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東 急 グ ル ー プ 

株式会社サンリオ 

 

 東急グループと株式会社サンリオ（以下、サンリオ）は、４月２４日（木）～５月６日（火）、ハローキティ 

４０周年を記念したイベント「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」（以下、本イベント）を実施します。「この街で 

ＨＵＧ ＆ ＳＭＩＬＥ」をテーマにした本イベントでは、渋谷を訪れたお客さまにゴールデンウィーク期間中、

ハローキティとの“ＨＵＧ”を楽しんでいただくとともに、東急グループ各施設の連携を通じて渋谷の街を

回遊する楽しさを感じていただき、“ＳＭＩＬＥ（笑顔）”になっていただくことが狙いです。 

  

 本イベントのコンテンツ（一部） 

 

・ハローキティの「ＨＵＧして“ぎゅっ”」イベントの開催 

渋谷駅前ハチ公前広場特設ステージ、渋谷ヒカリエ、東急ハンズに 

ハローキティが登場します。ＨＵＧした方には「ＨＵＧ証明書」をプレゼントします。 

 

・４０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ「ハローキティアート展」の開催 

ハローキティデザイナー山口裕子が自由な発想で創作したハローキティ作品を 

現代アートとして展示。「アリスへの憧れ」をコンセプトにした新作絵画を初公開。 

 

・ＨＵＧフォトスポットの設置 

専用のフォトスポットで写真を撮影すると、サンリオのイベント用公式Ｔｗｉｔｔｅｒに自動投稿されます。 

その場でご自身のアカウントでリツイートした方には、限定ステッカーをプレゼントします。 

 

 

東急グループは、２０１３年度から「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ」を冠した取り組みを展開しています。これまでに

「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ クリアランス」、「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ バレンタイン」などのイベントを実施しました。従来は

渋谷の東急グループ各施設が個別に行っていた取り組みを集約することで、ＳＨＩＢＵＹＡ＝「流行・情報

の発信地」というブランディングを強化し、国内外からの渋谷への注目度を高めることで、来街者の増加

と街の活性化を目指します。東急グループは今後も、さまざまな「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ」イベントを実施する予

定です。 

 

「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」および各コンテンツの詳細は別紙の通りです。 

以 上 

 

 

 

 

４月２４日～５月６日、ハローキティ４０周年記念イベント 

「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」を実施！ 
 

～渋谷がハローキティで染まります！～ 

 

「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」 

メインビジュアル 

(C)1976,2014 SANRIO CO.,LTD. 

 



【別紙】 

「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」 詳細 

 

主催：  東急グループ、株式会社サンリオ 

期間：  ２０１４年４月２４日（木）～５月６日（火） 

場所：  渋谷エリアの東急グループ各施設 

（東急百貨店本店、東急百貨店東横店、渋谷ヒカリエ、ＳｈｉｎＱｓ、 

ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、１０９ＭＥＮ’Ｓ、東急ハンズ渋谷店） 

 

 

各コンテンツ詳細 

 

■ハローキティの「ＨＵＧして“ぎゅっ”」イベント 

ハローキティが４０年間の「ありがとう」の気持ちを込めて、渋谷を訪れた方をＨＵＧします。参加者に

は証明書をプレゼントします。ハローキティだけでなく、東急線キャラクター「のるるん」などさまざまな

キャラクターもお祝いに駆け付けます。各回３０分で、先着２０組（各組３名様まで）にご参加いただけ

ます（開始３０分前に整理券を配布予定）。 

 

実施場所・日時：＜渋谷駅前ハチ公前広場特設ステージ（「渋谷パラダイス」内＞ 

   ・５月３日（土）～５日（月） ①１１：３０ ②１３：３０ 

    ※整理券配布場所：「渋谷パラダイス」 

特設ステージ前 

 

渋谷パラダイス 

地元商店街振興組合などが組織する渋谷パラダイス実行

委員会が、関係官庁の協力のもと、明るく安全でクリーンな

街づくりと来街促進を目的に主催するイベント。特設ステー

ジを会場にライブなどを行う。今回で４３回目。 

 

＜渋谷ヒカリエ＞ 

・４月２６日（土） ①１２：００ ②１３：３０ ③ １５：００ 

・５月３日（土）  ①１７：００ 

            ・５月５日（月）  ①１５：３０ ②１７：００ 

※整理券配布場所：渋谷ヒカリエ２階アーバンコア 

※実施場所：２６日、３日 渋谷ヒカリエ２階アーバンコア 

        ５日 渋谷ヒカリエ７階カフェ＆レストランフロア 

 

