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＜Press Release＞ 

2017年 11月 30日 

 
「Amazon Holiday 2017ポップアップストア」をオープン 

“サイバーマンデーセールやAmazonのサービスをリアル体験” 
～12月 8日（金）18:00から 11日（月）までサイバーマンデーセール期間限定で開催～ 

Amazonマーケットプレイスの販売事業者である株式会社丸井グループの協力により 

渋谷モディおよび渋谷マルイに様々なイベントコーナーが出現  

 

 タイムセール商品をその場で見られる、サイバーマンデーセールのリアル体験 

 おすすめのファッションアイテム提案 Amazon Fashionホリデースタイル 

 サイバーマンデーセールの目玉商品「PlayStation® VR」での日本未発売ゲーム「エースコンバット 7 スカイズ・

アンノウン」試遊体験や、Amazonアプリストア 5周年記念ゲームイベントを実施 

 クラウドベースの音声サービス Amazon Alexa対応デバイス、Amazon Echoシリーズ タッチ＆トライコーナー 

 Amazonのカスタマーサービススタッフによる初の対面でのサポートカウンター、Prime Nowの特設受け取り

カウンターの設置や、カフェでの Amazon フレッシュの食材を使ったメニュー提供も実施 

 

総合オンラインストアAmazon.co.jp（以下、Amazon）は、年末のビッグセール「サイバーマンデーセール」を開催する12月8日

（金）から12月11日（月）までの期間限定で、「Amazon Holiday 2017 ポップアップストア」を渋谷モディと渋谷マルイにオープン

します。（http://www.amazon.co.jp/cybermonday） 
 

本ポップアップストアは、Amazon のタイムセール商品を実際

に見られ、サイバーマンデーセールをリアルタイムで体験でき

る初のポップアップストアイベントです。サイバーマンデーセール

のおすすめ商品を展示し、QR コードをスマートフォンなどで

読み取ることで Amazon の商品詳細ページにアクセスして、

その場でタイムセールの商品を注文できます。また、Amazon 

Fashion の紹介、Amazon Echo シリーズのタッチ＆トライ

コーナー、Amazon アプリストアの人気ゲームイベントや新作

ゲームの試遊などのイベントコーナーを設置します。そして

Amazon プライムのサービスである「Prime Now」のサイバー

マンデーセール対象商品の受け取りや、カフェでの「Amazon

フレッシュ」の期間限定メニュー提供を実施します。さらに、

Amazonのカスタマーサービススタッフが、Amazonプライムの

説明を初めて対面でご案内します。 
 

本イベントの実施にあたり、アマゾンジャパン バイスプレジデント ライフ＆レジャー事業本部 統括事業本部長 渡辺朱美

は次のように述べています。「クリスマス・年末年始の多忙なこの時期に、販売事業者である丸井様のご協力により、オンライン

だけでなくリアルの場でもサイバーマンデーセールやAmazonのサービスを多くのお客様にお楽しみいただけることを大変

嬉しく思っています。Amazonでいつもお買い物を楽しまれているお客様だけでなく、初めてネットショッピングを利用してみたい

という方にも、Amazonの豊富な品揃えや利便性の高いサービスを体験いただければ幸いです。これからも販売事業者様や

多くのパートナー様と協力し、お客様の利便性の向上に努めてまいります。」 
 

また、株式会社丸井 常務取締役 青野真博氏は次のように述べています。「この度、当社の商品を出品しているAmazonと

オンラインだけでなくリアルの場でもご協力し、お客様にAmazonのサービスをお楽しみいただける機会をご提供でき、心より

嬉しく思っています。当社は、リアル店舗に加え、オンラインでの販売を強化しており、2007年よりAmazonマーケットプレイス

への出品を開始し、ビジネスを拡大しています。今後もオンラインでの販売を強化し、多くのお客様へ商品を届けて参ります。」 
 

この機会に、Amazonの幅広いサービスを体験いただくとともに、サイバーマンデーセールのお買い物をお楽しみください。 

 

＜Amazon Holiday 2017 ポップアップストア イメージ＞ 

http://www.amazon.co.jp/cybermonday
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「Amazon Holiday2017 ポップアップストア」概要  
 

