SHARING DAY SHIBUYA 2018
シェアリングエコノミーから生まれる新しい文化
使わない部屋が海外交流の場に変わったり
誰かの手放した服が自分のお気に入りになったり
空いた時間で自分の経験を仕事に変えたり
憧れの車が一日だけのマイカーになったり
温めていたアイデアに共感を集めてカタチに変えたり
シェアリングエコノミーによって生まれた
さまざまなサービスの受け手になったり
ある時は提供する側になったり
既に私たちは大きな「シェア」の循環の中にいます
そしてその環は新しい「経済」を生み出すだけではなく
私たちの生活と心を豊かにし、時には生き方まで変えてくれる
新たな「文化」を創り出すムーブメントになっています
年に一度のシェアの祭典「SHARING DAY SHIBUYA」は
最先端のシェア文化を体験し、
そして思いっきり楽しみ
そこに集まったみんなの驚きと共感の環を
さらに大きく拡げていくための特別な一日です
https://sharing-economy.jp
/ja/summit/sds2018/

主催／一般社団法人シェアリングエコノミー協会

後援／経済産業省

総務省

渋谷区

一般財団法人渋谷区観光協会

TIME TABLE
タイムスケジュール

11 : 00-11 : 05
11 : 10-11 : 30
11 : 30-12 : 00
12 : 00-13 : 00
13 : 40-14 : 00
14: 00-14: 30

トーク

開会のことば

渋谷区長

コンテンツ

長谷部健

Music ：クラシック×POPS！
DJ
シェアフード
Music ： 響け！サックス！
学びとシェア

特定非営利活動法人シブヤ大学 学長 左京泰明
ストリートアカデミー
（株）執行役員 窓岡順子
（株）
Selan COO 伊藤啓二
シェアリングエコノミー伝道師 石山アンジュ

Makuake
AsMama

主任研究員

ココナラ
正和学園

Music ： 街でクラシックを味わう
シェアをはじめよう

16 : 30-17 : 00

アートとシェア

ワタリウム美術館 CEO / キュレーター 和多利浩一
MotionGallery 代表取締役 大高健志

17 : 00-17 : 40

SHARING CITY
SHIBUYA

渋谷区長 長谷部健
渋谷区ナイトアンバサダー ZEEBRA
Airbnb Japan 株式会社 代表取締役 田邉泰之
シェアリングエコノミー協会 代表理事 上田祐司

17 : 40-18 : 00

閉会のことば

シェアリングエコノミー協会

代表理事

タスカジ MEETUP

TABICA

山本悠介

15 : 40-16 : 00
16 : 00-16 : 30

14:30-16:00

airCloset

吉本興業 芸人 ランパンプス
（株）
情報通信総合研究所 ICTリサーチ・コンサルティング部
（株）
Huber 代表取締役CEO 紀陸武史
（株）
Gaiax TABICA事業部責任者 細川哲星

