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11 月 12 日（土）
・13 日（日）開催のお知らせ
心を伝える 〜 3 little words Campaign 2011 〜 「こんにちは・ありがとう・ごめんなさい」

渋谷音楽祭（SHIBUYA MUSIC FESTIVAL）は、人との繋がりの大切さをテーマメッセージに、音楽を通して
渋谷のまちが一体となり、２００６年から継続して開催してきました。 今回は２日間にわたり、２２会場で実
施いたします。このような盛大なイベントとして開催できますのも、これまでに多くの方々のご協力あっての
ことと、感謝の気持ちでいっぱいです。
会場のひとつ、渋谷駅東口跨道橋（こどうきょう）は、東横線渋谷駅２階の改札手前から繋がる連絡通路で
す。半世紀以上にわたり、待ち合わせや宮益への近道などとして、多くの人々が往来し、親しまれてきました。
来年の渋谷駅などの建設に伴い、その姿は消えてしまいますが、人のぬくもりが感じられるこの場所に思い
を馳せたアーティスト達が、今回で最後となるこの会場から、世代を超えて、遠くは岩手からも参加して、熱
いライブを展開します。
渋谷公会堂では、当音楽祭では初のクラシックコンサートです。 今年で創立１００周年の東京フィルハーモ
ニー交響楽団と、渋谷の駅前で生まれ育ったギターリスト、渡辺香津美さんの夢の協演による「アランフエス
協奏曲」が演奏されます。
屋外では、渋谷駅前から広がる大空間がパフォーマンス会場として登場するなど、非日常のまちの風景の
中でライブやダンス、そしてアートを展開します。
ポスターには、渋谷のまちが描かれています。 音楽をはじめエンタテイメントを象徴するまち、渋谷が輝い
ています。 そして、来年の鉄道の相互乗り入れを迎え、新たに開かれていく渋谷のまちへの期待が込めら
れています。 デザインは、世界で活躍する近森 基さんです。
メッセージの３つの言葉、「こんにちは。ありがとう。ごめんなさい。」 は、人を思い、コミュニケーションを育ん
できました。 今年はさらに、「がんばろう日本！」への大きな願いを込めて開催いたします。
渋谷からたくさんの元気を発信して、ありがとうの気持ちと笑顔の輪を、さらに繋いでいきます！

【プレスの方はこちらへ】
渋谷音楽祭実行委員会

事務局長：

Tel/Fax 03-3463-8826

川上真由美

E-mail: shibu-on@shibumachi.com

【開 催 概 要】
●開催日
２０１１年１１月１２日（土）〜１３日（日） ２日間
●イベント概要
１． 主 催 会 場

〔 ６会場 〕

■２０１１年１１月１２日（土）
●渋谷公会堂
【内 容】 クラシックコンサート
【開 場】 １６：３０
【開演】１７：００
【出 演】 東京フィルハーモニー交響楽団
〔指揮〕渡邊一正 (東京フィルハーモニー交響楽団指揮者)
〔ギター〕渡辺香津美
【曲 目】 ロドリーゴ：アランフエス協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」 ほか
【チケット料金】 S席3,000円 ／ A席2,500円 （税込・全席指定）
・チケットぴあ Pコード：152-888 ☎0570-02-9999
・ローソンチケット L コード：75807 ☎0570-084-003
・イープラス： http://eplus.jp/ にて発売中
お問い合わせ ： ディスクガレージ ０３‐５４３６‐９６００（平日１２：００‐１９：００）
(注 1) 出演アーティストのキャンセル・変更に対しての払い戻しはいたしません。
(注 2） 3 歳以上のお子様からチケットが必要になります。

●マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ
【内 容】 ダンス ［無料］
【開演／終演】 １３：００／１６：００（予定）
【出 演】 関東大学学生ダンス連盟Σ
① Category5、②IMDIPIECE、③moe * nyanchu、④めいちゃんとあつしくん、
⑤ Sample Buff、⑥daLia、⑦3up、⑧Dis freak、⑨DEAN LANGUAGE、
⑩ gute reise 、⑪ベーカリー、⑫はねつきジャンガリアン
ダンススクール BEASTAR
①ヌール エル アラビア、②New generation
●渋谷駅東口跨道橋
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【開演/終演】 １３：００/１8：００（予定）
【出 演】 ①Sea Moon、②両国ビックリバンド、③Moondogs、④Love Sick Band、
⑤丸ノ内レインボークワイア、⑥ザ・DANNA、⑦ちゃりんこ、
⑧The北陸ハリケーンズ

