２０１８年８月２０日

渋谷ストリーム開業！官民連携により、憩いの水辺空間で
まちびらきの取り組みを実施します！
～９月１３日（木）渋谷ストリーム開業日からスタート、渋谷駅南側エリアに新たな賑わいを創出～
◎まちびらきプロモーション「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ ～あたらしい景色をソウゾウしよう～」に参画！
◎「渋谷ストリーム ホール」 こけら落としイベントは欅坂４６に決定
東京急行電鉄株式会社
当社は、旧東横線渋谷駅のホーム 、線路跡地およびその周辺地区を利用した大規模複合施設「渋谷ストリーム
（ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＴＲＥＡＭ）」の開業と、官民連携によって再生される渋谷川や緑豊かな遊歩道が整備されることに伴い、
９月１３日（木）から９月３０日（日）まで、「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ ～あたらしい景色をソウゾウしよう～」をテーマに、行政や
地域と連携した、まちびらきプロモーション（以下、本取り組み）に参画します。
本取り組みは、渋谷駅周辺の開発で街が変化していく節目に、渋谷の魅力を向上させ、新たな渋谷を発信し続けること
を目的に、渋谷区、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントをはじめ、近隣の教育機関、事業者、地元の町内会や商店
会が参画する「第Ⅰ期まちびらき推進委員会」（以下、本委員会）が推進するものです。当社は、本委員会に参画し、行政
や地元住民、企業が一体となって地域を盛り上げる新たな試みで、渋谷のまちびらきに貢献します。
今般、渋谷ストリーム開業と渋谷川沿いの遊歩道の整備による渋谷駅南側の新たなまちびらきを記念し、さまざまなイベ
ントを開催することで、これまでの渋谷にない憩いの水辺空間および新たな渋谷の魅力を発信します。

▲ランタンイベント「ツナグアカリ」
イメージ画像

▲「渋谷ストリーム ホール」のこけら落とし
イベントを担当する欅坂４６

▲「ｍｔ ｍｅｅｔｓ Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ」
イメージ画像

渋谷ストリームの開業日である９月１３日（木）からは、渋谷駅南側エリア（以下、本エリア）に縁ある人々の想いをつなぐ
ことを目的に、渋谷川沿いの広場や遊歩道にランタンを並べて灯りを燈すイベント「ツナグアカリ」のほか、マスキングテープ
で広場や遊歩道を装飾して賑わいを創出する「ｍｔ ｍｅｅｔｓ Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ」、本エリアで新しい価値の創造を目指
す「１００ＢＡＮＣＨ（ヒャクバンチ）」のプロジェクト活動を渋谷川沿いの遊歩道でお披露目する「１００ＢＡＮＣＨストリート」など、
さまざまなプロモーションを展開します。
また、９月１５日（土）から１７日（月・祝）には、今後定期的に開催予定の「渋南マーケット」の第一回を、「渋谷で働く人や
周辺で暮らす方々の感度を刺激し、暮らしが豊かになること」をキュレーションコンセプトに金王橋広場で実施します。
９月２２日（土）から２４日（月・祝）には、金王橋広場で、中秋の名月に合わせた「月見大茶会」を開催し、情緒深い季節感を
演出します。その他、本エリアにキャンパスを構える國學院大學吹奏楽部とドリル競技部ＳＥＡＬＳによる演奏とチアパフォ
ーマンスなど、さまざまな企画を予定しています。
なお、渋谷ストリーム ホールでは、欅坂４６によるこけら落としイベントを、９月１３日（木）～１７日（月・祝）に開催します。
初日はメンバーも登場し、２日目からはこけら落としのために新たに編集された貴重な映像の上映など、スペシャルコンテ
ンツが満載の５日間となります。２０１６年に欅坂４６のデビューシングルとしてリリースされた「サイレントマジョリティー」のミ
ュージックビデオは、建設中の渋谷ストリームの工事現場で撮影されました。欅坂４６がデビューゆかりの地である渋谷スト
リームの開業を祝い、新しく整備された「渋谷ストリーム ホール」に戻ってきます。
本エリアに大規模複合施設「渋谷ストリーム」と、官民連携により整備した緑豊かな遊歩道など潤いのある水辺空間が、
「エンタテイメントシティＳＨＩＢＵＹＡ」の新たな魅力として加わり、渋谷～代官山エリアの回遊性を高めるとともに、賑わいと
憩いを創出します。
詳細は、別紙の通りです。

