2019年6月12日
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

SHIBUYA109渋谷 地下2階に「『食』の行列発信地」開設

「MOG MOG STAND（モグモグスタンド）」
2019年6月28日（金）OPEN！！
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎／以下、当社)が
運営するSHIBUYA109渋谷（東京・渋谷区）は、2019年6月28日、地下2階に食のフロア「MOG
MOG STAND（モグモグスタンド）」をオープンいたします。

「MOG MOG STAND」のコンセプトは「食」の行列発信地。当社独自の調査により、「around20
（20歳前後の若者）」から支持のある「食べ歩き」を切り口に食のフロアが誕生いたしました。
「渋谷発の名物フード」の開発を目指す当社の新事業「IMADA KITCEN（イマダキッチン）」を筆
頭に、スイーツやジェラート、クレープといったワンハンドフードやドリンクの提供を行います。さ
らに最新のエンタテイメントを体感できるコラボカフェやプロモーションスペースなど計10店舗が
出店。
フロア内にはイーティングエリアを設け、若い世代がリアルに「溜まれる場所」を提供します。デザ
インコンセプトは盛り過ぎない可愛さ、抜け感のある可愛さを表現した「エフォートレスカワイイ」。
イーティングエリアはもちろん、各店舗にもフォトスポットを設置するなど、食物販に留まらないエ
ンタテイメントフロアとなっています。
本件ご掲載ご検討のほど、何卒よろしくお願いいたします。
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「食」の行列発信地『MOG MOG STAND（モグモグスタンド）』

「MOG MOG STAND」フロアイメージ

SHIBUYA109渋谷のリニューアルコンセプト、「SHIBUYA109LAND※1」を体現する一つのフロアと
して、2019年6月28日（金）に地下2階「MOG MOG STAND（モグモグスタンド）」が誕生します。
「MOG MOG STAND」のコンセプトは「食」の行列発信地。当社独自の調査により分かった、
「around20（20歳前後の若者）」から支持のある「食べ歩き」を切り口にリニューアルを計画。ス
イーツやドリンク、ジェラート、クレープといったワンハンドフードやドリンクを提供します。さらに
新事業として、「渋谷発の名物フード」の開発を目指す「IMADA KITCHEN」を運営いたします。
※「IMADA KITCHEN」の詳細は、別紙をご参照ください。
飲食店舗のほかにも、最新のエンタテイメントを体感できるコラボカフェやプロモーションスペースな
ど、計10店舗が出店。「MOG MOG STAND」を訪れることで感動を得て、SHIBUYA109ならではの
体験が生まれる、今までになかった食のフロアへと生まれ変わります。

■若者が「溜まれる場所」に。デザインコンセプトは『エフォートレスカワイイ』
MOG MOG STANDは若い世代がリアルに「溜まれる場所」を提供します。フロア内で購入したス
イーツやドリンクの飲食や撮影ができるイーティングエリアを設置。
デザインコンセプトは“盛り過ぎない可愛さ”“抜け感のある可愛さ”を表現した「エフォートレスカワ
イイ」。イーティングエリアのほか、各店舗にフォトスポットを設置。食べるだけではなく撮影や空
間を楽しむ、今の若い世代に即したエンタテイメントフロアを目指します。

イーティングエリアイメージ

オープン記念キャンペーン
①スクラッチキャンペーン
MOG MOG STANDのオープンを記念して、SHIBUYA109渋谷館内でお買物をしていただいたお客
様にスクラッチカードをプレゼント！「当たり」が出たらMOG MOG STANDをはじめとする
SHIBUYA109館内の飲食店で使えるお食事券￥500分を差し上げます。
期間： 6月28日（金）～なくなり次第終了 ※一部対象外店舗あり
②MOG MOG STANDキッチンカー登場
SHIBUYA109渋谷店頭イベントスペース【COCO SPACE】に、MOG MOG STANDのキッチンカー
が登場。試食タイムには地下2階のお店で扱うスイーツやドリンクのサンプリングを実施いたします。
期間： 6月28日（金）、29日（土）
※詳細はウェブ特設ページ（https://www.shibuya109.jp/mogmogstand）にてお知らせいたします。
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店舗詳細
IMADA KITCHEN（イマダキッチン）

