
SHIBUYA109 新店舗オープンのお知らせ 

 

SHIBUYA109  2019年春の改装 
韓国の人気ファッションブランド「chuu」や、スニーカー専門店「atmos pink」、 

女性向けアイテムを集積したスポーツアパレル「Champion」など計22店舗がオープン！ 

 
  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「SHIBUYA109」に、2019年3月上旬から下旬にかけて、ニューショップ3店舖、リニューアルショップ19店舖の計22

店舖を順次オープンします。 

 2019年4月28日（日）に開業40周年を迎えるSHIBUYA109は、「SHIBUYA109LAND」をコンセプトに、本

年大幅リニューアルを計画しております。“SHIBUYA109での驚き・感動”“SHIBUYA109でしか味わえない体験”“若

者の夢が叶う場所”を体現し、テーマパーク性の向上を図ります。そこに合わせた今回の改装では、新店舗として、韓国

の人気ファッションブランド「chuu（チュー）」、スニーカー専門店「atmos pink（アトモスピンク）」、女性向けのアイテ

ムを中心に揃えたスポーツアパレルブランド「Champion（チャンピオン）」と、トレンドのカジュアル・スポーツをテーマにし

た人気の3ブランドが登場。また既存店は、開業40周年の大幅リニューアルに合わせ計19店舗が移転等のリニューアル

オープンをいたします。4階フロアには、新店舗に合わせカジュアル・スポーツをテーマにしたブランド、5階フロアには、

「EGOIST（エゴイスト）」や「rienda（リエンダ）」など20代の高感度な女性をターゲットとした従来の人気ブランド、

6階フロアには、「An MILLE（アンミール）」や「dazzlin（ダズリン）」などガーリー系のブランドを集積するなど、より買

い物がしやすい導線を整えました。 新店舗・リニューアル店舗の紹介は次頁以降をご参照ください。 
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《リニューアル店舗一覧》 

《新店舗一覧》 
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店舗名 読み 業種 階数 開店日

chuu チュー レディスウェア 2階 3月21日（木・祝）

atmos pink アトモスピンク シューズ（スニーカー） 4階 3月8日（金）

Champion チャンピオン レディスウェア 4階 3月8日（金）

店舗名 読み 業種 階数 開店日 備考

IMADA MARKET イマダマーケット レディスウェア 地下1階 3月1日（金） ※地下2階から移転

NAVANA ナバーナ ウィッグ 地下1階 3月21日（木・祝） ※地下2階から移転

Samantha Vega サマンサ ベガ バッグ・小物 1階 3月21日（木・祝）

EMODA エモダ レディスウェア 3階 3月21日（木・祝）

RAVIJOUR ラヴィジュール レディスインナーウェア 3階 3月15日（金） ※地下2階から移転

RODEO CROWNS ロデオクラウンズ レディスウェア 4階 3月21日（木・祝） ※5階から移転

SLY スライ レディスウェア 4階 3月8日（金） ※地下2階から移転

FIG&VIPER フィグアンドヴァイパー レディスウェア 5階 3月15日（金） ※フロア内移転

DURAS デュラス レディスウェア 5階 3月21日（木・祝） ※フロア内移転

Delyle NOIR／DaTuRa デイライルノアール／ダチュラ レディスウェア 5階 3月21日（木・祝） ※2階／4階から移転

EGOIST エゴイスト レディスウェア 5階 3月21日（木・祝） ※4階から移転

EVRIS エヴリス レディスウェア 5階 3月21日（木・祝） ※地下2階から移転

rienda リエンダ レディスウェア 5階 3月21日（木・祝） ※地下2階から移転

LIP SERVICE リップサービス レディスウェア 5階 3月21日（木・祝） ※地下2階から移転

GYDA ジェイダ レディスウェア 5階 3月7日（木）

titty&Co. ティティーアンドコー レディスウェア 5階 3月21日（木・祝）

An MILLE アンミール レディスウェア 6階 3月1日（金） ※3階から移転

dazzlin ダズリン レディスウェア 6階 3月8日（金） ※4階から移転

VOLCAN&APHRODITE ヴォルカン アンド アフロダイティ レディスウェア 7階 3月8日（金） ※地下2階から移転



chuu は10代～30代の幅広い女性を中心に人気の韓国ファッションブランド。“いつも輝

きたいという女性の夢を叶えたい”をテーマに、時にはかわいく、時にはさわやか、時には小

悪魔、時には透明感を、、、誰もがはまってしまう自分を表現できるようなファッションを提

案いたします。 

《オープン記念》 

SHIBUYA109限定スウェット¥4,800（税込）を販売いたします。 

3/21（木・祝）2階 ニューオープン   

chuu（チュー） 
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■新店舗・リニューアル店舗紹介 

“「Have a lovely time」美しく健康に ……”をコンセプトに、スポーツやヘルシーをテーマにした女性ならではの素材感

やシルエットをプラスした、20代～40代までの幅広いファッションが大好きな女性に向けたスニーカーブランド。毎日を自分

らしく、心地よく過ごせるスタイルで、デイリーユースなスタイリングを提案をします。 

《オープン記念イベント》 

ご購入いただいたお客さまに先着でatmos pinkオリジナルアクセサリーをプレゼントいたします。 

※なくなり次第終了となります。 

3/8（金）4階 

atmos  pink（アトモスピンク） 
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“未だ世に出ていない”個人・ブランドを今発信していく 

