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東京・渋谷のファッションビル『SHIBUYA109』を運営管理する株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都

渋谷区、社長：木村知郎）は、2018年8月9日（木）から9月16日（日）にかけ、『SHIBUYA109 Loves namie 

amuro』と題して歌手の安室奈美恵さんをフィーチャーした館内キャンペーンを開催いたします。 

 

SHIBUYA109 は 1990 年代以降さまざまなトレンドやブームを発信してきましたが、その中心的存在でありアイコンとして、

安室奈美恵さんは現在でも SHIBUYA109 ユーザーやショップ店員から絶大な人気を博しております。これまでも

SHIBUYA109 では安室奈美恵さんゆかりの地として、キャンペーンやポップアップストアなどを 2016 年、2017 年と 2 度に

渡って開催してまいりました。今回開催するキャンペーンは、今年 9 月 16 日（日）に引退される安室奈美恵さんとの最後

のキャンペーンとなります。 

 

本キャンペーンでは、期間中の前期・後期で内容を変えて展開するポップアップストアや、ここでしか見られない VR コンテンツ、

109 ショップ店員による安室さんをイメージしたコーディネート提案企画、NTT ドコモの CM 着用衣装展示、館内 BGM ジャ

ック、期間限定でシリンダー広告（SHIBUYA109 壁面広告）に安室奈美恵さんのイメージが掲出されるなど、様々な企

画を展開いたします。なおポップアップストアをはじめ一部企画は、大阪府・阿倍野の SHIBUYA109ABENO でも実施予

定です。 

 

■キャンペーン概要 

〈タイトル〉 『SHIBUYA109 Loves namie amuro』  

〈期間〉 2018年8月9日（木）～ 9月16日（日） 

渋谷： 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109  TEL 03-3477-5111㈹ 

大阪： 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール2階 SHIBUYA109ABENO 

      TEL 06-6556-7109㈹ 

〈キャンペーン情報〉 特設ページ： http://www.shibuya109.jp/loves_namie_amuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIBUYA109 キャンペーン開催のお知らせ 

『SHIBUYA109 Loves namie amuro』 
8 月 9 日（木）から引退日 9 月 16 日（日）まで 

ポップアップストアオープンやコーディネート提案イベントを実施 

 

2018 年 8 月 3 日 12 時解禁 

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント 

 

〈場所〉 
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■ポップアップストア Vol.1 

「namie amuro × docomo × SHIBUYA109 × TOWER RECORDS POP UP STORE」オープン 

8 月 29 日（水）発売の LIVE DVD&Blu-ray「namie amuro Final Tour 2018 ~ Finally~」の先行予約や購入が

できるポップアップストアを、渋谷と大阪の SHIBUYA109 内にオープンいたします。本ショップで予約もしくは購入いただいたお

客様には、安室奈美恵さんの映像を VR で鑑賞できる「namie amuro×docomo VR stage」を優先でご体験いただけま

す。また特別企画として、SHIBUYA109（渋谷）では、渋谷のスクランブル交差点を舞台とした、NTT ドコモのテレビ CM で

安室さんが実際に着用した衣装の展示をいたします。 

＜実施概要＞ 

 SHIBUYA109（渋谷）8 階  期間：8 月 9 日（木）～8 月 30 日（木） 

 SHIBUYA109ABENO（大阪）あべのキューズモール 2 階  期間：8 月 14 日（火）～8 月 30 日（木） 

＜取り扱いアイテム＞※価格は税込 

namie amuro Final Tour 2018 ～Finally～（DVD/Blu-ray 全 10 仕様）\8,800 

・東京ドーム（最終公演）＋25 周年沖縄ライブ＋ナゴヤドーム 

・東京ドーム（最終公演）＋25 周年沖縄ライブ＋福岡ヤフオク!ドーム 

・東京ドーム（最終公演）＋25 周年沖縄ライブ＋札幌ドーム 

・東京ドーム（最終公演）＋25 周年沖縄ライブ＋京セラドーム大阪 

・東京ドーム（最終公演）＋25 周年沖縄ライブ＋5 月東京ドーム 

＜予約・購入特典＞ 

タワーレコードオリジナルシリコンバンド（全５色／ランダムにて 1 個）＋オリジナルクリアファイル（１種）＋オリジナルマスキン

グテープ（1 種）のトリプル特典※なくなり次第終了 

 

