報道関係資料

２０１８年１月３１日

～ねこのカワイさに溺れる１４日間～

ＳｈｉｎＱｓ ネコフェス
２０１８年２月１５日（木）～２８日（水） 渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ 地下３階～５階
株式会社 東急百貨店

渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ（以下、ＳｈｉｎＱｓ）は、２月２２日「猫の日」を記念し、昨年好評の「ＳｈｉｎＱｓ ネコフェス」を
今年も開催します。
人気ペットメディア「ＰＥＣＯ」とのタイアップイベントをメインコンテンツとし、お客さま参加型のシールラリーの実
施や、フォトブースを設置するほか、期間限定 ネコＳＨＯＰが多数登場し、ネコモチーフのＺＡＫＫＡやＦＯＯＤを
販売するなど、猫の可愛さを存分に満喫できる１４日間となります。
「PECO」とは
PECO は、国内 500 万 MAU（月間アクティブユーザー）・月間 3,000 万 PV（ページビュー）を有するペット専門メデ
ィア「PECO」を運営する総合ペット企業です。「大好きなうちのコと、明日、一緒に何しよう？」を合言葉に、テクノロ
ジーとアイデアで、常識にとらわれることなくペットと人との新しい未来を作っていくことをミッションとしています。
【「ＳｈｉｎＱｓ ネコフェス」概要】
○期間：２０１８年２月１５日（木）～２８日（水）
○場所：渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ 地下３階～５階
○内容：人気ペットメディア「ＰＥＣＯ」プロデュース ネコＥＶＥＮＴ
期間限定 ネコＳＨＯＰの展開
ネコＺＡＫＫＡ、ネコＦＯＯＤの販売
（参考） 本日、この資料は東商記者クラブにお届けしています。
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社東急百貨店

経営統括室 秘書広報部
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電話：０３－３４７７－３１０３

人気ペットメディア「ＰＥＣＯ」プロデュース ネコＥＶＥＮＴ
■２２２（にゃんにゃんにゃん）オブジェ
２月１５日（木）～２８日（水） ／ １階 特設会場
２月２２日「猫の日」を象徴するメインオブジェとして、大きな数字の“２”が並ぶ「２２２（にゃんにゃんにゃん）オブ
ジェ」が登場します。オブジェのまわりに展示された猫たちの可愛い写真がお客さまをお迎えします。
■フォトブース「ＢＩＧ ＮＥＫＯ‐ＭＯＦＵ」
２月１５日（木）～２８日（水） ／ ２階 特設会場
もふもふした巨大な三毛猫と写真が撮れる、触っても楽しい新感覚のフォトブース。
■シールラリー「みんなのねこ辞典」
２月１５日（木）～２８日（水）
シールラリー台紙「みんなのねこ辞典」設置場所：１・２階 特設会場 ※各日数量限定・先着順
「ＳｈｉｎＱｓ ネコフェス」対象ショップを巡ると、「みんなのねこシール」をそろえる
ことができます。シールを全て集めて、Ｉｎｓｔａｇｒａｍにハッシュタグ「＃ペコｎｅｋｏ
館」を付けて「みんなのねこ辞典」の写真を投稿いただいた方の中から抽選で、
５名に上質なグッズやおやつが詰まった「ＰＥＣＯＢＯＸ」、１０名に愛猫写真を
使用した「特大ＰＥＣＯポスター」を差しあげます。

期間限定 ネコＳＨＯＰ
■フェリシモ猫部
２月１日（木）～２６日（月） ／ ２階 イベントステージ２
この冬の大ヒット商品のルームウェアや、贈り物におすすめの猫部オリジナルの
チョコレート、ニャシュマロの他、新商品・先行販売商品を取りそろえ、みにゃさま
のご来店をお待ちしています。

夢のもちふわ触感 もっちり子猫ポーチ

各２，２０９円

ぽってりおなかに、くったりあんよ。うるうるのまなざしに出会ったが最後、
飼わずにいられない子猫ポーチ。

2

■ＮＥＫＯＮＯＢＡ
２月１日（木）～２８日（水） ／ ２階 ＳｈｉｎＱｓ パーツ ジョイスト
出版社ネコ・パブリッシングがプロデュースする猫専門の雑貨ブランド＜ＮＥＫＯＮＯＢ
Ａ＞。個性豊かなクリエーターによる、レアな猫グッズを集めた、猫好きのための空間
です。

