
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、ディズニーが受容性の高い職

場づくりと、地域社会での支援や友好的な環境づくりの一環として取り組んでいる「The Walt Disney Company’s Pride

collection」に賛同し、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」と、「MAGNET by SHIBUYA109」の両施設に

て、『SHIBUYA PRIDE MONTH』を6月18日（金）から7月1日（木）まで開催いたします。

SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109

The Walt Disney Company’s Pride collection賛同企画

『SHIBUYA PRIDE MONTH』
誰もが楽しく自分らしく！ファッションからカテゴライズされないダイバーシティを実現しよう

期間：2021年6月18日（金）～ 7月1日（木）
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株式会社SHIBUYA109エンタテイメント
2021年6月２日（水）16時解禁

『SHIBUYA PRIDE MONTH』

SHIBUYA109は、「Making You SHINE!ー新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶えるー」の企業理念を掲げ、一人

一人が輝ける社会を実現可能にするために、様々な取り組みを行ってきました。今回は「誰もが自分らしく生きられる社会」に

ついて、一人でも多くの方に考えてもらうきっかけを作りたい、という想いから、本企画を開催いたします。

『SHIBUYA PRIDE MONTH』では、The Walt Disney Company’s Pride collection、UNISEX COLLECTION

の2つの軸で、オリジナルアイテムの販売や、性別にとらわれないスタイリングを提案いたします。また、クリエイティブディレクターに

幅広いジャンルで実績を収めている五十嵐LINDA渉氏（TWINPLANET所属）を迎えたデジタルカタログの公開、スペシャ

ルオンラインイベントを生配信するなど、コロナ禍の今だからこそお家でも楽しめるイベントを発信いたします。

① 館内の人気ブランドでオリジナルデザインの
アイテム『The Walt Disney 
Company’s Pride collection』
を販売！

② 館内の人気ブランドの『UNISEX
COLLECTION』をピックアップ！

③ デジタルカタログの公開、カタログ出演モデル
のビジュアルが館外・館内に登場！

④ スペシャルイベントをオンラインで生配信！

SHIBUYA109は、安心安全な施設運営を通じ、新しい生活様式の中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。詳細は次頁以降をご確認ください。
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SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 

2021年6月18日（金）～ 7月1日（木）開催期間

場所

『SHIBUYA PRIDE MONTH』 キャンペーン概要

MAGNET by SHIBUYA109 東京都渋谷区神南1-23-10 

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=257211特設ページ

内容

『The Walt Disney Company’s Pride collection』1

1.館内の人気ブランドで『The Walt Disney Company’s Pride collection』を販売！
2.館内の人気ブランドの『UNISEX COLLECTION』をピックアップ！
3.デジタルカタログの公開、カタログ出演モデルのビジュアルが館外・館内に登場！
4.スペシャルイベントをオンラインで生配信！

SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109の人気ブランドや、SHIBUYA109による
『The Walt Disney Company’s Pride collection』オリジナルアイテムの販売をいたします。
また、SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109店頭にて本アイテムをご購入いただいた方には、
ノベルティとして『Disney PRIDE』オリジナルマルチケースをプレゼントいたします。

①『The Walt Disney Company’s Pride collection』オリジナルアイテム

『The Walt Disney Company’s Pride collection』では、SHIBUYA109渋谷店と、MAGNET by SHIBUYA109
の人気５ブランドから、レインボーカラーを基調とした「Disney」「PIXER」「MARVEL」「STARWARS」のロゴやキャラクターデ
ザインのTシャツやバッグなど、このイベントでしか手に入らない限定アイテムを販売いたします。
※一部SHIBUYA109公式通販でも販売いたします。

販売期間：6月18日（金）～ ※各ブランドなくなり次第終了
参加ブランド：＜SHIBUYA109渋谷店＞GYDA（5階）／SPIRALGIRL（5階）／dazzlin  (6階)

＜MAGNET by SHIBUYA109＞ パニカムトーキョー（2階）／A'GEM/9 （4階）
《商品イメージ（一部）》

パニカムトーキョー
【MARVEL（マーベル）】ロゴ/トートバッグ

¥3,300

パニカムトーキョー
【Disney（ディズニー）】ロゴ/Tシャツ

¥3,300

dazzlin
Rainbow Disney Collection Tシャツ

全3種 各¥4,400

SPIRALGIRL
【Disney/ディズニー】リブタンク

全2種 各¥4,950

GYDA
MICKEY MOUSE/ポケットショートTシャツ

全2種 各¥5,490

A'GEM/9
ミッキーマウス/Tシャツ
全2種 各¥6,490

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=257211
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②The Walt Disney Company’s Pride collection/SHIBUYA109 オリジナルアイテム