インキュベーションプラットフォーム。 

GIRLS RULE、SONYUNARAなど日本初上陸の韓

国ブランドを中心に可愛いアイテムを展開いたします。 

《リニューアル記念》 

¥5,000（税込）以上ご購入の方先着500名様に 

オリジナルバッグをプレゼントいたします。 

※なくなり次第終了となります。 

3/1（金）地下1階 リニューアルオープン 

IMADA MARKET 
（イマダマーケット） 

1919年ニューヨーク州ロチェスターで誕生した、アメリカを代表するスポーツアパレルブランド。白を基調としたやさしい居心地

の店内では、人気のスウェットやTシャツを代表とするカジュアル商品や雑貨から、スポーツ機能を取り入れたアパレルまで女

性向けのアイテムを中心に幅広いラインナップを取り揃えております。現代女性の生活シーンでファッションからスポーツまで

チャンピオンらしいシームレスなスタイルを様々な形で発信していきます。 

《オープン記念イベント》 

・オープン記念限定Tシャツ ¥6,480（税込）を販売いたします。 

・ノベルティプレゼント ¥8,000（税込）以上ご購入でトートバッグを、¥15,000（税込）以上ご購入でトートバッグ 

 ＆マグカップをプレゼントいたします。※なくなり次第終了となります。 

 

3/8（金）4階 ニューオープン 

Champion（チャンピオン） 

3/21（木・祝）地下1階 リニューアルオープン 

NAVANA（ナバーナ） 

“なりたい私“は髪型で決める、欲張り女子のヘアーク

ローゼット。 

《リニューアル記念》 

ウィッグを含む¥7,560（税込）以上ご購入の方に

ウィッグのケア用品をプレゼントいたします。 

※なくなり次第終了となります。 

 

※ノベルティイメージ 
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3/8（金）4階 リニューアルオープン 

SLY（スライ） 

3/15（金）5階 リニューアルオープン 

FIG&VIPER 
（フィグアンドヴァイパー） 

“セクシーに生きる Just Be Yourself”をコンセプトにした
インナーウェアブランド。 
《リニューアル記念》 
¥13,000（税込）以上のご購入の方にオリジナルステン
レスボトルをプレゼントいたします。 
※なくなり次第終了となります。 

3/15（金）3階 リニューアルオープン 

RAVIJOUR（ラヴィジュール） 

3/21（木・祝）4階 リニューアルオープン 

RODEO CROWNS 
（ロデオクラウンズ） 

“Fabulous Days”をテーマに元気でハッピーな世界観を提
案。アメカジをベースにし、少しのトレンド感、エッジの効いたア
イテムをMIXしたレディース、メンズ、キッズのデイリーユースなカ
ジュアルウェアブランド。 
《リニューアル記念》※なくなり次第終了となります。 

①限定アイテム販売 
・NEXT LEVELデニムサロペット¥10,789（税込） 
・2WAYサコッシュ¥3,769（税込） 
②限定ノベルティプレゼント 
・¥30,000（税込）以上ご購入でルームウェアSET 
・¥10,000（税込）以上ご購入でミラー＆コーム巾着SET 
 

『FIG&VIPER “ IN ” FASHION FOR PEOPLE』を
コンセプトに、年齢を問わず、納得のいく価格帯で、飽
きのこない誰でも楽しめるFASHIONを提案いたします。 
《リニューアル記念》 
¥10,000（税込）以上ご購入の先着100名様に、
オリジナルBIGTシャツをプレゼントいたします。 
※なくなり次第終了となります。 

《リニューアル記念》 

・¥15,000（税込）以上ご購入の方に、コンパクトウォレット

かポシェットのいずれか1点（1色）をプレゼントいたします。 

 MULTI WALLET （CAMEL、BLACK） 

 DOUBLE BELT BAG （CAMEL、BLACK） 

・その他SHIBUYA109限定アイテムも多数販売いたします。 

※ノベルティイメージ 
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3/21（木・祝）5階 リニューアルオープン 

EGOIST（エゴイスト） 
3/21（木・祝）5階 リニューアルオープン 

EVRIS（エヴリス） 

3/21（木・祝）5階 リニューアルオープン 

DURAS（デュラス） 

3/21（木・祝）5階 リニューアルオープン 

Delyle NOIR／DaTuRa 
（デイライルノアール／ダチュラ） 

沢山の人がいる中で自分をどう表現できるか。移り変わる時代
の中で、不必要なものをそぎ落す。 
枠に囚われることのないMIXTURE STYLEを楽しみ、そして
チャレンジする。自信に満ちて個性的でシックな女性。誰の為
でもなく、自分の為にまとう服を提案いたします。 
《リニューアル記念》※なくなり次第終了となります。 