開催日時： 12月8日（金） 18:00～20:00 

 12月9日（土）から11日（月） 11:00～20:00 

開催場所： 渋谷モディ および 渋谷マルイ （東京） 

  〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 

   

※12月8日（金）は、渋谷モディ 8Fおよび9Fのイベントはございません。 

※本イベントに参加される方は、リストバンドをお渡しいたしますので、

渋谷モディ 1Fの総合受付にお立ち寄りください。 

 

 

 ■Amazon Holiday 2017 ポップアップストア スタンプラリー 

各イベントブースをまわるスタンプラリーに参加した方に、先着で各日2500名様にAmazonオリジナルギフトプレゼント 

 

1. 総合受付・ステージイベント・Prime Now受け取りカウンター（渋谷モディ 1F） 

エントランスにはイベントの総合受付カウンター、Amazon Holidayをイメージしたクリスマスツリー、ステージを設置。

ステージではサイバーマンデーセールのタイムセール商品をリアルタイムで紹介するほか、ポップアップストアの

イベントの様子やPlayStation® VRのゲームイベントなどをお楽しみいただけます。また、Amazonプライム会員向け

サービス「Prime Now」では、サイバーマンデーセール対象商品を含む最大70,000点の取扱商品（一部を除く）の

ご注文を、イベント期間中、特設受け取りカウンターでお受け取りいただけます。 

 

2. Amazon Fashion ホリデースタイル（渋谷モディ 3F） 

パーティや旅行など出かける機会の増えるホリデーシーズンにむけて、

サイバーマンデーセールの商品を中心に、Amazon Fashionがおすすめ

するコーディネートをご紹介します。展示商品は QR コードを読み取る

ことで、商品のオンラインページへアクセスすることができます。 

 

3. サイバーマンデーセール タイムセール商品のリアル体験（渋谷モディ 5F） 

サイバーマンデーセールの商品の一部を展示。QRコードが付いている

ので、その場で気になる商品のオンラインページへアクセスすることが

できます。 
 

 展示商品例 

左： フィリップス メンズシェーバー  

9000シリーズ S9511/26 

右： Windows10搭載 

Dellノートパソコン Inspironシリーズ 

 

場所 イベント内容 

渋谷モディ 1F 総合受付・ステージイベント・Prime Now受け取りカウンター 

渋谷モディ 3F Amazon Fashion ホリデースタイル 

渋谷モディ 5F サイバーマンデーセール タイムセール商品のリアル体験 

渋谷モディ 7F Amazonプライム特典紹介＆会員登録サポートカウンター 

渋谷モディ 8F Amazonアプリストア バトルアリーナ＆PlayStation® VRで新作ゲーム試遊体験  

渋谷モディ 9F Amazon フレッシュ コラボカフェ 期間限定メニュー提供 

渋谷マルイ 8F Amazon Echoシリーズ タッチ＆トライコーナー 
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4. Amazonプライム特典紹介＆会員登録サポートカウンター （渋谷モディ 7F） 

Amazonプライムの特典やサービス案内をスタッフが対応します。

またカウンターでは、Amazonのカスタマーサービスのスタッフが、

初の対面による会員登録方法の説明をします。なお、プライム会員

に登録された方全員に、Prime NowやAmazonフレッシュでお使い

いただける割引クーポンと、ノベルティを差し上げます（なくなり次第

終了）。 

 

 
 
 

 

5. Amazonアプリストアバトルアリーナ＆PlayStation® VRで新作ゲーム試遊体験 （渋谷モディ 8F） 

Amazonアプリストア5周年を記念し、有名インフルエンサーと一緒

に、モンスターストライク、パズル＆ドラゴン、#コンパスなどのゲー

ムを楽しむことが出来るスペシャルイベントを開催。初心者の方に

はイベントコンパニオンが各ゲームの遊び方の説明も行います。 

また、PlayStation® VRで2018年発売予定のPlayStation® VR用

ソフトウェア「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」や、2017年

12月14日発売予定の「ザ エルダースクロールズ V:スカイリム 

VR」など人気タイトルの試遊も実施します。 

※アプリストア5周年記念イベントサイトはこちらでご覧いただけます。 
https://www.amazon.co.jp/5year-appstore 

※ゲーム体験は、渋谷モディ 1Fの総合受付にて整理券を配布い

たします。 

 

