報道関係各位
プレスリリース 全五⾴

2019 年 9 ⽉ 5 ⽇
コンデナスト・ジャパン

いよいよ 9 ⽉ 14 ⽇（⼟） 表参道・⻘⼭・原宿にて開催！

「VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019」
J-WAVE 公開⽣放送やフィリップ・リム、柴咲コウのトークショー、
Y-3 のトークショー×ライブなど、スペシャルコンテンツをお届け

www.vogue.co.jp/fno/2019/tokyo

世界で最も影響⼒のあるファッション誌『VOGUE』の⽇本版『VOGUE JAPAN』
（コンデナスト・ジ
ャパン発⾏）は、グローバルなファッション・イベント「VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019
TOKYO(ヴォーグ・ファッションズ・ナイト・アウト・2019・トーキョー／以下 FNO 東京)」を、2019
年 9 ⽉ 14 ⽇（⼟）に表参道・⻘⼭・原宿エリアにて開催いたします。
当⽇ 17 時から表参道ヒルズ 本館 吹抜け⼤階段にて開催される FNO 東京の「第 11 回 FNO セレモ
ニー」には環境省の「環境特別広報⼤使」を務める⼥優・アーティストであり、また事業家としても活
動している柴咲コウ、モデルの冨永愛、森星、福⼠リナ、デザイナーのフィリップ・リム、そしてシシ
ド・カフカのほか、11 年連続で MC を務めるクリス・ペプラーが勢揃いします。
また、FNO 当⽇は J-WAVE の公開⽣放送やスペシャルゲストによるトークショーなど豪華コンテン
ツを表参道ヒルズ 本館 B3F スペース オーよりお届けします。そのほか、表参道ヒルズでは THE
WOOLMARK COMAPANY のインスタレーション、BMW の最新モデル 1（イチ）シリーズの展⽰、

OPERA のスペシャルブースのほか、
『VOGUE JAPAN』のチャリティ T シャツ・バッジのブース、
J-WAVE のブース、柴咲コウさんがプロデュースするアパレルブランド「MES VACANCES」の展⽰
ブースをお楽しみいただけます。
また、オフィシャルメディアサポーターJ-WAVE（81.3FM）が今年も
FNO を盛り上げます。FNO 当⽇、12:00 から 15:00 まで表参道ヒルズ内
のスペースオーのサテライトスタジオから⽣放送する「SEASONS」
（ナ
ビゲーター：マリエ、レポーター：⼭中タイキ）には冨永愛の出演が決
定しました。そのほかゲストを招いたミニライブやトークショーも予定
しています。18:00 からはクリス・ペプラーがナビゲーターをつとめる
「SAISON CARD TOKIO HOT 100」の公開収録に⼤塚愛がゲストとして
登場いたします。そのほか、スペース オーでは 20:30 からは Y-3 のトー
クショー（ゲスト：シシド・カフカ、⾦⼦ノブアキ）
、21:00 からは el
（上）マリエ

（下）⼤塚愛

tempo によるライブをお届けいたします。

『VOGUE JAPAN』は、1999 年 9 ⽉号の創刊から、今年で 20 周年を迎えます。アニバーサリー・イ
ヤーを記念して、FNO に合わせて、世界で活躍するフォトグラファー6 名によるファッションストー
リーのアーカイブビジュアル展や、創刊号からの 240 冊以上の過去のアーカイブ雑誌を閲覧できる企
画を表参道ヒルズ内にて 6 ⽇間実施します。さらに、表参道ヒルズの正⾯⽞関やスターバックス コ
ーヒー 表参道ヒルズ店には、
『VOGUE JAPAN』のアーカイブが⼀堂に並んだフォトスポットが登場
します。
第 11 回 FNO セレモニー ゲスト

