーツ・フード》
Café style resort SAGANO-YU 嵯峨野湯
（カフェスタイルリゾート サガノユ）

ショコラ ドゥ シマ
チョコレートの可能性を追究し、究極の商品作りを目指す

“至福”の時間を過ごしていただくため、2006年に「銭湯」
から「茶屋」として生まれ変わった京都にある新しい形のカ
フェ。さっぱりとした味わいの「湯上りキャンディ」や、スタイ
リッシュな缶に入った日本茶葉などを販売いたします。
URL：http://www.winwin-select.com

ショコラブランドです。今回は上質なチョコレートを贅沢に使用
した、人気のショコラマドレーヌシリーズを中心に取り扱います。
URL：https://chocolatducima.com

FRUCTUS（フラクタス）

Groovy Nuts（グルーヴィナッツ）

長年愛され続けているグラノーラブランド。2010年ジュースス

偏りがちな食生活を送る、忙しい現代人に向けたナッツブラン

タンドとして東京千駄ヶ谷にオープン。グラノーラだけでなく、グ

ド。栄養バランスを整えるための“毎日一握りのナッツ”を提案

ラノーラ保存缶などのオリジナルアイテムもポップなデザインで

いたします。 URL：http://groovynuts.jp

人気です。URL：http://shop.fructus.jp

NOOKS FOODS（ヌークスフーズ）

mihopan popcake（ミホパン ポップケーキ）

代々木上原に店舗を構えるナッツ、ドライフルーツ、グラノーラ
の専門店。可能な限りオーガニックの素材を使い、美味しくて
健康的なおやつや朝食を丁寧に手づくりしている食のブランド。
こだわりのレシピでつくるハニーメープルナッツや、フランス産の
チョコレートを使用したショコラナッツなどが人気。
URL：http://nooksfoods.com

ポップケーキの小さな球体の中に、驚きと笑顔を運んでくれる
世界観を表現。見た目の可愛さだけでなく、ガトーショコラを
思わせる本格的な味わいも魅力のひとつです。
URL：http://popcake.jp
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おかしさん

横濱スコーンクラブ

『 空想菓子店 』 をコンセプトとしたファンシーなスイーツショッ
プ。架空の人物やシチュエーションをイメージした一風変わっ
たネーミングのお菓子や、目で見て楽しく、クスッと笑える、誰
かにプレゼントしたくなるようなお菓子を取り揃えております。
URL：http://okashisandesu.shop-pro.jp

スコーンを中心とした焼き菓子を横浜の工場で焼き上げてい
ます。素材にこだわったスコーンは、“アフタヌーンティー”に欠か
せない本場イギリス風のしっかりとした食感です。
URL：http://www.scone-club.com

■出店ブランド紹介②《雑貨》

Chubby Balloon（チャビーバルーン）

LUCKY × DUCKY（ラッキー ダッキー）

海外テイストのおしゃれで高級感のあるバルーンショップ。
SHIBUYA109のお客様に合わせたフォトジェニックでトレンド
を意識したバルーンを展開いたします。
URL：http://chubbyballoon-gift.com/

“自分でも欲しくなっちゃうギフト”をテーマに、新しいギフトの
形を提案いたします。SHIBUYA109では、人気のバルーン
ブーケやキャンディブーケをメインに取り扱いいたします。
URL：http://www.luckyducky.jp

Shibaful（シバフル）

SUZURI（スズリ）

パイルを直接植毛して芝生の質感と手触りを再現した芝生の
モバイルアクセサリーブランド。公園の芝生に触れるやすらぎを
もっと身近にという想いで、都心にありながら緑あふれる代々木
公園の芝生をイメージし、毛足の長さや色のブレンドまで徹底
的にこだわって作り上げたパイルを、職人が植毛しています。
URL：http://store.agltd.jp

オリジナルアイテムの制作や販売ができる、カラーミーショップの
姉妹サービス。SUZURIで人気のクリエイターグッズ販売の他、
人気クリエイターによる似顔絵イベントも実施いたします。
URL：http://suzuri.jp
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■出店ブランド紹介③《コスメ・アクセサリー》
by Nail Labo（バイ ネイルラボ）

JewCas（ジュアキャス）

爪を削らないのにキレイで長持ちする、プロネイリスト御用達
のジェルネイルブランド。ジェルネイルをこれからはじめる方のた
めのファーストキットから90色以上のカラージェルまで幅広く展
開いたします。 URL：https://bynaillabo.com