五十嵐LINDA渉氏（TWINPLANET所属）が商品デザインを担当した、バケットハットやパーカー、スウェット、バンダナ、
ステッカー、MA-1などのThe Walt Disney Company’s Pride collection/SHIBUYA109オリジナルアイテムを
SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109公式通販限定で販売いたします。※MA-1のみ完全受注販売となります。

販売期間：6月18日（金）～ ※終了期間未定
販売店舗：SHIBUYA109渋谷店 IMADA MARKET（地下1階）

SHIBUYA109公式通販 https://www.shibuya109.jp/onlinestore/

ノベルティ情報
SHIBUYA109渋谷店・MAGNET by SHIBUYA109にて、オリジナルアイテムを

ご購入いただいた方に、オリジナルマルチケースをプレゼントいたします。

※アイテム１つご購入毎に１つプレゼント。各店なくなり次第終了となります。

ピックアップブランド：＜SHIBUYA109渋谷店＞RASVOA（4階）／FIG&VIPER （5階）／PUNYUS（6階）
KRYCLOTHING（7階） ／SPINNS（7階） ／WEGO（7階）

＜MAGNET by SHIBUYA109＞ DANS TOKYO（3階）／MinoriTY/サブクロ（5階）

※各ブランドの紹介アイテムは無くなり次第終了となります。
※ SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109ともにピックアップブランド以外の一部店舗でも、ユニセックスアイテムを
お取り扱いしております。

『UNISEX COLLECTION』２

SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109の館内ブランドから、性別にとらわれず男女兼用で着用できる
ユニセックスアイテムをピックアップし、様々なスタイリングの提案をいたします。

《商品イメージ（一部）》

スター・ウォーズ/ロゴパーカー
¥6,050

スター・ウォーズ/ロゴスウェットパンツ
¥6,600

ディズニー/総柄バンダナ
¥2,200

ディズニー/ロゴバケットハット
¥4,400

ミッキー&ミニー/ステッカー
¥880

【受注品】ミッキーマウス/MA-1
¥22,000

【受注品】スター・ウォーズ/MA-1
¥22,000

【受注品】アースラ/MA-1
¥22,000
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https://www.shibuya109.jp/onlinestore/
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スペシャルイベント生配信４ オンライン

キャンペーン初日に、SHIBUYA109渋谷店8階、SHIBUYA109 LIVE TV ハチスタにて、トークイベントを生配信で開
催いたします。
『SHIBUYA PRIDE MONTH』情報や実際にモデルさんが着用しているアイテム紹介をはじめ、LGBTQ＋に関するテー
マについて熱く語るオンライン生配信イベントになります。
生配信なので随時コメントでの質問も受け付け予定です。詳細は後日発表いたします。

番組タイトル： 『SHIBUYA PRIDE MONTH』スペシャルオンラインイベント
配信日時：6月18日（金） 予定
配信先：・SHIBUYA109公式Youtubeチャンネル（ライブ配信・配信後アーカイブ配信）

https://www.youtube.com/user/SHIBUYA109Channel/videos
※内容は変更となる場合がございます。

『The Walt Disney Company’s Pride collection』オリジナルアイテムや、館内で取り扱う『UNISEX COLLECTION』

を紹介するデジタルカタログを制作。ビジュアルと同じく五十嵐LINDA渉氏（TWINPLANET所属）がプロデュースを担当しま

した。また、カタログや館内に掲出するビジュアルには、国内外で活躍しているモデル「NANA TAKAGI」や、「ROY」はじめとす

る、今の時代を先駆ける琴奏者「ASUKA」、現代美術家「磯村暖」などをモデルとして起用し、ビジュアルの視点からも、カテゴ

ライズ＆ラベリングされない、ダイバシティーを視覚化したビジュアルになっております。また、ディズニーのバーチャルガール“Ella(エ

ラ)”もモデルとして初参加。

「仮想現実と、リアル」が融合された、新しいSHIBUYA109のダイバーシティーの提案型キービジュアル及び、カタログが完成い

たしました。

さらに、SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109館外・館内にて、カタログ出演モデルのビジュアルが掲出され

