
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、 2022年1月2日（日）～1

月16日（日）の期間、日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生したグローバル

ボーイズグループ 「INI (アイエヌアイ)」をイメージモデルとして起用した冬のセール『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』

『MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』を開催いたします（一部内容により会期が異なります）。「INI」

がファッションビルのキャンペーンモデルとして大々的なタイアップを行うのは当施設が初となり、期間中は、本セールのために撮り

下ろされた「INI」のビジュアルがSHIBUYA109渋谷店やMAGNET by SHIBUYA109の内外観に掲出されるほか、限定ア

イテムを販売するポップアップストアのオープン、さらに、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

るプレゼント企画などさまざまな取り組みを行います。
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株式会社SHIBUYA109エンタテイメント
2021年12月23日（木）17時解禁

日々状況が変化するコロナ禍において、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。

① 撮り下ろしセールビジュアル掲出

② 「INI」初のポップアップストアがオープン
限定オフィシャルアイテムを販売！

③ サイン入りポスターなどが抽選で当たる
豪華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多数出現！

⑤ 「INI」の楽曲を館内で放送
館内アナウンスにもメンバーが登場！

『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』
『MAGNET by SHIBUYA109 

WINTER SALE × INI』

SHIBUYA109／MAGNET by SHIBUYA109 冬のセール開催のお知らせ

話題の大型新人ボーイズグループ「INI （アイエヌアイ）」と
SHIBUYA109が初のコラボレーション！

『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』
『MAGNETby SHIBUYA109 WINTER SALE ×INI』

期間：2022年1月2日（日） ～ 1月16日（日）



撮り下ろしセールビジュアル掲出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の内外観に、本セールのために撮り下ろされた『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』

『MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』のスペシャルセールビジュアルを掲出いたします。

あわせて、SHIBUYA109渋谷店エントランスの巨大サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンをはじめ、MAGNET 

by SHIBUYA109エントランスサイネージ、SHIBUYA109阿倍野店、SHIBUYA109鹿児島店の施設内サイネージなど

様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映されます。また、「INI」メンバーの撮り下ろしコメント動画が

SHIBUYA109渋谷店・阿倍野店の館内にてご覧いただけます。（放映場所は一部変更となる場合がございます。）

さらに、来館が難しい方もお楽しみいただけるよう、オリジナルキャンペーン動画は、2021年12月26日（日）14時より

SHIBUYA109公式YouTubeにて先行公開いたします。

SHIBUYA109公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpt3D-UVX_jj2MDFVM6V0bA

SHIBUYA109渋谷店装飾イメージ

※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。
※一部内容により期間が異なります。

MAGNET by SHIBUYA109装飾イメージ
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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

2022年1月2日（日）～ 1月16日（日）※一部施設により異なります開催期間

場所

『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』 概要

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

2022年1月2日（日）～ 1月16日（日）開催期間

場所

『MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』 概要

http://www.shibuya109.jp/x/INI_WINTERSALE2022

『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』『MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』キャンペーン概要

特設ページ

開催期間 2022年1月2日（日）～ 1月16日（日）※一部内容により期間が異なります

内容

1.撮り下ろしセールビジュアル掲出

2.ポップアップストア『INI POP-UP STORE』オープン

3. 「INI」メンバーのサイン入りポスターなどが抽選で当たる豪華プレゼント企画

4.スペシャルフォトスポット

5.館内BGMにINIの楽曲が登場、「INI」メンバーによる館内アナウンス放送

https://www.youtube.com/channel/UCpt3D-UVX_jj2MDFVM6V0bA
http://www.shibuya109.jp/x/INI_WINTERSALE2022


『INI POP-UP STORE』オープン2 東京・大阪・愛知
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本セールの開催を記念して、「INI」のポップアップストアが、東京、大阪、愛知の3都市でオープンいたします。トレーディング

カードやアクリルスタンドなど、全商品がここでしか手に入らない本ストア限定オフィシャルアイテムとなります。また、店内では本

ポップアップストアでしか観ることのできない「INI」メンバー撮り下ろしコメント動画の放映を行うほか、ARを使った仕掛けもご

用意いたします。ぜひお楽しみください。

※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。

※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完全事前予約制とさせていただきます。

※詳細はポップアップストア特設ページをご確認ください。

ショップ名：『INI POP-UP STORE』

オープン期間：2022年1月2日（日）～1月30日（日）

※＜愛知＞近鉄パッセ店のみ2022年1月21日（金）～1月26日（水）

場所： ＜東京＞ SHIBUYA109渋谷店・ 8階DISP!!!