           ＜東急ハンズ渋谷店＞ 

            ・５月４日（日）  ①１６：００ 

※整理券配布場所：Ｂ２Ｃフロア 
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■４０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ「ハローキティアート展」 

  ハローキティデザイナー山口裕子が自由な発想で創作した絵画作品やオブジェのハローキティ作品を

現代アートとして公開します。２０１１～２０１３年に巡回した「ハローキティアート展」の第２弾として、

「アリスへの憧れ」をコンセプトにした新作絵画７点を初お披露目。ハローキティ４０周年を記念した特

別バージョンです。作品総点数約２００点を通して、成長し続けるハローキティの魅力に迫ります。あわ

せて、日本各地のご当地キティも展示します。           

 

開催期間：５月１日（木）～６日（火） 

開催場所：東急百貨店東横店西館８階催物場、東急百貨店本店３階イベントサロン 

開場時間：東急百貨店東横店   各日１０：００～２１：００ 

       東急百貨店本店       各日１０：００～１９：００ 

       ※いずれも入場は閉場の３０分前まで、最終日は各店共に１８：００に閉場 

入 場 料：７００円（税込・小学生以下無料） ※両会場に入場できます。 

イベン ト：山口裕子トーク・サイン会 

（場所：東急百貨店東横店会場内、日時：５月１日（木） ①１１：００～ ②１５：００～） 

 

■ＨＵＧフォトスポット 

専用のフォトスポットで写真を撮影すると、サンリオのイベント用公式Ｔｗｉｔｔｅｒに自動投稿されます。そ

の場でご自身のアカウントでリツイートすれば、限定ステッカーをプレゼントします。 

 

開 催 日： ４月２６日（土）、５月３日（土） 

開催場所： 渋谷ヒカリエ２階アーバンコア 

開催時間： 各日 １２：００～１９：００ 

 

 

■「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」スマホｄｅデジタルスタンプラリー 

  渋谷の街のキティスポットをまわって、スマートフォンのデジタルスタンプを集めるスタンプラリーです。

イベント限定のスペシャルデザインも登場します。スタンプスポットは全部で７カ所。３カ所分を集める

と、オリジナルのデジタルコンテンツをプレゼントします。 

 

■ネイルイベント 

サンリオ・オフィシャル・ネイリストが、お客さまのネイルにサンリオキャラクターを直接描くネイルアート

体験イベントです。 

 

開 催 日： ①５月３日（土）～５月４日（日） 

  ②５月５日（月）～５月６日（火） 

開催場所： ①東急百貨店東横店 西館１階ＰＯＰ ＵＰステージ 

  ②東急ハンズ（Ｂ２Ｃ 井の頭通り口） 

開催時間： 各日①１１：００～ ②１４：００～ ③１６：００～ ※各回１０名さま限り 

お一人さま２カ所まで（１カ所５４０円、２カ所１，０８０円 ※税込） 

 

■期間限定商品（一部） 

  東急百貨店東横店、東急百貨店本店、ＳｈｉｎＱｓ、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９、１０９ＭＥＮ’Ｓ、東急ハンズ渋谷

店で、「渋谷でしか買えない」ハローキティ限定商品などを多数販売します。価格は全て税込です。 
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※画像はイメージです 



≪商品紹介（一例）≫ 

東急百貨店 

【東横店】 

＜エディットコロン＞  

ミラー、アトマイザー（ピンクラインストーン） 各２，５９２円   

たくさんのリボンとキティのフェイスがかわいいポップな  

ミラーとアトマイザー。 

※他にクリスタルラインストーン＆パールもあります。 

 

 

東急百貨店８０周年×キティ４０周年限定アンブレラ ２１，６００円  

   ４０周年を迎えたキティのモチーフをプリントした世界に３０本限りの  

貴重なアンブレラ。雨の日が待ち遠しくなります。 

 

 

 

 

 

 ＜塩瀬総本家＞ 

ハローキティ饅頭（１個） 各１９５円 

ハローキティの顔型をした伝統的な薯蕷（じょうよ）まんじゅうに、 

甘さをおさえた十勝産の小豆こし餡を包みこみました。 

 

 

 

＜ガトー・ド・ボワイヤージュ＞ 

いちごのキティマカロン（５個入り） １，２９６円 

とろけるようないちごクリームをサンドしたマカロンには、いちごを 

モチーフにしたキティが描かれています。 

 

