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ハービスPLAZA ENT 開業15周年記念
～11/8オープニングレセプションを手始めに、11/9～各種イベント開催～

「FACE COUTURE 唯一無二の顔を持つ女たち」
ビューティークリエイター・RYUJI 関西初の作品展を開催（11/9～11/30）

阪急阪神ビルマネジメント株式会社では、JR大阪駅前西梅田に位置する商業施設「ハービスPLAZA ENT」が2019
年11月9日（土）で開業15周年になることを記念し、ビューティークリエイター・RYUJIによる関西初の作品展
「FACE COUTURE 唯一無二の顔を持つ女たち」を11月9日（土）から11月30日（土）までの期間、 「ハービス
PLAZA ENT」内にて開催することをお知らせいたします。

News Release

「ハービスPLAZA ENT」開業15周年企画
ビューティークリエイター・RYUJI 関西初の作品展「FACE COUTURE 唯一無二の顔をもつ女たち」

11月9日（土）で開業15周年を迎える商業施設「ハービスPLAZA ENT」は、ラグジュアリー・エンターテインメントを中心に、
上質なショップが集積し、非日常を味わえる場所をコンセプトとして展開しております。

この度、15周年を記念して今後より幅広いお客様に「ハービスPLAZA ENT」を知っていただくため、日本のみならずアメリカやヨー
ロッパ各国でのグローバルな活動経験を持つビューティークリエイター・RYUJI協力の下、関西初の作品展「FACE COUTURE
唯一無二の顔を持つ女たち」を、「ハービスPLAZA ENT」館内各所にて開催いたします。

本写真展では、モデルに奥菜 恵、桐谷 美玲、草刈 民代、冨永 愛、水原 希子など全9名の世界で活躍する女性たちを起用。
日本を代表するフォトグラファーのレンズを通して、彼女たちの普段のイメージとは全く異なる美しさを映し出した作品が集結します。
また、奥菜 恵、大森 靖子が表現するオーセンティックな美しさに、様々なアートメイクアップが浮かび上がる映像インスタレーション作
品や2019年4月に表参道Gallery5610でも展示された既存作品、また、今回のために製作したモデルの谷まりあを起用した新作
も登場します。

11月8日（金）にはRYUJIが登壇する開業15周年を祝したイベント「HERBIS PLAZA ENT 15周年オープニングレセプショ
ン」を開催する他、11月23日（土）には、RYUJIと谷 まりあのトークショーも開催予定です。

ビューティークリエイター・RYUJI コメント
「FACE COUTURE」とは、誰もが美しいと感じる「美の定義」にとらわれずに、僕の頭の中に芽生えるユニー
クな妄想を形にし「纏う人」が感情というエッセンスを吹き込むことで、その瞬間にしか生まれない個性美を表現
したビューティービジュアルです。
また、今回、HERBIS PLAZA ENT 15th Anniversaryのために、谷 まりあ（モデル）とコラボレーション
した新作も発表いたします。
手作業でしか創れない偶発的な美しさにメイクアップの新たな可能性を感じていただけたら幸いです。
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【開催概要】
〇FACE COUTURE 唯一無二の顔を持つ女たち
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〇HERBIS スイートクリスマス ＆ HERBIS PLAZA ENT
15th Anniversary オープニングレセプション

〇RYUJI×谷 まりあ SPECIAL TALK SHOW

HERBIS Christmas Illumination

2019年のクリスマスイルミネーションは、「結ぶ、ハービス」をテーマに、過
去と未来を融合させる「ロココ・アーバン」の世界観を表現します。15周年
のモチーフであるリボンから連想し、“新しい自分になる、美しく強く変化す
る”ことを意味する「蝶」をオーナメントとして彩ります。館内のクラシカルな雰
囲気の中で光り輝く優美なツリーをお楽しみください。

ハービスPLAZA 1F 
オルガン広場

ハービスPLAZA ENT 4F
ソニーストア前

：2019年11月9日（土）～11月30日（土）
：ハービスPLAZA ENT 館内各所
：大阪市北区梅田2丁目2−22
：11:00～20:00（ハービスPLAZA ENT 営業時間内）
：我妻 マリ（ファッションモデル）、飯島 望未（バレエダンサー）、

大森 靖子 （シンガーソングライター）、奥菜 恵（女優）、桐谷 美怜（女優・モデル）
草刈 民代（女優）、冨永 愛（ファッションモデル）、水原 希子（女優・モデル）、谷 まりあ（モデル）など

：カズ アラハマ、五十嵐 隆裕、ケイ オガタ、下村 一喜、蓮井 元彦、渡邉 肇
：株式会社 イイノ・メディアプロ、大洋印刷 株式会社、株式会社 ヴァン・カウンシル、株式会社 竹尾、

SPC GLOBAL、特種東海製紙 株式会社、キヤノンマーケティングジャパン 株式会社、株式会社 ドンナ
：https://www.herbis.jp/
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：2019年11月8日（金）18:00～
：ハービスPLAZA 1F オルガン広場
：ハービスPLAZA ENT15周年のオープニングを記念する2部制のセレモニー。