以 上

【別 紙】

まちびらきプロモーション「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ ～あたらしい景色をソウゾウしよう～」
「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ ～新しい景色をソウゾウしよう～」は、渋谷駅周辺の開発で街が変化していく節
目に、渋谷の魅力を向上させ、新たな渋谷を発信し続けることを目的に、渋谷区、一般社団法人渋谷駅前
エリアマネジメントをはじめ、近隣の教育機関、事業者、地元の商店会や町内会が参画する「第Ⅰ期まち
びらき推進委員会」が推進するまちびらきプロモーションです。

「第Ⅰ期まちびらき推進委員会」の概要
○メンバー ：渋谷・東地区まちづくり協議会、渋谷区商店会連合会、渋谷川広場運営連絡会、
國學院大學、渋谷区土木部、渋谷区都市整備部、渋谷ストリーム
（事務局：渋谷区都市整備部渋谷駅周辺整備課、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント）
○目 的 ：「渋谷駅中心地区まちづくり指針２０１０」戦略７指針２に掲げる理念【まちの持続的・広域的な成長を発信する
節目づくり】の実現に向けて、新たな公共的な施設の整備や大規模建築物のオープン（渋谷川環境整備・渋
谷ストリーム開業）の時期に合わせて、区民・事業者・教育機関・渋谷区が協働で、まちの魅力向上と新たな
渋谷発信に取り組む「まちびらき」を推進することを目的とする。
○活 動 ：上記目的に合致する事業の公認

■ツナグアカリ
・実施時期：９月１３日（木）～３０日（日）
・実施場所：稲荷橋広場、金王橋広場、渋谷川沿い遊歩道
・主催：渋谷ストリーム
渋谷川沿いの遊歩道を中心にランタンを並べ、灯りを燈す参加型のイベントです。渋谷
駅南側エリアで暮らす人・働く人・訪れる人の想いや、このエリアが持つ記憶を映し出し
たランタンなどを、約６００ｍに渡りつないでいきます。９月１５日（土）、１６日（日）は、訪
れた人の想いを描くワークショップを稲荷橋広場で予定しています。渋谷川とその流れ
に沿って生まれる新しい景色やヒト・モノ・コトを、ランタンの優しい灯火がつなぎ、浮か
び上がらせます。
＜ツナグアカリワークショップ＞
・開催日時：９月１５日（土）、９月１６日（日） １２：００～１６：００
・実施場所：稲荷橋広場（テント内）

▲ランタンイベント「ツナグアカリ」
イメージ画像

子どもたちや来街者の方々を対象に、ランタンシェードへ差し込む素材にメッセージやイラストを描き込んでいただき、展示
します。

■ｍｔ ｍｅｅｔｓ Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ
・実施時期：９月１８日（火）～９月３０日（日）
・実施場所：マスキングテープアート：渋谷川沿い遊歩道など
ショップ／スタンプラリー（台紙配布）：稲荷橋広場、東急ハンズ渋谷店
・主催：カモ井加工紙株式会社 http://www.masking-tape.jp/
「マスキングテープで渋谷をつなぐ」をコンセプトに、マスキングテープによるアート、ショ
ップ、スタンプラリーを実施します。渋谷川沿いの遊歩道や東急ハンズ渋谷店などをマ
スキングテープで彩り、渋谷ストリーム開業と官民連携による遊歩道の整備をきっかけ
に生まれる新しい人の流れをカラフルに演出します。ショップでは限定品の販売も行い
▲「ｍｔ ｍｅｅｔｓ Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ」
ます。
イメージ画像

■１００ＢＡＮＣＨストリート
・実施期間：９月１６日（日）
・実施場所：渋谷川沿い遊歩道
・主催：１００ＢＡＮＣＨ
「１００ＢＡＮＣＨ」は、２０１８年にパナソニックが創業１００周年を迎えることを機に構想
がスタート。これからの時代を担う若い世代とともに、次の１００年につながる新しい価
値の創造に取り組むための施設として、２０１７年に渋谷川沿いに誕生しました。「１００
年先の世界を豊かにするための実験区」として、プロジェクトチームが取り組んでいる
活動を、渋谷川沿いの遊歩道で発表します。