当社直営事業

新業態

【渋谷発オリジナルテイクアウトフード】
SHIBUYA109が手掛ける食の発信スポットが誕生します。
渋谷ワンハンドフードフェスをコンセプトに、話題の企業や人と共同
開発したメニューやフードブランドを通じて、驚きと感動を提供いた
します。
＜おすすめメニュー＞
ウチらの健康爆発豆腐祭ソフト
¥626 (税込)
カリスマ動画クリエイター「kemio」がプロデュースする豆腐ソフト
クリーム！
普段豆腐しか食べないくらい豆腐が大好きな彼が、こだわり抜き、試
食を重ね、数十個の候補から厳選したラズベリー・黒糖かりんとう・
ピスタチオ・ごませんべい、４つのソフトクリームを提供いたします。

Chatime（チャタイム） 【スペシャルティドリンク専門店（タピオカ）】

渋谷初

Chatimeは、世界中の人々に愛されているスペシャルティドリンク専
門店です。
新鮮で香り高いお茶（Cha）をベースにお客様のニーズに合ったフ
ルーツドリンクやトッピングのセレクションでドリンクをカスタマイ
ズし、至福で楽しいひととき(Time)をご提供します。
＜おすすめメニュー＞
バタフライピードリンクシリーズ
R ¥470円(税込) L ¥530円(税込)
バタフライピーは、熱帯アジア原産マメ科のツル性植物の花びらを乾
燥させたものです。
透き通った美しい『青』に含まれたアントシアニンが、フルーツの酸
味に反応すると色が変化します。
バタフライピーの美しい青とジュースが作るグラデーションや色の変
化をお楽しみください。

YORKYS Creperie（ヨーキーズ クレープリー）

関東初

【クレープ /ソフトクリーム/ドリンク】
神戸で行列のできるカフェ「YORKYS BRUNCH」。卵・小麦粉・牛
乳を知り尽くしたYORKYSが研究を重ね独特なもちもちの生地のク
レープを生み出しました！季節で一番美味しい旬のフルーツやこだわ
りの食材を使用した奥深い味わいのちょっと贅沢なクレープ専門店。
＜おすすめメニュー＞
レインボーマシュマロクレープ
¥680(税込)
カラフルなマシュマロをふんだんに使用した、
SHIBUYA109限定クレープ！
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… SHIBUYA109渋谷店限定メニュー

店舗詳細
ViTO（ヴィト）

渋谷初
【カフェ】
ViTOがお届けするのは、ヘルシーで体に優しいジェラート。
口に入れれば、香りが広がりながらしっとりとろけ、ほのかな甘みの余
韻を残しフワッと消えてゆく…サッパリとした味わい。
季節の素材を厳選、食材が持つ力を見きわめ、本場イタリアの製造方法
をベースに独自製法で仕上げた美しいジェラートをお楽しみください。
＜おすすめメニュー＞
プリンマカダミア
ダブルカップ¥430(税別)
ダブルコーン¥450(税別)
トリプルカップ¥480(税別) トリプルコーン¥500(税別)
卵黄たっぷりのカスタードとほろ苦いカラメルソースを織り交ぜ、香ば
しくローストしたマカダミアナッツを贅沢に使用したSHIBUYA109渋谷
店限定ジェラート。

ROAR BROTHERS（ロアー ブラザーズ）

渋谷初

【カフェ/コーヒー/スイーツドリンク】
八丁堀で行列のできる自家焙煎コーヒー店「ROAR
COFFEEHOUSE&ROASTERY」の姉妹店。
看板商品アインシュペナーは、自家焙煎コーヒー、自家製クリームを使
用して、飲み方にもこだわり「素晴らしい飲むスイーツ体験」を提供し
ます。
他にはないコーヒータピオカを使ったタピオカドリンクなど、見た目と
味にこだわりました。
＜おすすめメニュー＞
アインシュペナー
¥561(税込)
自家焙煎コーヒーを使用した「飲むスイーツ」。
1杯で3度楽しむことができる体験型コーヒー。

Strawberry fetish（ストロベリーフェチ）

新業態

【イチゴスイーツ専門店】
女子が大好きなストロベリーだけを扱うストロベリースイーツ専門店。
大人すぎず、子供すぎないストロベリーブランドとして、
かわいい商品が日常にプチハッピーを届けます。
＜おすすめメニュー＞
いちごあめロング
¥600(税込)
お祭りでしか買えなかったいちごあめが、さらに進化して
SHIBUYA109に登場！！
厳選したイチゴにパリッとおいしい薄付きのアメ♪
ロングサイズはインスタ映え抜群。
トッピングも選べるので、進化したいちごあめをぜひどうぞおためし
下さい。
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… SHIBUYA109渋谷店限定メニュー