■２０１１年１１月１３日（日）
●道玄坂通り〜SHIBUYA１０９前〜文化村通り
○SHIBUYA１０９前
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【開演／終演】 １２：３５／１６：００（予定）
【出 演】 警視庁音楽隊（吹奏楽）
渋谷ライブハウス推薦アーティスト
①JABBERLOOP (推薦ライブハウス shibuya PLUG )
②Ｄew (推薦ライブハウス duo MUSIC EXCHANGE)
③安田奈央 (推薦ライブハウス 渋谷 La.mama)
④横田寛之トリオ"ETHNIC MINORITY" (推薦ライブハウス Shibuya eggman)
ＧＯＣＯＯ（和太鼓）
○道玄坂通り
【内 容】 ジャズライブ ［無料］
【開演／終演】１３：１０／１５：４０（予定）
【出 演】 ザ・ショッキング
鈴木勲・OMASOUND
○文化村通り
【内 容】 音楽ライブ （オールディーズ楽曲特集） ［無料］
【開演／終演】 １３：１０／１４：００(予定)
【出 演】 THE FLAMES
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【内 容】 ライブペインティング ［無料］
【時 間】 １３：１０〜１4：００（予定）
【出 演】 Painter YORKE.
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【内 容】 ダンス ［無料］
【開演／終演】 １４：１０／１６：００(予定)
【出 演】 ①Tzu-ｈan＆ｋｙoko 、②M３YU、③マカローニ＋しゅわｯプring
④桜下蝶乱、⑤空手道・石島道場、⑥Dopey、⑦Bolboreta、⑧TIGER−LILIY
２．連 携 会 場

〔１６会場 〕

■２０１１年１１月１２日（土）
○TOKYU AUTUMN STAGE in 渋谷音楽祭
【会 場】 東急百貨店本店前
【内 容】 ミュージカル・ナンバー [無料]
【時 間】 14:00〜、16:00〜
【出 演】 萩原かおり/仁科愛/渋谷健司
【会
【内
【時
【出

場】
容】
間】
演】

SHIBUYA１０９前
ミュージカル・ナンバー [無料]
13:00〜、15:00〜
五十鈴ココ/菊地智恵子/SAKURA/木村理沙

【会 場】 東急プラザ
【内 容】 フルートとギターの優雅な調べ [無料]
【時 間】 13:30〜、15:30〜
【出
【会
【内
【時
【出

演】
場】
容】
間】
演】

柴田真梨子&坪川真理子
セルリアンタワー東急ホテル
弦楽四重奏 [無料]
13:30〜、16:30〜
(東京フィルメンバー)近藤薫/戸上眞里/大島亮/服部誠

○ルミネマン渋谷
【内 容】 ジャズライブ (ジブリジャズの楽曲より) [無料]
【時 間】 14:00〜、16:00〜
【出 演】 All that jazz
○KIRIN BEVERAGE PRESENTS 蹴音祭 in 渋谷音楽祭
【会 場】 渋谷マークシティ
【内 容】 音楽に載せたリフティングパフォーマンス [無料]
【時 間】 16:00〜、17:00〜
■２０１１年１１月１３日（日）
○NEW POP MUSIC LIVE
【会 場】 マルイシティ渋谷
【内 容】 音楽ライブ [無料]
【開演／終演】12:00 / 19:30 （※スケジュールは変更となる場合があります。）
【出 演】①「ｓｙａｍ」12：00〜、②「いこち」13：00〜、
③「東京カランコロン」16：00〜、④「浅草ジンタ」19：00〜
○「ＭＩ ＴＯＫＹＯ 渋音 ＬＩＶＥ！！ｉｎ プロミス」
【会 場】 プロミス渋谷お客様サービスプラザ
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【開演／終演】 11:00／14：00（一部）、15：00／17：30（二部）
【出 演】 洸美（シンガーソングライター）
Ｔｈｅ Ｂｕｄｓ（アコースティックデュオ）
ＭＩ ＴＯＫＹＯ 学生バンド（詳細未定）
■両日開催（１１月１２日〜１３日）
○スターバックスコーヒー店内ライブ in 渋谷音楽祭 （７店舗）
■２０１１年１１月１２日（土）
①渋谷文化村通り店
【内 容】 音楽ライブ（ピアノ弾き語り） ［無料］
【時 間】 16:00〜、17:00〜
【出 演】 小川恵生(おがわえみ) ギターサポート：菊池真義
②渋谷３丁目店
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【時 間】 17:00〜、18:00〜
【出 演】 佳名子と杉恵ゆりか