▲「１００ＢＡＮＣＨストリート」
外観画像

■第１回「渋南マーケット」
・実施期間：９月１５日（土）～１７日（月・祝）
・実施場所：金王橋広場
・主催：渋谷ストリーム
渋谷ストリームでは、毎月第３週目の週末に、「渋南マーケット」を定期
開催していく予定です。９月１５日（土）から１７日（月・祝）の３連休には、
記念すべき第一回「渋南マーケット」を金王橋広場で開催します。「渋谷
で働く人や周辺で暮らす方々の感度を刺激し、暮らしが豊かになること」
をキュレーションコンセプトにしたマーケットです。

ⓒ布と器と植物 こまのぐ

ⓒaya iiizumi

▲第１回「渋南マーケット」イメージ画像

■月見大茶会
・実施時期：９月２２日（土）～２４日（月・祝）
・実施場所：金王橋広場
・主催：株式会社伊藤園
９月２４日（月・祝）は中秋の名月。９月２２日（土）から２４日（月・祝）の３日間は、株式
会社伊藤園とのコラボレーションで月見大茶会を開催します。
お茶席のような空間が金王橋広場に出現。お茶とともに楽しめるお月見落語やお茶の
魅力を体験できるワークショップ、水出し茶のふるまいなど、季節とお茶の香りを楽し
めるイベントを実施します。

▲「月見大茶会」イメージ画像

■國學院大學学生によるパフォーマンス
・実施時期：９月１７日（月・祝）
・実施場所：稲荷橋広場
・主催：國學院大學
渋谷ストリームと同じ渋谷駅南側エリアにキャンパスを構え
る國學院大學。國學院大學体育連合会吹奏楽部による演
奏と、國學院大學体育連合会 ドリル競技部ＳＥＡＬＳによる
チアパフォーマンスで、まちびらきを彩ります。
▲國學院大學体育連合会吹奏楽部

■シブヤガワ映画祭２０１８
～渋谷のド真ん中に２日間限りのシアターキャンプ場が出現！～

▲國學院大學体育連合会
ドリル競技部ＳＥＡＬＳ

・実施期間：９月１６日（日）、１７日（月・祝）
・実施場所：稲荷橋広場
・主催：シブヤガワ映画祭実行委員会
斬新なアプローチで“映画の楽しみ方”を提案してきたシブヤガワ映画祭。今回は渋谷駅南
側エリアの中心となる「渋谷ストリーム」に２日間限りのシアターキャンプ場が出現。夜空と夜
景に囲まれて、家族・友人・恋人同士がテントの下でキャンプ気分を味わいながらショート・フ
ィルム作品を楽しめるこれまでにない映画体験を提供します。

▲「シブヤガワ映画祭２０１８」ロゴ

［上映予定作品］
・『頭山』
（２００２年公開／山村浩二監督／１０分／第７５回 米アカデミー短編アニメーション部門ノミネート）
・『そうして私たちはプールに金魚を、』
（２０１７年公開／長久充監督／２８分／第３３回 サンダンス映画祭ショートフィルム部門グランプリ受賞）
※２０１８年８月２０日現在。その他、２～３作品を上映予定

■「渋谷川ビオトープ」 ｂｙ Ｂｕｓｋｉｎｇ Ｊａｐａｎ
・実施期間、場所：
９月１５日（土）稲荷橋広場、９月１７日（月・祝）・３０日（日）金王橋広場
・主催：バスキングジャパン
ビオトープとは「生命圏」の意味。再生した渋谷川に想いを重ね、同地を「音楽・文化」の生
命圏とするプロジェクトです。テーマは「ルーツとエッジの循環」。両極をめぐるアーティスト達
が、オープンかつインディペンデントに演奏できるスポットとします。オープニングライブとし
て、９月１５日(土)に稲荷橋広場にて「ものんくる」他によるライブ・パフォーマンスが開催され
ます。
▲出演アーティスト「ものんくる」

■Ｕｒｂａｎ Ｆａｒｍｅｒｓ Ｃｌｕｂ ｉｎ 渋谷川 キックオフ企画
・実施期間、実施内容：
９月２３日（日） 畑づくりイベント
９月３０日（日） 種まき、苗植えイベント
・実施場所：渋谷川沿い遊歩道
・主催：ＮＰＯ法人アーバンファーマーズクラブ
地元の住民、商店会、企業、ＮＰＯが垣根を越えて参加し、共に土を耕し、
作物を育てることで地域の関係を育みながら、豊かな都市生活のモデルを
提案していく企画のキックオフイベント。畑づくりや種まき、苗植えを通して、
土に触れることの楽しさを味わっていただけます。