第1部では15周年のテーマ「結ぶ、ハービス」をイメージしたスペシャルなクリスマス
ツリーの点灯式を堀田 茜さんを迎え開催。
第2部では開業15周年のメイン企画である 「FACE COUTURE 唯一無二の顔を
持つ女たち」の開催を祝し、RYUJIによるトークショーを行います。

：11月23日（土）14:00～
：ハービスPLAZA ENT 3F バルコニー
：今回、新作のために初めてタッグを組んだ2人によるプレミアムトークショー。

撮影時のエピソードや、作品に対する思いなどを語ります。

堀田 茜

谷 まりあ
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ご参考情報
-ハービスPLAZA ENT 開業15周年を記念して実施するその他イベント内容-

■阪急阪神おでかけカード10,000ポイントプレゼントキャンペーン
期間中、ハービスPLAZA/PLAZA ENT内のカード加盟店で合計110,000円（税込）以上ご利用の方全員に、10,000ﾎﾟｲ
ﾝﾄをプレゼントいたします。

■HERBIS Christmas with aibo Special Event
aiboのスペシャルイベントをハービスPLAZA/PLAZA ENTにて開催します。ハービスオリジナ
ルのメニューやアイテムを数多くご用意。aiboオーナーもそうでない方も楽しめるイベントです。

〇期間：2019年11月8日（金）～11月17日（日）
場所：ハービスPLAZAPLAZA/PLAZA ENT館内各所

■14のデザイナーズブランドによる特別イベント ～MIDWEST DESIGNERS FES～

■ハービスクリスマスプレゼントキャンペーン
ハービスPLAZA/PLAZA ENTから日頃の感謝を込めて、とっておきのプレミアムなクリスマスプレゼントが当たるキャンペーンを実施。
ザ・リッツ・カールトン大阪 ペアランチ券、大阪四季劇場 ペア鑑賞券、ハービス商品券1万円分などをプレゼント。

■「HERBIS X’mas Music Live」 Supported by Sony Store & Billboard Live OSAKA
精力的なライブ活動で人々を魅了し続けている2組のアーティストが出演し、ハービスのクリスマスを華やかに盛り上げるミュージック
ライブを開催します。

〇日時・出演者:2019年12月 8日（日）13:30～/15:30～ doa
2019年12月14日（土）14:00～/16:00～ Chicago Poodle

場所：ハービスPLAZA ENT 3F バルコニー

＜デザイナーズトークショー詳細＞
①yoshiokubo × AKIRANAKA × th
日時：2019年11月9日（土） 15時開演
②ANREALAGE × doublet
日時：2019年11月23日（土） 15時開演
③JOHN LAWRENCE SULLIVAN × Lautashi
日時：2019年11月30日（土） 15時開演
④STAIR × EBONY × moil
日時：2019年12月7日（土） 15時開演
⑤DIET BUTCHER SLIM SKIN × DISCOVERED ×

DRESSEDUNDRESSED × LIBERUM
日時：2019年12月14日（土） 15時開演
※トークショーはweb応募にて受け付けております。

詳しくはMIDWEST OSAKAまでお問合せください。

ハービスPLAZA ENTの15周年記念として、ファッション業界を牽引する14の
デザイナーズブランドの協力による「MIDWEST DESIGNERS FES（ミッドウ
エスト・デザイナーズフェス）」を開催。各ブランドの限定アイテムの販売やデザイ
ナーズトークショー、ポップアップショツプを展開します。イベントの目玉となるデザ
イナーズトークショーでは、参加ブランドのデザイナー同士のファッション対談が5
回にわたり実現！司会にはWWD JAPAN.com編集長の村上要氏を起用。
ファッション好きなら心躍るクロストークを展開していきます。

〇期間：2019年11月9日（土）～12月22日（日）
場所：ポップアップ…ハービスPLAZA ENT B1F ミッドウエスト店内

トークショー…ハービスPLAZA ENT 各所
※日程によって場所が異なります。

doa （12/8出演アーティスト） Chicago Poodle （12/14出演アーティスト）

詳細は公式HP（https://www.herbis.jp/）にてご確認ください。

©2019 sony Corp.

■死ぬまでに行きたい！世界の絶景 写真展 ～α編～ in HERBIS
「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」プロデューサー 詩歩による写真展を開催します。
また、12月15日（日）には司会進行役の写真家別所隆弘とトークショーも開催。

〇写真展開催期間 ：2019年12月 1日（日）～12月25日（水）
トークショー開催日時：2019年12月15日（日） ①13：30～（ハービスPLAZA ENT 3Fバルコニー）、②16:30～（ソニーストア店内）

詩歩プロフィール
「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」プロデューサー／静岡県・浜松市観光大使

1990年生まれ。静岡県出身。世界中の絶景を紹介するFacebookページ「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」を運営
し、70万以上のいいね！を獲得し話題に。書籍シリーズも累計63万部を突破、アジア等海外でも出版される。昨今の”
絶景”ブームを牽引し、流行語大賞にもノミネートされた。現在はフリーランスで活動し、旅行商品のプロデュースや自治体
等の地域振興のアドバイザーなどを行っている。


