Pre ss R el e ase

2012 年 2 月 10 日

3 月９日（金） ~ 11 日（日） 開催決定！
iPhone 女子部 pre sents
「ガールズ アクセサリー ショ ー vol. 1」のお知らせ !!
オシャレスポット東京・表参道のギャラリーにて女子の祭り！
「iPhone 女子部」主催でアクセサリーの販売会を開催いたします!!
いつもお世話になっております。iPhone 女子部部長のこばやしです。この度 iPhone 女子部は、東京・
表参道のイベントスペースにて「iPhone 女子部 presents ガールズ アクセサリーショー vol.1」を３月
９、10、11 日の３日間にわたって開催いたします！
2010 年に結成いたしました iPhone 女子部、もうすぐ２年をむかえようとしているのですが、媒体を
運営しながら、女性ユーザーとやりとりをして気づいたこと、それは、「女 子 は アク セ サ リー が 大好
き！！！ 」ということでした。
先日 iPhone 女子部部員限定で 200 個発売した「ジャックアクセ」が、販売後９日間で売り切れるな
ど、本当に女子はかわいいアクセサリーに目がありません。また、ここ２年間のなかで「かわいいアク
セサリーはどこで買えばいいの？」という質問や、「かわいいアクセサリーをたくさん集めてイベント
をやってください」などの要望も部員のみんなからたくさんいただいておりました。だとしたら iPhone
女子部が「女子にささるアクセだけを集めた、女子のためのイベント（販売会）」を開催しようではな
いか！それが素直ないきさつです。
表参道のギャラリーでの３日間は、アクセサリー販売をメインとしながら、トークショートかワーク
ショップとかもやりつつの、女子の祭りです。全国に約 21,000 人いる部員さんにはもちろん、メディ
アの皆様方にもご協力いただきながら、大いに盛り上げたいと思っておりますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます！

「iPhone女子部presents ガールズ アクセサリーショー vol.1」概要
【日時】３月９日（金）15:00~21:00／10日（土）11:00~21:00／11日（日）11:00~17:00
【会場】BA-TSU ART GALLARY http://www.ba-tsuartgallery.com/index.php
渋谷区神宮前 5-11-5 B1F
最寄駅：表参道駅、明治神宮前駅、原宿駅

原宿の交差点（ラフォーレ原宿の周辺）からも徒歩１分くらい。となりにスターバックスなどもあり、
女性が立ち寄りやすい立地です。※ギャラリー１Fは186.127平米、2Fは113,021平米

【イベント内容】
1F アクセ サリー メーカ ー 10~ 20 社 による i P h one アクセ サリー 販売会
2F ワーク ショッ プやト ークイ ベント
・Ap pBan k ト ー クシ ョー
・iPhoneMagazin

mee t i ト ーク ショ ー

・恋 愛博 士ぐ っ どう ぃる 博士 に よる 「だ から ア ナタ はモ テな いの ！ダ メ 出し 講座 （仮 ）」
・iPhone 女 子部 によ る 2012 年女 子 アプ リ大 全
・部 員し か買 え ない ！ 限定 販売 iP hone ケ ース 予約 受 付
（参 加作 家： Wool cube wool、 カズ モ トト モミ 、小 林 エリ カ etc .）
・デ ザイ ンユ ニ ット 「 Wool cube wool 」に よる i Phone ケー ス作 り
・デ コパ ッチ （ 紙デ コ） をつ か って の iPhone ケ ー ス作 り
・掘 り出 し物 い っぱ い! プレ ゼン ト 大会
・来 場女 子へ の 豪華 全員 プレ ゼ ント の配 布（ 予 定）

ほか
屋外特設 ブース フード ユニッ ト「カ リ~番 長」 の女子カ リ~販 売
などなど、盛りだくさんの内容で盛り上げます。追加企画もただいま準備中！
※イベント内容は変更になる可能性があります。

★出展ご希望の方、2FスペースでiPhone女子部と一緒に何かやりたい！という方も、まだまだ募
集中です。どうぞご連絡ください！
※イベント内容の最新情報は、iPhone 女子部公式サイトでも随時紹介してまいります。
—————————————————————————————————————————————
【iPhone 女子部とは】
2010 年４月、女子ライトユーザーのためのオシャレな iPhone ライフ提案 BOOK『はじめまして。
iPhone』の出版を機に結成。全国の女性 iPhone ユーザーから続々入部届けをいただき、現在部員は日々
増員中です（2012 年１月現在 登録部員数約 21,000 人）。
“iPhone と一緒の楽しい女子ライフ”をコンセプトに、 Twitter での交流やデコのワークショップ、
リアル部室（部員限定の情報交換会）などの活動を通して、全国の部員とかわいいモノ、楽しいコト、
新しいトレンドを発信しています。
2011 年２月には公式 Web リニューアルとともに、全国家電量販店にて、iPhone 初心者＆購入検討者
向けの iPhone 女子部フリーペーパー『こんにちは。iPhone』を、9 月からは 2 冊目となる『ごきげん
よう。iPhone』の配布を開始しました。
また 9 月 1 日に、iPhone 女子部公式アプリ「別冊 iPhone 女子部 セキ★ララ部室」
（無料）をリリース、
現在、約 80,000DL と好評いただいております。
コミュニティの結束力とメディアの伝達力を合わせ持つ新しい形の「部活」型プラットフォームとして
多方面で活動を展開中です。
—————————————————————————————————————————————
【本イベント（出展、協賛、取材等）に関するお問い合わせ】
＜iPhone 女子部（運営：株式会社 都恋堂）＞
〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-12-32 MEJIRO SEQUENZA B
Tel: 03-3565-7561

E-mail: info＠iphonejoshibu.com

担当：小林奈巳（iPhone 女子部部長）
、村上紗織（iPhone 女子部副部長）
大八木宏武（営業）