花札ねこ柄豆皿

各１，２９６円

見ただけでクスッとなるような、シュールなデザインが可愛いデザインの
豆皿。花札好きならついついそろえたくなる「猪鹿蝶」と「月見酒」の組
み合わせにも注目です。

■ｔｕｔｔｉ ｃａｔ（トゥッティキャット）
２月１５日（木）～２８日（水） ／ ２階 ＳｈｉｎＱｓ パーツ ジョイスト
インスタグラムで大人気のぷーちゃん、ギネスくん・ピムスくんグッズや、愛猫の写真からミニクッション・ポーチな
どを作る雑貨ブランド。
オーダー会
２月１７日（土）・１８日（日）・２４日（土）・２５日（日） 各日１７：００～２０：００
[猫の日]２月２２日（木） １５：００～２０：００
[最終日]２月２８日（水） １７：００～２１：００
※スケジュールは予告なく変更する場合がございます
会期中、作家が来店しオーダー会を実施します。
お持ちいただいた愛猫・愛犬の写真を使用して、クッションやミニポーチ、携帯
ケース、カードケースなどを製作します。 ※お渡しまで約１か月いただきます
オーダー雑貨

※写真はイメージです

３，７８０円から

■ネコマニアｓｈｏｐ
２月１５日（木）～２８日（水） ／ ２階 ルームス ジーバ
ねこ好きのための、ねこだけのアイテムを集めた期間限定フェア「ネコマニアｓｈｏｐ」。
思わず手に取ってしまう、魅力的なねこアイテムがそろいました。

２月２０日（火）～２８日（水）限定
＜ＢＵＮｉ ＰＵＮｉ＞木彫りネコ スコティッシュ

３，７８０円 ※５個限定

まん丸の顔と折れ耳が特徴のスコティッシュフォールドの木彫り人形。
玄関先や、本棚、机周りのちょっとしたスペースにちょこんと飾れる置物の人形です。
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■＜ｎｏｃｏｔｏ＞ＰＯＰ‐ＵＰ ＳＨＯＰ
２月１６日（金）～２５日（日） ／ ５階 特設会場
「猫々しない猫インテリア」をテーマにお届けする＜ｎｏｃｏｔｏ＞ＰＯＰ‐ＵＰ ＳＨＯＰ。もはや、にゃんこは人間と同
じ位置で日々の生活に存在する家族そのもの。生活の中に溶け込み、心地よいプロダクトたちを、ぜひご堪能く
ださい。
[参加予定ブランド]
ＤｅｃｏｒａＭｅｏｗ、ＣＡＴ ＩＮ ＤＡ ＨＯＵＳＥ！、
ＲＥＰＬＵＳ、ｎｏｃｏｔｏセレクト各種

※写真はイメージです

■ニポポ
２月１日（木）～２８日（水） ／ ５階 ザ・マーケットプレイス
いつもお気に入りに出会えるショップ、「アニマルモチーフショップ ｎｉｐｏｐｏ」。
女性に大人気の「ｃｈｏｏ ｃｈｏｏ ｃａｔ」など猫雑貨を中心に、人気上昇中のこぶた
の「ぷーとん」などアニマルモチーフのぬいぐるみやステーショナリー、陶器など
の可愛らしいアイテムを多数取りそろえました。
ＺＡＰ ＣＡＴ Ｓサイズ[アキ、ハナ、レイ、シュン]

各３，９９６円

ネコＺＡＫＫＡ
＜スリーピー スリーピー＞
ネコアイマスク

４，３２０円

自宅ではもちろん、旅行や移動中にも活躍する、猫デザインのアイマスク。
お昼寝の時も可愛い猫の寝顔になれる、おすすめのアイマスクです。

＜エスティ ローダー＞
モノグラミングサービス「ネコ」
２月１５日（木）～２８日（水）限定
「ピュアカラー リップスティック シリーズ」、「ピュアカラー エンヴィ
リップスティック シリーズ」をお買い上げのお客さまに、その場で