・限定トートバッグ、ポケットミラー、ワイヤレスイヤホン、ルーム 
 ウェア、限定ショルダーバッグなど購入金額に応じたノベルティ 
 をプレゼントいたします。 
・リニューアルを記念した限定プライスアイテムを販売いたします。 

目を惹くオリジナル柄や繊細なレース。細やかなディテールとスタ

イルアップを約束するシルエットを持つアイテムは、カジュアルスタ

イルでも上品な大人のセクシーさを引き出します。 

《リニューアル記念》 

・その場で使える10％オフクーポンを配布いたします。 

・3月21日限定で「COCO都可」のタピオカドリンクをプレゼント

いたします。 

※数量限定、配布時間は当日店頭にてご案内いたします。 

《リニューアル記念》※なくなり次第終了となります。 
Delyle NOIR 
①限定アイテム、限定プライスアイテム販売 
・SHIBUYA109限定ワンピース¥6,372（税込） 
・選べるアウター×ワンピースSET¥19,440（税込） 
・ペプラムトップス×編み込みスカートセット¥8,532（税込） 
②ノベルティプレゼント 
・¥8,000（税込）以上ご購入の方に限定エコトートバッグを 
 プレゼントいたします。 
DaTuRa 
・¥12,000（税込）以上ご購入の方に、ノベルティ（バッグ、 
 パスケース、財布、ポーチなど）を1つプレゼントいたします。 
 

”STREET GAL“をテーマに、シーンを選ばないで着られる

STREET STYLE。スタンダードなアイテムから個性的で遊び

心のあるアイテムを幅広く揃え、いつだって最先端をいくit girl

に。わがままで欲張りな女の子にHAPPYを提供いたします。 

《リニューアル記念》 

3月21日のオープン当日、お並びいただいた方にオリジナルス

カーフを、¥18,000（税込）以上ご購入の方にルームウェア

をプレゼントいたします。※なくなり次第終了となります。 
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3/1（金）6階 リニューアルオープン 

An MILLE（アンミール） 

3/8（金）6階 リニューアルオープン 

dazzlin（ダズリン） 

3/21（木・祝）5階 リニューアルオープン 

rienda（リエンダ） 

3/21（木・祝）5階 リニューアルオープン 

LIP SERVICE（リップサービス） 

《リニューアル記念》 
・ノベルティプレゼント※なくなり次第終了となります。 

 ①¥18,000（税込）以上でポイントパーツフラットシューズ 

 ②¥30,000（税込）以上でBIGボストンバッグ 

・限定アイテム販売 

 ①rienda柄リバーシブルキャンバストートバッグ 

  ¥3,980（税込） 

 ②限定カラー レースワンピース ¥10,980（税込） 

SENSUALな魅力と輝く笑顔で周囲を晴れやかに照らす女性

をイメージしたURBAN RELAX STYLEを提案いたします。 

《リニューアル記念》 

・¥20,000（税込）以上ご購入でキルティングクラッチバッグ 

 をプレゼントいたします。※なくなり次第終了となります。 

・トップス、ワンピース、セットアップなど限定アイテムを販売いた 

 します。 

  

《リニューアル記念》 

・ノベルティプレゼント※なくなり次第終了となります。 

 ①ご購入いただいた方にオリジナルトートバッグをプレゼント 

  いたします。 

 ②¥10,000（税込）以上のご購入でオリジナルキャス 

  ケット帽をプレゼントいたします。 

・限定アイテム販売 

 コットンフリルブラウス ¥5,292（税込）を販売いたします。 

“New Sweet Casual”をテーマに、「HAPPYで常にキラキラ 

と華やかに輝き続けて欲しい」と想いを込めた服を提案します。 

《リニューアル記念》 

・限定カラーアイテム販売 

 ロングトレンチワンピース（オレンジ）¥8,532（税込） 

・ノベルティプレゼント 

 ¥9,000（税込）以上ご購入の方にミニトートバッグをプレ 

 ゼントいたします。※なくなり次第終了となります。※ブラックは 

 渋谷店限定カラーとなります。 
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3/8（金）7階 リニューアルオープン 

VOLCAN&APHRODITE 
（ヴォルカンアンドアフロダイティ） 

ファッションのトレンドをトータルコーディネート。 
足を踏み入れた瞬間から広がる個性溢れる店内の異空間
で“FASHION×ZAKKA”を提案いたします。 
 
《リニューアル記念》 
¥1,080（税込）以上 

ご購入の方に“ハンドタオル” 

をプレゼントいたします。 

※なくなり次第終了となります。 

SHIBUYA109 
住    所      東京都渋谷区道玄坂2-29-1 

T   E   L      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 

 
 

 

 