店舗詳細
SHIBUYA BOX CAFE & SPACE（シブヤボックス カフェアンドスペース）
【コラボレーションカフェ】
様々なコラボレーションや、展示会場、イベントスペースとして利用でき
るカフェ。
ここでしか手に入らないオリジナルグッズやオリジナルメニューを展開し
ます。
第一弾は、『SHIBUYA109』のメインターゲットである10代、20代女性に
大人気のコンテンツを予定しております。

キレイモスタジオ Produced by TGC
（キレイモスタジオ プロデュースド バイ ティージーシー）

新業態

【フォトジェニックスペース】
B2F「MOG MOG STAND」の真ん中に、 全身脱毛サロン「キレイモ」発
のフォトジェニックなスタジオがオープン！
待ち合わせに、食事に、おしゃべりに、ホッと一息に…。
みんなが自由に過ごせる女の子のためのフリースペースです。
6月28日（金）：オープン記念SNSキャンペーンを実施予定！

moreru mignon（モレルミニョン）※営業中
【プリントシール機】
フリュー『ガールズトレンド研究所』がプロデュースする、
"せかいいち、かわいい”プリのお店。キュートでオシャレな
女の子のお部屋を“ねこ”が表現したフォトジェニックな空間で、
フリューの人気プリ機や写真撮影をお楽しみいただけます。
プリ機は本店舗限定の、ねこモデルの外装デザイン。
店内ではヘアアイロンのお貸出も実施しています。

PLAZA（プラザ） ※営業中
【コスメ・セレクト雑貨】
たのしさ 探そう 手渡そう。
キレイを応援するコスメや、毎日を彩るトキメキの雑貨が
あふれるライフスタイルストア。
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「MOG MOG STAND」出店店舗一覧
店舗名

店舗名（ヨミガナ）

運営会社

業種

備考

IMADA KITCHEN

イマダキッチン

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント オリジナルテイクアウトフード

新業態

Chatime

チャタイム

プレディクト株式会社

スペシャルティドリンク専門店（タピオ
カ）

渋谷初

YORKYS Creperie

ヨーキーズ クレープリー

株式会社Yorkys Entertainment

クレープ /ソフトクリーム/ドリンク

関東初

ViTO

ヴィト

株式会社バンブーフィールド

カフェ

渋谷初

ROAR BROTHERS

ロアー ブラザーズ

株式会社タートルライド社

カフェ/コーヒー/スイーツドリンク

渋谷初

Strawberry fetish

ストロベリーフェチ

株式会社Sugar Factory

イチゴスイーツ専門店

新業態

SHIBUYA BOX CAFE & SPACE

シブヤボックス カフェアンドスペース 株式会社トランジットジェネラルオフィス

コラボレーションカフェ

キレイモスタジオ
キレイモスタジオ Produced by TGC プロデュースド バイ ティージー
シー

株式会社W TOKYO

フォトジェニックスペース

新業態

moreru mignon

モレルミニョン

フリュー株式会社

プリントシール機

営業中

PLAZA

プラザ

株式会社スタイリングライフ・ホールディング
コスメ・セレクト雑貨
ス プラザスタイル カンパニー

営業中

※1…SHIBUYA109リニューアルコンセプト「SHIBUYA109LAND」
2019年、40周年を契機にスタートしたSHIBUYA109のリニューアルコン
セプトであり、従来の商業施設にない、テーマパーク性を高めます。
お客様がSHIBUYA109を目指し、ワクワクドキドキしながら家を出て、
SHIBUYA109でしか味わえない体験・感動を得た上で、目を輝かせながら
帰路につく、その体験を実現していく考えです。
私たちが大切にするのは「SHIBUYA109での驚き、感動」
「SHIBUYA109だけの経験」「若者の夢が叶う場所」。東急グループの掲
げる“エンタテイメントシティSHIBUYA”実現の一翼を担います。

■地下2階フロア「MOG MOG STAND」概要
フロア名：MOG MOG STAND（モグモグスタンド）
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷 地下2階
営業時間：10:00～21:00
店舗面積：約1700㎡
店舗数：10店舗
特設ページ：https://www.shibuya109.jp/mogmogstand

■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント 概要
SHIBUYA109渋谷（東京都・渋谷区）を中心とした5つの施設を運営（子会社で
の運営を含む）。「Making You SHINE!」の企業理念を掲げ、これからを担う新
しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、不動産賃貸業に留まらない事業
展開を行う。
設立年月日：2017年4月3日
代表取締役：木村知郎
ホームページﾞ：http://www.shibuya109.co.jp/
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