ます。館外には巨大ビジュアルが、館内では各モデルのソロポスターや動画を放映するほか、渋谷街頭ビジョンでは今回のオリジ

ナル映像の放映もいたします。

デジタルカタログ公開期間：2021年6月18日（金）～ 7月1日（木）

館内・館外ビジュアル掲出期間：2021年6月18日（金）～ 7月1日（木）

渋谷街頭ビジョン放映期間：2021年6月18日（金）～ 6月30日（水）

参加モデル：バーチャルガール“Ella(エラ)／NANA TAKAGI／ROY／ICHI／NAO／ALEX／YOSUKE／

磯村暖（現代美術家）／ASUKA（琴奏者）※順不同・敬称略

※デジタルカタログは、『SHIBUYA PRIDE MONTH』特設ページにて公開いたします。

※内容は変更となる場合がございます。

デジタルカタログの公開、カタログ出演モデルのビジュアルが館外・館内に登場！３

https://www.youtube.com/user/SHIBUYA109Channel/videos


＜ The Walt Disney Company’s Pride collection ＞

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、多様性を尊重し、受容性の高い職場づくりと、地域社会で
の支援や友好的な環境づくりに取り組んでおり、LGBTQ+コミュニティを支援する世界中の
団体に寄付を行っています。国内では認定NPO法人「虹色ダイバーシティ」へ寄付します。

＜五十嵐LINDA渉（TWINPLANET所属）＞

空間演出、グラフィック、ファッションや広告ディレクションまで、幅広いジャンルで

キュート&MODEなクリエイティヴィティを発揮するアーティスト。SHIBUYA109

環境リニューアルのクリエイティブディレクターの就任や、マイナビpresents 第28

回 東京ガールズコレクション2019 S/Sキービジュアル制作のアーティストに抜

擢されるなど、多岐に渡り活動している。株式会社大創産業（DAISO）と

協業にて立ち上げた雑貨ブランド「ash」は、完売商品が続出。また昨今では、

LGBTQの活動にも専念し、様々なトークショーなどにも登壇している。

SHIBUYA109の40周年プロジェクトの際には、クリエイティブディレクターとして、

フォトジェニックな内装デザインなどを担当。

五十嵐LINDA渉氏コメント
この企画に際して、ディレクターを務めさせていただき光栄に思います。

PRIDEという大きなテーマでありながら、日本にとって、まだまだ課題が残る

LGBTQに関して、敢えてカテゴライズ＆ラベリングをしない、という部分にこ

だわり、キービジュアルなどを仕上げて見ました。

日本の歴史にとって大きな進歩であり、きっかけになりえるキャンペーンになる

ことを心に秘めて、まずは、このようなきっかけを与えて下さった皆さまと、モデ

ルで登壇してくださった皆さま、クリエイティブに関わってくださった皆さまに本当

に感謝です。是非、体感していただければ幸いです。

五十嵐LINDA渉 オフィシャルサイト：
https://watarulindaigarashi.tokyo/
五十嵐LINDA渉 Instagram：
https://www.instagram.com/
watarulindaigarashi/

詳細については、RainbowDisneyCollection.com
（https://dpep.disney.com/rainbow-disney-collection-ja/）をご覧ください。
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＜ Pride Month（プライドマンス）＞

LGBTQの権利獲得運動の転換点となったストーン・ウォールの反乱が起こったのが6月末だったことから、毎年6月最終日

曜日にパレードが開催されるようになり、この週末をプライド・ウィーク（Pride Week）、6月をプライド・マンス（Pride 

Month）と呼ぶようになりました。

https://watarulindaigarashi.tokyo/
https://www.instagram.com/watarulindaigarashi/
https://www.instagram.com/watarulindaigarashi/
https://dpep.disney.com/rainbow-disney-collection-ja/
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＜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

※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。

※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。

その他のお知らせ

Pre Summer！もうすぐ夏だよ抽選会

SHIBUYA109渋谷店では、6月26日（土）、27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SHIBUYA109公式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渋谷店のみの開催となります。

期 間：SHIBUYA109渋谷店 6月26日（土）・27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

参加方法：館内で3,000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

※SHIBUYA109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渋谷店館内で当日使えるお買い物券

参加賞：キャンディー

※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。


