
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する

「SHIBUYA109渋谷店」、「MAGNET by SHIBUYA109」をはじめとする4つの施設にて、 2021年7月2日（金）～7月

31日（土）の期間、7人組グローバルボーイグループ「ENHYPEN（エンハイプン）」をキャンペーンモデルとして起用した夏の

セール『SHIBUYA109 SUMMER SALE』『MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE』を開催いたします。

期間中は、「ENHYPEN」の巨大ビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の外観に掲出されるほか、東京・大阪にオープンする

「ENHYPEN」初となるポップアップストアでは限定グッズも販売、さらに、7月6日（火）にリリースする日本デビューシングル

『BORDER : 儚い』のスペシャルフォトスポットの設置や、メンバーのサイン入りポスターなどが当たるSNSプレゼント企画などさま

ざまな取り組みを行います。

SHIBUYA109／MAGNET by SHIBUYA109 夏のセール・キャンペーン詳細が決定

次世代を担うグローバルボーイグループ「ENHYPEN（エンハイプン）」とコラボレーション！

『SHIBUYA109 SUMMER SALE』
『MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE』
期間：2021年7月2日（金）～ 7月31日（土）

「ENHYPEN」初のポップアップストアや、サイン入りポスターなどが当たるプレゼント企画も実施！
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株式会社SHIBUYA109エンタテイメント
2021年6月18日（金）18時解禁

『SHIBUYA109 SUMMER SALE』
『MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE』

① 『ENHYPEN SHIBUYA109 SUMMER SALE』

キャンペーンビジュアル掲載

② 「ENHYPEN」初のポップアップストアにて限定アイテム

を販売！

③ サイン入りポスターなどが抽選で当たるプレゼント企画を

実施！

④ スペシャルフォトスポットが館内に出現！

コロナ禍においてライブなど外出が制限されることが多い中、SHIBUYA109は新しい生活様式の中で安心安全な対策を講じ

つつ、ファッションやエンターテイメントの力で、皆様に楽しんで頂ける様々な企画を展開して参ります。

キャンペーンの詳細は次頁以降をご参照ください。



SHIBUYA109渋谷店（東京） 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 

SHIBUYA109阿倍野店（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

SHIBUYA109鹿児島店（鹿児島） 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島本館2階

2021年7月2日（金）～ 7月31日（土）※一部施設により異なります開催期間

場所

『SHIBUYA109 SUMMER SALE』 概要

MAGNET by SHIBUYA109（東京） 東京都渋谷区神南1-23-10 

2021年7月2日（金）～ 7月31日（土）開催期間

場所

『MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE』 概要
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http://www.shibuya109.jp/x/contents/ENHYPEN_SUMMERSALE

『ENHYPEN SHIBUYA109 SUMMER SALE』『ENHYPEN MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE』概要