akippaホスト 早水真吾
Crowdworksホスト むこうじまちえ
Time Ticketホスト 佐々木崇文
シェアリングエコノミー伝道師 蓑口恵美

Airbnb MEETUP

東急シェアリング
DJ

旅とシェア

12:00-13:30
住友生命

14 : 00-15 : 00
15 : 00-15 : 30

カフェ

ワークショップブース

LiveDeli
SPACEMARKET
SWAQ PARTY

キッチンカー

重松大輔
※コンテンツ及び時間は一部変更になる可能性があります

FASHION × SHARE

SWAQ PARTY

SHARE ×

TALK

SHARE ×

MUSIC

モノが溢れる現代社会。

シェアリングエコノミーから生まれる新しい文

会場のあちらこちらで自然発生する音

｢交換｣という古くて新しいシステムを通じ

化をコンセプトに「シティ」
「はじめかた」
「アー

楽をお楽しみくでさい。参加型のコンテ

て人の交流の輪を拡げサステイナブル

ト」
「学び」
「旅」
をテーマに、
スペシャルゲスト

ンツも用意しています！お祭りを楽しみま

にファッションを楽しむプロジェクトです。

を迎えたトークセッションをお楽しみください！

しょう
！

FASHION × SHARE

SWAQ PARTY

SHARE × MUSIC

誰かに譲ってもいい、
もう着ていない洋

クラシックやジャズをはじめとした

服や小物を持って行くと会場内の好き

オーダーメイドの出張演奏を楽しめ

なアイテムを持ち帰ることができる

るLiveDeliから素敵な演奏家たち

「ファッション」
×
「エコロジー」
をコンセ

が来場！ステージだけでなく、子ども

プトにした新しいファッションイベント

向け参加型コンテンツなど、音楽

SWAQ(スワック)。
２０１２年から様々な

体験のシェアリングエコノミーを実

テーマを掲げて都内各所で開催し、今回は第１１弾。服と服だけではなく、人と人との交

感してみてください！

流も目的として行われます。
イベントに参加するにはまず、自分の服を持ってくることが条
件。それぞれの洋服にはタグが付けられ、新しい持ち主へメッセージを書くことで、次なる
持ち主とのコミュニケーションを図る仕掛けとなっています。会場内にあるアイテムは自
由に持ち帰ることができます。
※季節にあう状態の良い衣類をお持ちください。 ※持ち込み可能点数：5点まで。

第１部 クラシック×POPS！
第２部 響け！サックス！
第３部 街でクラシックを味わう
※ステージ以外でもブースにて音楽イベントを随時、開催！
（内容は予告なく変更になる場合があります）

SHARE × WORKSHOP
人気のシェアサービスをリアルに体験！
お子様連れも参加できるワークショップ
を中心とした10のブースでお楽しみに
いただけます。

SHARE × WORKSHOP

SHARE ×

FOOD

来場者みなさんで分け合うフードコンテ
ンツをご用意しました！食から考えるシェ
アリングエコノミーを体感してください！

SHARE × CAFE
シェアプラットフォーム事業者とサービス
提供者、ユーザと身近に交流できるカ
フェをオープン！

人気のシェアサービスをリアルに体験！
お子様も参加できるワークショップなど、多様な 10 のブースをお楽しみいただけます。

走って貯めたカラフルインクを噴射して、自分だけのオリジナ
ル T シャツが作れます！また、アンケートに参加で、vitality クー
ルタオルをプレゼントします！是非、お越しください！

work×vacation＝workation( ワーケーション ) という暮らしを
提案！
リゾートで働く
！をご体験いただきます。

洋服のレンタルサービス「airCloset」のスタイリストがファッ
ションのお悩みを解決！ファッション診断や簡単なパーソナルス
タイリングが体験できます！

「世界をつなぎ、アタラシイを創る」がビジョンの国内最大級のクラウドファンディグサービス
「Makuake」から誕生した大ヒットプロジェクトの展示、お酒の試飲が出来るブースになりま
す。また現在「Makuake」に挑戦する実行者の方の生のプレゼンが聞けるチャンスも？！

子育ても「シェア」できる !?!? 人と人、人と企業・団体が繋がることによって子育ても
暮らしももっと豊かに。そんな街ごとの助け合いをデザインする AsMama。当日はあなた
も体験できる「子育てのシェア」をご紹介。小さいお子さんがたのしめるワークも考案中。

竹を使ったワークショップ体験をご用意しました！自分で作る世
界に一つだけの竹キャンドルや、昔懐かしい竹ぽっくり作りなど、
お子様でもできるような体験です。

人気の出品者が「占い」と「似顔絵」を対面でご提供します。
2018 年後半の運勢を占ったり、似顔絵を描いてもらったり、
スキルシェアを体験してみませんか。

2019 年 1 月に「つながりシェア保育園・よよぎうえはら」がオープン！保育体験
型ワークショップや、一時保育無料チケットを配布！14 時から音楽家片岡祐介
氏による、真の豊かさ『純セレブ』を体感する純セレブスピーカー作りも開催。

クラシックやジャズのミニライブを開催！子どもたちも一緒に楽し
めるプログラムですので、ご家族一緒にいらしてください！

世界一早いおうちハロウィーン！体験してみませんか？仮装して楽
しめるフォトブースも設置。お得なクーポンが当たる抽選会も随
時実施 しています！