▲「Ｕｒｂａｎ Ｆａｒｍｅｒｓ Ｃｌｕｂ ｉｎ 渋谷川
キックオフ企画」イメージ画像

【アーバンファーマーズクラブ（ＵＦＣ）について】
渋谷の農家や渋谷の養蜂家などが中心となり結成された、ビルの屋上や空地など都会だからこそ生まれるスペースや空
間を畑や田んぼに転用して活用する、新たな都市型ライフスタイル＝アーバンファーミングを提唱・実践しているＮＰＯ団体
です。
※「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ」では期間中、他にもイベントを開催予定です。ご期待ください。
※天候などの都合で、予告なくイベントの実施時期、内容を変更することがあります。

渋谷川沿いにハンモックが出現！
「ｔｈｅ ｇｏｏｄ ｄａｙ ＴＯＫＹＯ ＠ Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ」
・実施期間：９月２２日（土）～２４日（月・祝）
・実施場所：渋谷川沿い遊歩道
・主催：渋谷ストリーム
・企画：株式会社ハイ
都心で最高の休日を過ごすことをコンセプトに開催される
「ｔｈｅ ｇｏｏｄ ｄａｙ ＴＯＫＹＯ」を、渋谷川沿いにて実施し、
くつろぎの場を提供します。

▲「ｔｈｅ ｇｏｏｄ ｄａｙ ＴＯＫＹＯ ＠ Ｓｈｉｂｕｙａ Ｒｉｖｅｒ Ｆｅｓ」
イメージ画像

【「ｔｈｅ ｇｏｏｄ ｄａｙ ＴＯＫＹＯ」について】
「最高の休日」をテーマにした環境演出です。会場全体に広がるハンモックに寝転がったり、ゆっくりしたり、好きな本を読ん
だり、思う存分くつろいでいただけます。遊ぶことや、はしゃぐことだけが休日ではないと考え、最高の休日を過ごす、きっか
けづくりの場を提供します。

「渋谷ストリーム ホール」 こけら落としイベントは欅坂４６に決定！
・実施期間：９月１３日（木）～１７日（月・祝）
・実施場所：渋谷ストリーム ホール
・主催：Ｓｅｅｄ ＆ Ｆｌｏｗｅｒ合同会社
渋谷ストリーム ホールでは、欅坂４６によるこけら落としイベントを９月１３日（木）～１７日
（月・祝）の５日間開催します。初日はメンバーも登場。２日目からは、こけら落としのため
に新たに編集された貴重な映像の上映など、スペシャルコンテンツ満載な５日間となりま
す。

▲欅坂４６

秋元康総合プロデュースにより、乃木坂４６に続く「坂道シリーズ」第２弾グループとして、
２０１５年８月に結成された欅坂４６。２０１６年４月６日にリリースし、女性アーティストオリ
コン初週売上の歴代１位を更新したデビューシングル「サイレントマジョリティー」。その
「サイレントマジョリティー」のミュージックビデオは建設中の渋谷ストリームの工事現場で
撮影されました。完成した渋谷ストリーム ホールに欅坂４６が凱旋し、こけら落としイベン
トを担当します。こけら落としイベントの詳細情報は、欅坂４６オフィシャルサイトをご確認
ください。www.keyakizaka46.com
▲「渋谷ストリーム ホール」イメージ画像

【渋谷ストリーム ホールについて】
約２５０㎡の面積を有し、収容人数はスタンディングで約７００名。渋谷ストリーム ホールは、音楽ライブや特別なプレゼン
テーションにもお使いいただけます。ライブハウスが日本一集約する「エンタテイメントシティＳＨＩＢＵＹＡ」をリードする会場で
す。コンサートを中心としたエンタテイメントの利用が可能なほか、コンベンションホールや会議室にはない、ガラス張りの外
観と２層にわたるホワイエを構える特別な空間は、渋谷駅直結のアクセスを活かした新商品発表会やファッションショーなど
のビジネス用途にも最適です。