特設ページ

開催期間 2021年7月2日（金）～ 7月31日（土）※一部内容により期間が異なります

内容

キャンペーンビジュアル掲出１ 全国

渋谷の街の象徴ともいえるSHIBUYA109渋谷店のビル外壁(通称：シリンダー) を始め、全国のSHIBUYA109、

MAGNET by SHIBUYA109の館内外に、『ENHYPEN SHIBUYA109 SUMMER SALE』『ENHYPEN 

MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE』の巨大ビジュアルを掲出いたします。

※一部施設により異なります。

※天候により設置日が変更となる場合がございます。

1.キャンペーンビジュアル掲載

2.ポップアップストア『ENHYPEN POP-UP STORE “BORDER : 儚い”』オープン

3.メンバーのサイン入りポスターなどが抽選で当たるプレゼント企画

4.スペシャルフォトスポットの設置

SHIBUYA109渋谷店 MAGNET by SHIBUYA109
※イメージ

http://www.shibuya109.jp/x/contents/ENHYPEN_SUMMERSALE


『ENHYPEN POP-UP STORE "BORDER : 儚い"』オープン2 東京・大阪

本キャンペーン開催を記念して、 「ENHYPEN」初となるポップアップストアが、SHIBUYA109渋谷店・SHIBUYA109阿

倍野店に同時オープンいたします。

クリアファイルやトートバッグなどのSHIBUYA109でしか手に入らない限定アイテムなどのオフィシャルアイテムを販売いたします。

※各店、多くのお客様のご来店が予測されるため、スマートフォンからの応募による事前予約制とさせていただきます。

取り扱いアイテムなどの詳細についてはポップアップストア特設サイトをご確認ください。

ショップ名：『ENHYPEN POP-UP STORE “BORDER : 儚い“』 in TOKYO

『ENHYPEN POP-UP STORE “BORDER : 儚い”』 in OSAKA

オープン期間：7月6日（火）～8月1日（日）

場所： SHIBUYA109渋谷店・ 地下1階「DISP!!!」 ／SHIBUYA109阿倍野店 「DISP!!!」

ポップアップストア特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=258691

https://ticket.tickebo.jp/enhypen_popupstore/

※6月21日18:00～ 抽選受付開始
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プレゼントキャンペーン3 全国

①サイン入りポスタープレゼント

全国のSHIBUYA109、MAGNET by SHIBUYA109で3,000円（税込）以上ご購入いただいた方の中から抽選で、
計109名さまに、 「ENHYPEN」メンバーのサイン入りポスター等が当たるプレゼント企画を実施いたします。また、A賞のサ
イン入り集合ポスターは、SHIBUYA109渋谷店2階のCOCOSPOTにて現物の展示をいたします。

賞品： A賞 サイン入り集合ポスター 計10名様
B賞 各メンバーサイン入りソロチェキ 計7名様
Wチャンス賞 ステッカー 計92名様
※Wチャンス賞は、A賞・B賞にはずれた方の中から抽選となります。

応募期間：2021年7月2日（金）～7月31日（土）
応募方法：応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信。

※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみとなります。※応募ページはお会計時にご案内いたします。
※ポップアップストア『ENHYPEN POP-UP STORE “BORDER : 儚い“』でのお買い物は対象外となります。

ポスター展示期間：7月17日（土）～7月31日（土）

②サイン入りメンバー集合チェキ（Twitter）

SHIBUYA109公式Twitterをフォロー＆該当ツイートをRT＆リプライ、または引用RTでメンバーに対する愛をコメントして
ご応募いただけるプレゼント企画。応募いただいた方の中から抽選で3名様にサイン入りメンバー集合チェキをプレゼント。お
うちや学校など、全国どこにいてもご参加いただける企画となっております。

応募期間：2021年7月2日（金）～7月8日（木）
SHIBUYA109公式Twitterアカウント：＠SHIBUYA109NET

取り扱いアイテム（価格はすべて税込み）

【SHIBUYA109限定】

GROUP KEYRING（WHITE／BLUE） 1,200円

CLEAR FILE（RANDOM） 600円

TOTE BAG 2,800円

MASK 1,800円 and more!

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=258691
https://ticket.tickebo.jp/enhypen_popupstore/
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③ノベルティプレゼント

「ENHYPEN」の日本デビューシングル『BORDER : 儚い』のリリースを記念して、7月6日（火）から、全国のSHIBUYA109

とMAGNET by SHIBUYA109でお買い物をしていただいた方を対象に、先着で「ENHYPEN」限定うちわをプレゼントします。

※ポップアップストア『ENHYPEN POP-UP STORE “BORDER : 儚い“』でのお買い物は対象外となります。

期間：2021年7月6日（火）～7月31日（土）
※各店舖なくなり次第終了となります。

スペシャルフォトスポットの設置4 東京

『ENHYPEN SHIBUYA109 SUMMER SALE』のキャンペーンビジュアルと、 7月6日（火）にリリースする日本デビュー
シングル『BORDER : 儚い』のビジュアルで撮影ができるフォトスポットをSHIBUYA109渋谷店の館内に設置します。

『ENHYPEN SHIBUYA109 SUMMER SALE』キャンペーンビジュアル
設置場所：SHIBUYA109渋谷店 3階エレベーターホール
設置期間：7月2日（金）～7月31日（土）

『BORDER : 儚い』ビジュアル
設置場所：SHIBUYA109渋谷店 4階エレベーターホール
設置期間：7月6日（火）～7月31日（土）

ENHYPENは、HYBEと総合コンテンツ大手CJ ENMの合作法人 BELIFT 
LABに所属する、 JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・
SUNGHOON・SUNOO・NI-KIのメンバー7人で構成されたグローバルボー
イグループだ。彼らは、2020年6月から約3か月間放映された、Mnetの超
大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。
2021年4月に発売した2nd Mini Album『BORDER : CARNIVAL』で
は、オリコン週間ランキング、デイリーランキングでいずれも首位を記録するなど
第4世代ホットアイコンとして世界中から大きな注目を集めている。
チーム名の「ENHYPEN」は、記号の「ハイフン」が意味するように、お互いに
異なる環境でちがう人生を生きてきた7人の少年が「つながり」、お互いを「発
見」し、ともに「成長」するという意味を持つ。また、音楽を通じて人と人、世界
と世界をつなぐという抱負も込められている。