ピュアカラー リップスティック シリーズ

名前やモチーフを無料で刻印するモノグラミングサービスに、
２月２２日「猫の日」に合わせて期間限定で「ネコ」モチーフが登場
します。ハートを抱えるようにじゃれつく、丸まった猫の姿にホッコリ
するモチーフです。
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ピュアカラー エンヴィ リップスティック シリーズ

＜スタージュエリーガール＞
ＣＡＴ ＷＡＴＣＨ

各１９，４４０円

ゆるやかなドーム型のフェイスと、こだわりのフォルムで表現した猫モチーフの時計。

＜カシラ デリカ＞
ＨＡＭＡＤＡＫＵＮ ＩＮ ＴＨＥ ＤＩＳＣＯ

各１９，４４０円

キラキラ光に反射するエナメル素材を使用した、「楽しい」気持ちになるような帽
子です。

＜１７℃ バイ ブロンドール＞
花猫 BOX

各１，４０４円

猫好きな方へのプチギフトにおすすめの、キュートな猫柄の靴下。

＜テアトロ＞
ＨＯＡＳＨＩＹＵＳＵＫＥ 素敵なしっぽ猫リング
[ｓｉｌｖｅｒ９２５、フリーサイズ※調節可能]

２１，６００円

しっぽが花になった猫が、１周ぐるっと巻き付くデザインのリング。
ＨＯＡＳＨＩＹＵＳＵＫＥ 風に乗る猫ネックレス
[ｓｉｌｖｅｒ９２５、真鍮（傘）]

１２，９６０円

憂鬱な雨の日をやんちゃな猫が楽しくしてくれるネックレス。

＜Ｐ２ ＤＯＧ＆ＣＡＴ＞
ＦＡＮＣＹ ＰＥＴＳ＜エイミーズ フェイヴァリット キャット＞

各９５０円

「ペットだっておしゃれしたい」をテーマに、ファッション関係に仕事に携
わっている、架空の人物エイミーとその猫たちのおしゃれな日常を切り
取った、インテリア性の高いフィギュア。特殊造形・特殊メイクのプロ「ア
トリエ TOM」が監修した精巧なフィギュアは、毛並みやファッション小物
の細かな形、模様までこだわり抜いた再現度です。
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＜ティムトムキャンドル＞
肉球キャンドル

各５４０円

思わず触りたくなる、肉球をモチーフにしたキャンドル。きれいなピンク色の桜の香りです。
２月２８日（水）まで ／ ５階 ザ・マーケットプレイス

＜コピット＞
Ｃａｔ Ｅａｒ Ｃａｐ

各３，１３２円、キッズサイズ

各２，７００円

頭にとってもなじみやすいボールキャップに人気の猫の耳がついた、とってもキ
ュートで目を引くキャップ。つば先端にソフトワイヤーが入っているので形も作り
やすく、キッズサイズもそろえているので親子で一緒に楽しめるアイテムです。
２月１日（木）～２８日（水） ／ ５階 ザ・マーケットプレイス

ネコＦＯＯＤ
■イクミママのどうぶつドーナツ
２月１５日（木）～２１日（水） ／ 地下２階 フードステージＢ２
人気Ｎｏ．１の「こねこのミケ」などのねこドーナツを含め、１４～１６種類のどうぶ
つドーナツを販売します。
一つ一つパティシエの手描きなので、ウィンクをしていたり、目がハートだった
りと表情もいろいろです。可愛いだけではなく、原材料にもこだわり、イクミママ
が全国より選び抜いたものを使用しています。
■ティラミスヒーロー
２月１５日（木）～２８日（水） ／ 地下２階 フードステージＢ２
２０１３年シンガポールにオープンしたティラミスの人気店＜ティラミスヒーロ
ー＞が、渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓに期間限定で登場。一番人気の「ママヒーロ
ー」は、香り高いエスプレッソと上質なリキュールを使用したぜいたくな大人
のティラミスです。ティラミスヒーローの称号を手に入れたローマの野良猫ア
ントニオが描かれた瓶に詰めました。

以上
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