 

＜諸国銘産＞ 

ハローキティ 立体ケーキ（約８～１０人用） １０，８００円 

ぬいぐるみのようなかわいらしいキティのデコレーションケーキ。食 

べるのがもったいないキュートなケーキは、誕生日などの記念日や 

サプライズにもピッタリです。 

※冷凍販売、配送のみでの販売、配送料込み 

 

【ＳｈｉｎＱｓ】 

＜AYANOKOJI＞  

がま口ハンドバッグ（２５点限り） ９，７２０円 

３．３寸がま口財布（５０点限り） ３，１３２円 

リボンがアクセントとなったキティがモチーフのがま口のハンドバ 

ッグと財布。 

 

 

 

 

 

 

 



【本店・東横店】 

  東急百貨店限定タオルハンカチ 

（本店各２０枚限り、東横店各６０枚限り） 各７０２円  

   使う度に楽しい気分になれるかわいいデザインのハンカチは、 

東急百貨店の限定販売です。 

 

 

【東横店・ＳｈｉｎＱｓ】 

＜エスティローダー＞ 

ピュア カラー クリスタル シアー リップスティック  ３，７８０円 

お買い上げのリップに「ハローキティ」を無料で刻印します。東横 

店・ＳｈｉｎＱｓだけの限定モチーフです。 

 

 

 

【ＳＨＩＢＵＹＡ１０９】 

＜ＣＥＣＩＬ ＭｃＢＥＥ＞ 

Tシャツ ３，５６４円 

エレガンスからカジュアルまで女の子のリアルクローゼット 

ＣＥＣＩＬ ＭｃＢＥＥから、ハローキティＴシャツを販売します。 

 

 

＜Ｒａｄｙ＞ 

Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙキーホルダーチェーン付きぬいぐるみ 各１，６２０円 

Ｒａｄｙオリジナルマーブル柄のセットアップを着たキティちゃんの 

ぬいぐるみ。バッグに付けたりプレゼントにもおすすめです。 

 

 

 

 

■期間限定特設コーナー設置 

４０周年記念「ＳＨＩＢＵＹＡ ｄｅ Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ」オリジナルイラストを使ったステーショナリーや服飾雑貨、

ブランドの限定品販売など注目アイテムを期間限定で販売します。 

 

・ハローキティ４０周年ショップ  

ハローキティの４０周年記念の限定商品「アリスキティシリーズ」や東横ハチ公とハローキティのコラ 

ボレーション商品などを販売します。 

期 間：４月２４日（木）～５月６日（火）  

場 所：東急百貨店東横店西館１階 ＳＨＩＢＵＹＡスクランブルⅠ 

ポップアップステージＡ・Ｂ 

   ＜ハローキティ＞×＜東横ハチ公＞    プチタオル ６４８円 

       ノート（Ｂ６サイズ） ４３２円 

     バッジ付巾着バッグ ８６４円 

 

 

 

 

   

 



 

・ハローキティ ４０ｔｈリミテッドＧＩＦＴショップ 

４０周年記念の雑貨やプレゼントにぴったりのアイテムを多彩に取り揃え  

ました。 

期 間：４月２４日（木）～５月６日（火）  

場 所：東急百貨店東横店 西館２階 ＳＨＩＢＵＹＡスクランブルⅡ 

イベントスペース２ 

 

 

・「ＭＩＫＩＭＯＴＯ×ＨＥＬＬＯ ＫＩＴＴＹ」 ジュエリーコレクション 

ハイジュエラー＜ミキモト＞がハローキティとのコラボによって、大人の遊び心とデザイン力にあふ 

れる輝きの数々を発信します。 

期 間：４月２４日（木）～５月６日（火）  

場 所：東急百貨店本店５階 ミキモト 

 

 

・＜ニーナミュウ＞限定商品販売 

タイムレスに心惹く商品を発信する＜ニーナミュウ＞が期間限定出店。 

ハローキティ４０周年記念のオリジナル商品を展開します。 

期 間：４月２４日（木）～５月６日（火）  

場 所：ＳｈｉｎＱｓ２階イベントステージ２ 

 

 

 

 

■その他のイベント 

その他のイベントについては、以下のＵＲＬ（ハローキティ４０周年スペシャルサイト）をご参照ください。 

ＵＲＬ：http://kitty40th.sanrio.co.jp/event/shibuya/ 

 

 

以 上 
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