出演者（上段左から）
：クリス・ペプラー

柴咲コウ

冨永愛 森星（下段左から）福⼠リナ フィリップ・リム

シシド・カフカ

第 11 回 FNO セレモニ

17:00- ＠表参道ヒルズ 本館 吹抜け⼤階段

ー

出演者：柴咲コウ 冨永愛 森星 福⼠リナ フィリップ・リム シシド・カフカ
MC： クリス・ペプラー

チャリティグッズ

FNO オリジナル⽸バッジ：募⾦をしていただいた⽅に 1 個プレゼント

(VOGUE JAPAN）

※設置場所：商業施設や参加店舗の⼀部、表参道ヒルズ 本館 1F FNO インフォメー
ションカウンター、本館 B3F スペース オー内 VOGUE ブース

スポンサーイベント

THE WOOLMARK COMPANY：
ウールエクスペリエンス、プレゼントキャンペーン（本館 吹抜け ⼤階段下）
BMW：1 シリーズを展⽰、プレゼントキャンペーン（本館 メインエントランス）
OPERA：限定⾊のご紹介、プレゼントキャンペーン（本館 B3F スペース オー）

FNO 限定チャリティ

UNDERCOVER カラー／ブラック、ホワイト 、サイズ／XS、S、M、L、XL

T シャツ

AMBUSH® カラー／ブラック、ホワイト、サイズ／M、L
VOGUE JAPAN カラー／ホワイト、サイズ／XS、S、M、L
販売⽇時／2019 年 9 ⽉ 14 ⽇（⼟）11：00〜22：00（数に限りがありますので、売
り切れの際はご了承ください）
販売場所／表参道ヒルズ本館 B3F ⼤階段下『VOGUE』ブース
販売価格／\4,000（税込）
（お⽀払いは現⾦のみとさせて頂きます。
）

⾐料品回収 BOX

⾐料品の回収 BOX を表参道ヒルズ本館 B3F スペース オーに設置。集まった服は、
ポリエステル原料などにリサイクルし、新しい服に⽣まれ変わらせます。FNO 限定
チャリティ T シャツも同様の再⽣素材を使⽤。

FNO オリジナルチャリ

恒例の FNO オリジナルチャリティー⽸バッジは新カラー＆デザインで登場。表参道

ティーバッジ

ヒルズの『VOGUE』ブースのほか、参加店舗や商業施設でも実施

特設サイト、SNS

公式サイトを通じ、コンテンツを配信

www.vogue.co.jp/fno

内容：参加店舗・ブランドのマップ／各店のセールやイベントなどの情報／限定・先
⾏販売品など商品情報／オープニング・セレモニーなど公式イベント情報や J-WAVE
（81.3FM）の放送内容／おすすめショッピングルート／街のリアルタイムレポート

FNO プレゼントキャン

プレゼントキャンペーンを期間限定で実施

ペーン、#FNOJP キャン

・VOGUE JAPAN ID に登録いただくと、豪華宿泊券が当たるキャンペーン

ペーン

・VOGUE JAPAN の SNS アカウントフォロー&「#FNOJP」をつけた投稿でお買い
物券が当たる！詳細はこちらから→
https://www.vogue.co.jp/fno/2019/tokyo/present/

J-WAVE 連動企画

12:00-15:00「SEASONS」公開⽣放送（ナビゲーター：マリエ）

（本館 B3F スペース

18:00- 「SAISON CARD TOKIO HOT 100」
（毎週⽇曜⽇ 13:00-16:54）

オーよりお届け）

（ナビゲーター：クリス・ペプラー）
そのほか、J-WAVE の⾳楽発信番組「SONAR MUSIC」は、直前盛り上げ番組で
FNO に参加。9 ⽉ 9 ⽇（⽉）〜12 ⽇（⽊）の 4 ⽇間、FNO の魅⼒を伝える特別企
画を実施

VOGUE JAPAN アーカ

アルバート・ワトソン、ジャンパオロ・ズグーラ、⼩浪次郎をはじめとする⼀流フォ

イブ展

トグラファーによる『VOGUE JAPAN』ファッションストーリーのアーカイブビジュ
アル展。ヴォーグを彩る美しいファッションストーリーをお楽しみいただけます。
l