「namie amuro×docomo VR stage in SHIBUYA」 

安室奈美恵さんのハイクオリティ映像を VR で体験できる「namie amuro×docomo VR stage」が登場します。※視聴は先

着順となります。整理券を配布予定です。 

＜実施概要＞ 

 SHIBUYA109（渋谷）地下 2 階「IMADA MARKET」内 特設会場／8 階「DISP!!!」内 

 期間：8 月 9 日（木）～8 月 30 日（木） 

※6 歳以下の方はご視聴いただけません。7 歳以上 13 歳未満の方は、保護者同伴にてご視聴いただけます。※ご視聴に際して、年齢確

認のできるものをご提示いただく場合がございますので、必ず年齢の確認できるものをお持ちください。 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

■SHIBUYA109 Loves namie amuro ショップ店員コーデバトル 

SHIBUYA109 のショップ店員が、いま安室奈美恵さんに着てほしいコーディネートをイメ

ージして提案いたします。来館されたお客さまの投票によってトップ 5 を決定。トップ 5 に

選ばれたコーディネートに投票した方の中から抽選で 10組20名様を、9月13日（木）

と 14 日（金）に渋谷 duo で開催される「namie amuro Final Space」が新宿 2

丁目発のクラブイベント「AMR-安室奈美恵ナイト」とコラボレーションしたイベント 

「Final Space × AMR ～We Love namie～」（※注 2）へご招待いたします。 

なお同様のコーデバトルを SHIBUYA109ABENO（大阪）でも開催いたします。 

 

＜投票期間＞ 

 SHIBUYA109（渋谷）8 月 9 日（木）～8 月 31 日（金） 

 SHIBUYA109ABENO（大阪）8 月 14 日（火）～8 月 31 日（金） 

※イメージ 

 

<Ⅰ期> 期間： 8 月 9 日（木）～8 月 31 日（金） 

※全ての内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
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■ポップアップストア Vol.2 「namie amuro Final Space Satellite POP UP STORE」オープン 

全国 4 都市（東京・大阪・福岡・沖縄）で開催される、安室奈美恵さんの軌跡を辿る体感型の展示会「namie amuro 

Final Space」（※注 1）で販売されているオリジナルアイテムの一部商品を取り扱うサテライトストアを、期間限定で渋谷と大

阪に同時オープンいたします。どなたでもご入場いただけるショップとなります。 

＜実施期間＞ 

9 月 1 日（土）～9 月 16 日（日）※渋谷・大阪同時オープン 

＜主な取り扱いアイテム＞※価格は全て税込です。販売数には限りがございます。 

・アーカイブパンフレット \7,500 

・T シャツ（BLACK/WHITE）各\4,000 

・石垣島アムラー油 \1,800 

・安室ちゃんイラスト（イラストレーター：竹井千佳）アートカードセット（4 枚入り/ミニクリアファイル付き）\500 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SHIBUYA109 Loves namie amuro COLLECTION 

館内の人気ショップにて、デビューから現在までの安室奈美恵さんをイメージしたアイテムを販売いたします。当時のアイテムを現代

風にアレンジしたものから 90 年代～00 年代にかけ爆発的にヒットした「厚底ブーツ」「タイトミニ」「へそ出しルック」といったアイテム

のリバイバル販売まで、ファンの方には堪らないファッションアイテムを多数提案いたします。 

＜販売期間＞ 

 9 月 1 日（土）～9 月 16 日（日）※各店舖なくなり次第終了 

 

 

■手形モニュメント設置 ※SHIBUYA109（渋谷）限定 

安室奈美恵さんの貴重な手形モニュメントを 9 月 1 日（土）より 1 階エントランスホールに設置いたします。安室さんのゆかりの

地でもあり思い出の詰まった渋谷の新しいシンボルとして、9 月 16 日（日）の引退後も SHIBUYA109 に展示いたします。 

＜実施概要＞ 

SHIBUYA109（渋谷）1 階エントランス エレベーターホール前 

期間：9 月 1 日（土）～ ※本キャンペーン終了後も展示いたします。 

 

 