神戸発のアクセサリーブランド「JewCas」は“ジュエルキャス
ケット（宝石小箱）”の略。さまざまなシーンでキラキラ輝い
ていたい“大人ガール”のためのアクセサリーブランドです。
URL：http://www.raffia.shop/

Kailijumei（カイリジュメイ）

Lanterna（ランテルナ）
MADE IN東京のアクセサリーブランド。東京各地の職人さ
んの協力を得て、デザインから生産まですべてに関わり、安心
安全で品質にこだわった商品を提案。フェルトボールのピア
ス・イヤリングが人気です。
URL：http://www.studio-lanterna.com

SNSを中心に話題となっている大注目の商品「カイリジュメイ
フラワーティントリップ」は本物のお花が入った今までに無いティ
ントリップです。使用者のくちびるに合ったオリジナルのカラーを
演出できます。 URL：http://kailijumei.co.jp

NONOLAND（ノノランド）

nanaco plus＋（ナナコプラス）

「Illustration×Handmade」をコンセプトに、オリジナルイラ

京都発！和菓子や飴をモチーフにしたアクセサリーを展開。心

ストのグッズとハンドメイド雑貨を販売。イラストやコミックの中

ときめく商品と文化を発信していきます。

で生まれたアイデアを雑貨作りに活かし、ひとつひとつ丁寧に

URL：http://nanaco-plus.com

作っています。
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URL：http://nonoland-shop.jp

Picco（ピッコ）

POPO LABO（ポポラボ）

“どんな瞬間（とき）でも可愛くいたい♥”をコンセプトに、女
の子を応援する髪飾りを提案いたします。アートフラワー（造
花）ならではの色味やディテール、素材を活かしたオリジナル
デザインの髪飾りを販売いたします。
URL：http://picco-flower.com

“スキンケア革命”をテーマにしたスキンケアブランド。なめらか
でクリーミーは泡とローズの香りが特徴のフェイシャルフォームを
使用すれば、毛穴もひきしまり小顔美人を目指せます。
URL：http://popolabo.shop

■出店ブランド紹介④《ファッション・ファッション小物》
dress（ドレス）

CuLLt（カルト）
“可愛くなるための痛みなんていらない”をテーマにしたコルセッ

“いつもそばに、いつも寄り添って、あなたを素敵に飾る”をテー

トピアスストッキングをはじめ、個性溢れるファッションアイテムを

マに、今日という大切な時間を一緒に過ごしたい、いつも身

メインに制作・販売しています。

につけたくなるアイテムを提案いたします。
URL：http://dress-accessory.shop

URL：https://cullt.shop-pro.jp

minima（ミニマ）

Maison de R（メゾン ド アール）
“日常こそを大切に”そんな想いを込めて、毎日頑張っている

女の子のためのセレクトショップ。国内外からいろいろなアイテ
ムを集め、ちょっと変わったポップで可愛いお洋服やアクセサ
リーをご用意いたします。
URL：http://minimakobe.shop-pro.jp

女性の内面を輝かせるためのレディスファッションブランド。
URL：https://r-design-r83.shop-pro.jp
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おしゃれなふんどし SHAREFUN®（シャレフン）

Pachi Pachi Factory（パチパチファクトリー）

ゴムで絞めつけない究極のリラックスウェア。寝るときだけの着
用で、心も体もリラックスできます。天然素材を使用している
のでお肌にも安心です。
URL：http://sharefun.jp

Fashion×Music×Videoがコラボレーションした新しい形の
ファッションブランド。“大人フェアリー”をテーマにユニコーンをモ
チーフとしたアイテムなどを展開いたします。
URL：http://www.pachipachifactory.com

Select shop ART (セレクトショップ アート)

Sebastian Masuda ART
（セバスチャンマスダ アート）

一人ひとりの個性や感性を活かし、ニーズに合ったトータル
ファッションを提案するセレクトショップ。アイテムはカジュアル
ベースでシンプルだが個性のあるもののみをセレクト。ただ洋
服を買うのではなく、ゲストの魅力を最大限引き出せる洋服
を提案いたします。
URL：http://artkanazawa.shop-pro.jp

原宿、kawaii文化を表現したカラフルで独創的なデザインや、
アートワークを使用したファッション小物・雑貨を展開いたします。
URL：http://6dokidoki.shop-pro.jp

WITHSUN（ウィズサン）
大人の女性のあらゆるシーンを可愛らしく彩る、しなやかでエレ
ガントなワードローブ。ほどよいトレンド感を取り入れ、美しいシ
ルエットを表現できる洋服を取り揃えております。
URL：http://withsun-matt.net
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