開催場所：表参道ヒルズ本館内各フロアのアートパネル６ヵ所

l

開催期間：2019 年 9 ⽉ 10 ⽇（火）〜9 ⽉ 14 ⽇（⼟）

VOGUE JAPAN POP

1999 年創刊号から最新号までの合計 240 冊以上の『VOGUE JAPAN』を閲覧いただ

UP LIBRARY in スター

けるほか、アーカイブ 150 冊が並んだフォトスポットも登場します。※閲読は、スタ

バックス コーヒー 表

ーバックス コーヒー 表参道ヒルズ店にて商品をご購⼊された⽅に限ります。

参道ヒルズ店

l

開催場所：表参道ヒルズ ⻄館地下 1 階のスターバックス コーヒー 表参道ヒル
ズ店内

l

開催期間：2019 年 9 ⽉ 10 ⽇（⽕）〜9 ⽉ 15 ⽇（⽇）

花王 IROKA：サンプル配布（本館 B3F スペース オー）

その他

MES VACANCES：展⽰・受注販売（受注購⼊頂いた⽅にノベルティのオリジナル
ミニミラープレゼント）

そのほか、公式サイトでは、イベントの最新情報や関連ニュースを随時更新いたします。

【VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2018 の素材提供のご案内】

昨年度⾏われました「VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2018」に関する写真素材および今年の素材
は、下記サーバーよりダウンロードいただけます。
◇アクセス先： https://fileup.condenast.jp/public/D470gAti68nAF7MBNXRq
◇パスワード：fno
【インターネットへ掲載の場合、次の URL を掲載の上リンクしてください】

www.vogue.co.jp/fno
※イベントの詳しい情報は『VOGUE JAPAN』の雑誌、ウェブサイト、SNS にて順次発表いたします。
【本件に関するお問い合わせ先は下記の通りです】

■掲載に関するお問い合わせ
VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019 PR 事務局

担当： 林 悦⼦

MAIL: fnopress@condenast.jp
■VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019 へのご協賛に関するお問い合わせ
VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019 運営事務局
MAIL: fnobrands@condenast.jp
■VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019 への参加に関するお問合わせ（開催エリアの店舗様向け）
VOGUE FASHIONʼS NIGHT OUT 2019 運営事務局
MAIL: fnobrands@condenast.jp

TEL:

090-9974-0039 ※TEL 受付時間 10:00 ‒ 18:00（⼟曜・⽇曜・祝⽇を除く）

【コンデナスト・ジャパンについて】
コンデナストは、ハイクォリティのコンテンツを制作し、プリントマガジン、デジタル、ヴィデオ、ソーシャルの各プラットフォー
ムを通じて、世界 32 の国と地域で 10 億⼈以上のオーディエンスを有するグローバル・メディア・カンパニーです。コンデナストの
ポートフォリオには、『Vogue』、『Vanity Fair』、『Glamour』、『Self』、『GQ』、『The New Yorker』、『Condé Nast
Traveler/Traveller』、『Allure』、『AD』、『Bon Appétit』、『Wired』など、世界で最も重要で影響⼒のあるメディアが多数含まれていま
す。 その他にも、世界各国で実施している「VOGUE FASHION'S NIGHT OUT」「GQ Men of the Year」「WIRED CONFERENCE」、
ロンドンで開講した「Condé Nast College of Fashion & Design」、レストラン事業なども拡⼤を続けています。⽇本では、コンデナ
スト・ジャパンによって、1999 年 7 ⽉に創刊した『VOGUE JAPAN』をはじめ、『GQ JAPAN』、『WIRED』、『VOGUE Wedding』、
『VOGUE GIRL』などのメディアを運営しています。また、2014 年には企業様向けコンテンツ制作、ソリューションを⾏う「コン
デナスト・クリエイティブスタジオ」を⽴ち上げ、ファッション、エンターテインメントに限らず幅広いクライアント様との協業を
加速しています。さらに 2015 年にはヴィデオコンテンツの制作・配信・配給を⾏う「コンデナスト・ヴィデオ」を⽴ち上げ、コン
デナスト各国や⽶国コンデナスト・エンターテインメント（CNÉ）と連携し、「Vogue Videos」や「Vogue Girl Video」、「GQ
Video」、そして⽇本初上陸のタイトルも含め 3,000 エピソード以上のオリジナルシリーズの制作・配給・配信をしています。
■本社：〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕ 2-11-8 ⼤菅ビルディング 7 階
■代表：北⽥ 淳（きただ じゅん）