■Message for namie amuro  

安室奈美恵さんへの最後のメッセージをご記入いただけるカードを配布いたします。お預かりしたメッセージカードは

SHIBUYA109 の館内に掲出したのち、まとめてメッセージブックとして SHIBUYA109 から安室奈美恵さんにお届けします。 

※参加無料、メッセージカードの配布はお一人さま 1 枚まで。 

＜実施概要＞ 

SHIBUYA109（渋谷）8 階「SBY」横階段 

SHIBUYA109ABENO（大阪）あべのキューズモール 2 階 

期間：9 月 1 日（土）～9 月 16 日（日） 

<Ⅱ期> 期間：9 月 1 日（土）～9 月 16 日（日） 
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■館内 BGM ジャック ※SHIBUYA109（渋谷）限定 

本キャンペーンの開催を記念して、SHIBUYA109 館内の BGM が安室奈美恵さん一色になります。

期間中は、昨年 11 月に発売した ALL TIME BEST ALBUM「Finally」に収録されている全 52

曲が館内に響き渡ります。 

＜実施期間＞ 

8 月 9 日（木）～9 月 16 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「Final Space × AMR ～We Love namie～」 

「namie amuro Final Space」が新宿 2 丁目発のクラブイベント「AMR-安室奈美恵ナイト」とコラボレーションし、東京、大阪、福

岡でイベントを開催します。題して「Final Space × AMR ～We Love namie～」。 

安室奈美恵さんの曲で盛り上がる DJ タイムをはじめ、コーデバトル、ショータイムなどの企画を行う予定です。コスプレでの参加や、東

京、大阪は SHIBUYA109 で販売される安室奈美恵さんをイメージしたファッションアイテムを着用するなど、みなさんそれぞれの楽し

み方でご参加いただけるイベントです。 

 

Final Space × AMR ～We Love namie～ 

＜FUKUOKA＞ 

日程:9 月 11 日(火) 19:00～22:00 (開場 18:30) 

会場:イムズホール 福岡県福岡市中央区天神 1-7-11 

チケット価格:3,900 円(税込) 

主催:namie amuro Final Space Production Committee 

 

＜OSAKA＞ 

日程:9 月 12 日(水) 19:00～22:00 (開場 18:30) 

会場:なんば Hatch 大阪市浪速区湊町 1-3-1  

チケット価格:3,900 円(税込) 

主催:namie amuro Final Space Production Committee 

 

＜TOKYO＞ 

日程:9 月 13 日(木) 19:00～22:00 (開場 18:30) 

    9 月 14 日(金) 19:00～22:00 (開場 18:30) 

会場:渋谷 duo MUSIC EXCHANGE 東京都渋谷区道玄坂 2-14-8  

チケット価格:3,900 円(税込) 

主催:namie amuro Final Space Production Committee 

 

プレイガイド ▼ticket board 受付(抽選) 

[受付 URL] https://ticket.tickebo.jp/fsa/ 

[受付期間] 2018 年 8 月 4 日(土)12:00～2018 年 8 月 8 日(水)11:59 

 

 

 

※注 2 

 

※注 1 

■「namie amuro Final Space」 

今年 9 月 16 日（日）に引退する安室奈美恵さんの軌跡を辿る体感型の展示会。東京、大阪、福岡、沖縄の 4 会場で 9

月 16 日（日）まで開催される（一部開催中）。東京会場は、安室さんの楽曲「Dr.」（2009 年リリース）をモチーフに、

会場を巡りながら映像を中心に楽しむアトラクション型の展示を行います。この展示会のために撮り下ろした特別な映像で、安

室さんの“Final Space”を表現していきます。大阪、福岡は衣装を中心にこれまでの活動を”モノ”で振り返るエキシビション型

の空間。今年の 6 月 3 日（日）まで開催されたファイナルツアー「namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~」の衣装

や資料、さらにツアーで話題となっているカナダのクリエイター集団「モーメント・ファクトリー」が制作したステージ映像も特別に展示

いたします。そして安室さんの故郷、沖縄では厳選したセレクションで展示します。昨年宜野湾で開催された 25 周年ライブ

「namie amuro 25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA」の衣装や沖縄を彷彿させる「NEVER END」にちなんだ展

示など沖縄ならではのラインナップでお届けします。 

 

<Ⅰ期・Ⅱ期共通> 期間：8 月 9 日（木）～9 月 16 日（日） 