サイクルカフェ・多目的広場の名称が
「ＴＯＲＱＵＥ ＳＰＩＣＥ ＆ ＨＥＲＢ， ＴＡＢＬＥ ＆ ＣＯＵＲＴ」に決定！＊２０１８年内オープン予定
２０１８年内に渋谷ストリーム４階にオープンするサイクルカフェと多目的広場の名称
が、「ＴＯＲＱＵＥ ＳＰＩＣＥ ＆ ＨＥＲＢ， ＴＡＢＬＥ ＆ ＣＯＵＲＴ（トルク スパイス＆ハ
ーブ、テーブル＆コート）」に決定。ヘルシーなワークスタイルを提案するカフェでは、
「サイクリストフレンドリー」をコンセプトとして、さまざまな自転車ユーザーの感度をく
すぐる自転車情報の提供に加え、自転車通勤をするワーカーをサポートし、趣味や興
味を通じて交流する「場」の提供を行っていきます。また、体を内側から磨き、体内の
代謝を高めていく（インナーサイクル）場所として、「スパイス＆ハーブ」をテーマとした
メニューを提供。ただ、食べて飲むのではなく、スパイスやハーブそれぞれの発祥の
地や文化、効能を知りながら食事をご堪能いただけます。

▲「ＴＯＲＱＵＥ ＳＰＩＣＥ ＆ ＨＥＲＢ，
ＴＡＢＬＥ ＆ ＣＯＵＲＴ」ロゴ

多目的広場では、自転車関連のイベントはもちろん映像やスポーツなどさまざまなイ
ベントを実施。またフットサルコートをはじめ、各種イベントのスペースレンタルにも対
応します。
営業時間：７：００～２３：００
席数：約８０席

渋谷駅周辺フリーＷｉ-Ｆｉ「ＳＨＩＢＵＹＡ Ｗｉ-Ｗｉ-Ｆｉ」を渋谷ストリームでご利用いただけます！
渋谷ストリームは、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントが渋谷ストリーム開業にあわせ
９月１３日（木）にスタートする、渋谷駅周辺フリーＷｉ-Ｆｉ「ＳＨＩＢＵＹＡ Ｗｉ-Ｗｉ-Ｆｉ」に参画し、
来館者に快適な通信環境を提供します。
※「ＳＨＩＢＵＹＡ Ｗｉ-Ｗｉ-Ｆｉ」とは
渋谷駅前の広場や周辺の商業施設などで便利に利用できるフリーＷｉ-Ｆｉで、一度利用登録をすると、
提供エリア内は一定期間再登録せずに利用可能なほか、大規模災害時には登録不要で利用でき、
渋谷区の防災ポータルサイトとも連携するサービスです。提供エリアは順次拡大予定。

【渋谷ストリーム 施設概要】
東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転により地下化し、利用されなくなった
旧東横線渋谷駅のホーム、線路跡地およびその周辺地区を再開発するプロジェク
ト。新たな施設の開発と官民連携による渋谷川の再生、広場や代官山方面へとつ
ながる遊歩道の整備により、クリエイティブワーカーを魅了するエリアへと変貌しま
す。約３０店舗が集まる商業ゾーンや、１７７室の客室を備えるホテル、渋谷エリア
最大級の総賃貸可能面積約４６，０００㎡のオフィス、スタンディングで約７００名を
収容するホールなどからなる大規模複合施設です。
＜施設概要＞
住

所：

東京都渋谷区渋谷三丁目２１番３号

用

途：

事務所、店舗、ホテル、ホール、駐車場など

延床面積：

約１１６，０００㎡

階

数：

地上３５階 地下４階

高

さ：

約１８０ｍ

▲渋谷ストリーム 外観イメージ

設 計 者：

株式会社東急設計コンサルタント

施 工 者：

渋谷駅南街区プロジェクト新築工事共同企業体（東急建設株式会社・株式会社大林組）

デザインアーキテクツ：小嶋一浩＋赤松佳珠子／シーラカンスアンドアソシエイツ（ＣＡｔ）
開
Ｕ

Ｒ

業：

２０１８年９月１３日（木）

Ｌ：

https://shibuyastream.jp/

※８月２０日（月） 公式ホームページオープン

金王橋広場

稲荷橋広場

▲渋谷川沿いの遊歩道

▲金王橋広場

▲渋谷川の再生イメージ

▲稲荷橋広場

＜本件に関する報道関係者様からのお問合せ先＞
渋谷ストリーム＆渋谷ブリッジ ＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：蓮田真未、岩崎真之介、林田隆太郎
ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２５１ ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ｍａｉｌ： stream_sdr_pr@ssu.co.jp