7月6日にシングル『BORDER : 儚い』で日本デビュー。本作には昨年11月に発売された韓国1stミニアルバム『BORDER : DAY ONE』の
タイトル曲「Given-Taken」と収録曲「Let Me In (20 CUBE)」の日本語バージョン、そして初の日本オリジナル曲「Forget Me Not」計3
曲が収録される。

ENHYPEN（エンハイプン）

JAPAN OFFICIAL SITE https://enhypen-jp.weverse.io/

※新型コロナウイルスの影響により内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※イメージ

https://enhypen-jp.weverse.io/


施設名 住所 TEL 日程 営業時間

SHIBUYA109渋谷店
〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂2-29-1
03-3477-5111㈹ 7月2日（金）～ 7月31日（土）

　10時～21時

　※一部店舗により異なる

SHIBUYA109阿倍野店
〒545-0052

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

06-6556-7109㈹ 7月2日（金）～ 7月31日（土） 　10時～21時

SHIBUYA109鹿児島店
〒890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町1-1

アミュプラザ鹿児島 本館2階

099-812-7700㈹ 7月2日（金）～ 7月31日（土）

　月～木:10時～20時半

　金～日・祝・祝前日

　　　　　　:10時～21時

※新型コロナウイルスの影響により、営業時間が変更となる場合がございます。詳細は各施設ホームページをご確認ください。

「SHIBUYA109 SUMMER SALE」各施設の日程

「MAGNET by SHIBUYA109 SUMMER SALE」の日程

各施設のセール日程
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その他のお知らせ

HELLO SUMMER！ワクワク抽選会

SHIBUYA109渋谷店とMAGNET by SHIBUYA109では、7月3日（土）、4日（日）の二日間、館内で使えるお

買い物券が当たる抽選会を開催いたします。

さらにその場で各施設のTwitterアカウントのフォロー&対象投稿をリツートで、もう一度くじに挑戦できるダブルチャンスも実

施いたします。

※SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109のみの開催となります。

期 間：7月3日（土）・4日（日）

時 間：11:00～18:00

場 所：SHIBUYA109渋谷店 1階 エレベーターホール 特設カウンター

MAGNET by SHIBUYA109 1階 エントランス 特設カウンター

参加方法：館内で4,000円（税込）以上お買い上げごとに1回参加。※合算可能 ※お1人様10回まで

※各施設の公式Twitterアカウントのフォロー&リツートでさらに1回参加可能

賞 品：SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109館内で当日使えるお買い物券

参加賞：SHIBUYA109渋谷店 … キャンディー

MAGNET by SHIBUYA109 … ポーチ

※各日、賞品がなくなり次第終了となります。

※新型コロナウイルス感染対策のため、開催時間が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

施設名 住所 TEL 日程 営業時間

MAGNET

by SHIBUYA109

〒150-0041

東京都渋谷区神南1-23-10
03-3477-5111㈹ 7月2日（金）～ 7月31日（土）

　10時～21時

　※一部店舗により異なる



＜私たちが取り組んでいる内容＞

・販売員、バックスタッフなどすべての従業員の健康管理の徹底

（毎日の検温、感染防止のマスク着用、定期的な手洗いと消毒の徹底、飲食店スタッフの手袋着用）

・各ショップ内（レジカウンター、什器、試着室など）の消毒と清掃

・飛沫感染防止用シート設置、コイントレイ使用による接触の防止

・エレベーター、トイレなど共用部の定期消毒・清掃

＜お客様へのお願い＞

・館内でのマスク着用をお願いいたします。

・発熱、体調不良の方はご無理なさらずご来店はお控えください。

・エスカレーターやレジ、試着室では間をあけてお並びください。

・入館時には手指の消毒をお願いいたします。

・金銭、カード類はコイントレイ上でのご利用をお願いいたします。

・密集および混雑防止のため、開店前の待機はお控えください。

・混雑時は入館を制限させていただく場合がございます。

新型コロナウィルス感染対策への取り組み
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