＜大阪＞ SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

＜愛知＞ 近鉄パッセ店 6階

ポップアップストア特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=272523

トレーディングカード（ランダム）３枚セット／￥1,100

《商品イメージ》 ※価格は全て税込表記

A4クリアファイル（ランダム）／￥500

アクリルスタンド（ランダム）／￥1,000

ミラー／ ￥1,000 ポーチ／￥1,800

缶バッジ（ランダム）／￥500

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=272523


②オリジナルショッパープレゼント

全国のSHIBUYA109とMAGNET by SHIBUYA109で1会計500円（税

込）以上お買い物をしていただいた方を対象に、先着で『SHIBUYA109 

WINTER SALE × INI』 』『MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE 

× INI』限定の非売品オリジナルショッパーをプレゼントいたします。

配布期間：2022年1月8日（土）～1月16日（日）
※各店舖なくなり次第終了となります。※一部店舗は対象外となる場合がございます。

詳細は本セールの特設ページをご確認ください。

※東京・大阪・愛知の3都市で開催する『INI POP-UP STORE』でのお買い物は

対象外となります。
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ショッパーイメージ

プレゼントキャンペーン3 全国

①「INI」メンバー全員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、 「INI」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。

賞品： A賞 「INI」メンバー全員サイン入り集合ポスター
B賞 オリジナルトレーディングカード

応募期間：2022年1月2日（日）～1月16日（日）
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。
※東京・大阪・愛知の3都市で開催する『INI POP-UP STORE』でのお買い物は対象外となります。

計11名様
計98名様

スペシャルフォトスポット4 東京

SHIBUYA109渋谷店では『SHIBUYA109 WINTER SALE × INI』のセールビジュアルと撮影ができるスペシャルフォト
スポットの設置や、「INI」メンバーの手書きメッセージ・サインの展示、そしてMAGNET by SHIBUYA109
7階フードフロア「MAG7」では、「INI」メンバーソロカットビジュアルの展示も行います。

スペシャルフォトスポット
設置場所：SHIBUYA109渋谷店 3階エレベーターホール
設置期間：2022年1月2日（日）～1月16日（日）

「INI」メンバーの手書きメッセージ・サイン展示
設置場所：SHIBUYA109渋谷店 B2階～8階 階段
設置期間：2022年1月2日（日）～1月16日（日）
※各フロアに「INI」メンバー各1名の手書きメッセージ・サインが展示されます。

ソロカットビジュアル展示
設置場所：MAGNET by SHIBUYA109 7階「MAG7」
設置期間：2022年1月2日（日）～1月16日（日）



館内BGMに「INI」の楽曲が登場、
「INI」メンバーによる館内アナウンス放送
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SHIBUYA109渋谷店とMAGNET by SHIBUYA109館内のBGMに「Cardio」を始めとした「INI」の楽曲が登場。
また、SHIBUYA109渋谷店では、ここでしか聴くことのできない、本イベントのために録り下ろされた「INI」メンバーによる
新年を祝う館内アナウンスを放送いたします。館内でお買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

楽曲放送場所：SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109館内
アナウンス放送場所：SHIBUYA109渋谷店
放送期間：2022年1月2日（日）～1月16日（日）

東京

※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。
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社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の

SEASON2で新たに “国民プロデューサー”によって選ばれた11人組グローバルボーイズグループ

「INI(アイエヌアイ)」。グループ名には“11人の僕たち (私：I) があなた(I)と繋がり合う

(Network)”という意味が込められている。

2021年11月3日（水）にデビューシングル『 Ａ 』でデビューし初週で50.8万枚の売り上げの

ハーフミリオンを達成。第63回日本レコード大賞で新人賞を受賞した。

INI

「INI」 OFFICIAL SITE https://ini-official.com/
「INI」 Twitter @official__INI

＜メンバーからのコメント＞

「一年間頑張った自分にご褒美ってことで、おしゃれな服たくさん買っちゃおう！」（髙塚大夢さん）

「好みの服にめぐり合えますように♡」（西洸人さん）

「沢山買い物してリフレッシュしてください！」（尾崎匠海さん）

「SHIBUYA109 WINTER SALE × INIで、たくさんお買い物楽しんでください！Love y‘all～」（許豊凡さん）

他メンバーのコメントも随時アップしていきますので、ぜひSHIBUYA109公式SNSをチェックしてみてください。

SHIBUYA109公式Twitter：＠SHIBUYA109NET

SHIBUYA109公式Instagram：＠109_shibuya

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㈹ 1月2日（日）～1月16日（日）

　1月2日・3日　10時～20時

　1月4日以降　平日 11時～21時

　　　　　　　　　  土日 10時～20時

　※飲食店舗は終日11時～22時

　※一部店舗により異なる

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㈹ 1月2日（日）～1月16日（日）

　1月2日・3日　10時～20時

　1月4日以降　平日 11時～21時

　　　　　　　　　  土日 10時～20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㈹ 1月2日（日）～1月16日（日） 　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㈹ 1月1日（土）～1月16日（日）
　1月1日　　　　10時～19時

　1月2日以降　10時～20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。
※各施設、2022年1月2日（日）・3日（月）は混雑状況により、開店時間が早まる可能性がございます。

「SHIBUYA109 WINTER SALE」各施設の日程

「MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE」の日程

各施設のセール日程

https://ini-official.com/
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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