③渋谷２丁目店
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【時 間】 16:00〜、17:00〜
【出 演】 ふるーちぇ（日本女子大学付属高校・吹奏楽部 卒業生）
④渋谷ファイヤー通り店
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【時 間】 13:00〜
【出 演】 英里佳

■２０１１年１１月１３日（日）
⑤渋谷マークシティ店
【内 容】 音楽ライブ（アコースティックバンド） ［無料］
【時 間】 17:00〜、18:00〜
【出 演】 Calm
⑥渋谷オルガン坂店
【内 容】 音楽ライブ ［無料］
【時 間】 16:00〜、17:00〜
【出 演】 SAK.
⑦渋谷公園通り店
【内 容】 音楽ライブ（ポップ・ジャズ） ［無料］
【時 間】 17:00〜、18:00〜
【出 演】 Marie-Style
○タワーレコード渋谷店
・１１月１２日（土）
【内 容】 音楽ライブ [無料]
【開演／終演】 15:00〜
【出 演】 福田進一 （ギター）
・１１月１３日（日）
【内 容】 音楽ライブ [無料]
【開演／終演】 15:30〜
【出 演】 ELEVENTYSEVEN
３．連携イベント
■２０１１年１１月１２日（土）
○渋音ミュージックスタンプラリー [無料]
【時 間】 13:00〜17:30
【スタート会場】 タワーレコード渋谷店
※ 参加制作： 日本デザイナー学院
(注 1)

両日とも天候および災害・伝染感染などの事情により中止する場合があります

(注 2)

両日とも出演者およびタイムテーブルに変更が出る場合があります

● 主

催：
渋谷音楽祭実行委員会
NPO 法人 渋谷駅周辺地区まちづくり協議会

●実行委員長：
大西 賢治
（渋谷道玄坂商店街振興組合理事長）

●後

援：
渋谷区、警察庁、文部科学省、東京商工会議所渋谷支部、NHK

●協

賛：（50 音順）
㈱伊藤園、キユーピー㈱、キリンビール㈱、花王カスタマーマーケティング㈱、㈱東芝、
東芝エレベータ㈱、東芝ライテック㈱、東急カード㈱、東急不動産㈱、東京急行電鉄㈱、
東京ガス㈱、日本システムウェア㈱、日本製紙クレシア㈱、日本たばこ産業㈱、
ネスレ日本㈱、三菱電機㈱、㈱ローソン

●協

力：
大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、渋谷区商店会連合会・中央ブロック（渋谷中央
街、渋谷道玄坂商店街振興組合、渋谷地下商店街振興組合、渋谷センター商店街振興組合、
渋谷宮益商店街振興組合、渋谷公園通商店街振興組合、渋谷駅東口商店会、東急本店前商
店会、東急プラザ商店会、渋谷青山通り商店会、渋谷百軒店商店会、明治通り宮下パーク商
店会 、渋谷駅前共栄会）、iTSCOM、MTV、スペースシャワーTV、MUSIC ON! TV、TOKYO
FM、SHIBUYA-FM、FM Salus、J-WAVE、パス・コミュニケーションズ、シブヤテレビジョン、シブ
ヤ経済新聞、キリンビバレッジ、渋谷マークシティ、マルイシティ渋谷、SHIBUYA１０９、東急百
貨店、渋谷西武店、渋谷ＰＡＲＣＯ、東急ハンズ渋谷店、スターラウンジ、チェルシーホテル、
KENTO'S、JZ Brat、セルリアンタワー東急ホテル、cocoti（ココチ）、渋谷東急プラザ、東急グル
ープ、東急ファシリティサービス、小田急バス、京王バス東、東急バス、フジエクスプレス、京王
電鉄、日本デザイナー学院、日本写真芸術専門学校、他多数

●HP 制作協力 ＮＳＷ

●渋谷音楽祭公式ウェブサイト

www.shibuon.com
以 上