 
6. Amazonフレッシュ コラボカフェ 期間限定メニュー提供 （渋谷モディ 9F） 

Amazonフレッシュとハワイアンカフェ「Kaila café & Terrace Dining」

がコラボレーション。新鮮なトロピカルフルーツたっぷりのパンケーキ

や、一度も凍結していない国産生本マグロをつかったアヒポキ丼、

ジューシーなオレンジをふんだんにのせたワッフルなど、Amazon

フレッシュの食材を使用したオリジナルメニュー10種類を数量限定

（料理とデザートは各メニューとも1日10食、ドリンクは1日20杯予定）

で提供します。また、期間中にレストランを利用されたお客様全員に、

プチデザートを差し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Amazon Echoシリーズ タッチ＆トライコーナー（渋谷マルイ 8F） 

本年11月8日、国内で展開発表したばかりのスマートスピーカー

Amazon Echoシリーズの機能の一部を体験できるタッチ＆トライ

コーナー。また、Kindle、Fire タブレットなどのAmazonデバイスも

ご覧いただけます。 

 

 

 

＜トロピカルパンケーキ＞ ＜アヒポキ丼＞ ＜ショコラオレンジワッフル＞ 

https://www.amazon.co.jp/5year-appstore
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※各会場の写真はイメージです。 

※商品ページへのアクセスはお客様のスマートフォンにインストールされた Amazonショッピングアプリなどをご使用いただきます。Amazonアカウントが

必要です。 

※「Amazon Holiday 2017 ポップアップストア」で Prime Now対象商品のお買い物、お受け取りには Amazonプライム会員の登録が必要です。 

※都合により、内容は一部変更の可能性があります。また、状況により、入場制限をさせていただく場合があります。 

 
 

【Cyber Monday（サイバーマンデー）とは】 

名称： Cyber Monday（サイバーマンデー） 【日本記念日協会登録済】 

日時： 毎年12月第2月曜日  ※本年は12月11日（月） 

米国では、感謝祭（11月の第4木曜日）の休暇明けの翌月曜日は「Cyber Monday」と呼ばれ、オンラインショッピングの売上が急増し、ネットショッピング

が1年で最も盛り上がる日としても知られています。日本では冬のボーナス時期でもあり、年末に向けて消費が急増する12月上旬から多くの通販

サイトでセールが行われます。Amazonでも12月第2週に、年間で最も多くのお客様がサイトを訪れていることから、12月の第2月曜日を日本版の

「Cyber Monday」として記念日申請し、2012年に日本記念日協会に認定されました。今年はセールの最終日の12月11日（月）が日本版サイバー

マンデーに当たります。 

 
 

【サイバーマンデーセール 概要】 

セールページ：  http://www.amazon.co.jp/cybermonday 

日時： 12月8日（金）18時～12月11日（月）23時59分までの78時間 

主なセール： 

 特選タイムセール：日ごとに商品が入れ替わるタイムセール。在庫を豊富に取り揃えており、どなたでもご参加いただけます。Amazon

プライム会員は、一部の商品をさらにお求めやすい価格でご購入いただけます。 

 数量限定タイムセール：最大8時間実施の数量限定で5分ごとに商品が登場するタイムセール。Amazonモバイルアプリの「ウォッチリスト」

機能をご利用いただくことで、タイムセールが開始する直前に、プッシュ通知でお知らせを受け取れます。 

 
 

【Amazonについて】 

Amazonは4つの理念を指針としています。競合他社ではなくお客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な

発想です。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon

（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexaなどは、

Amazonが先駆けて提供している商品やサービスです。 

 

 

本件に関する報道関係者からのお問合せ先 

アマゾンジャパン合同会社 プレス対応 Tel：03-6367-4117 プレス対応 E-mail：press@amazon.co.jp   

株式会社プラップジャパン プレス対応 Tel：03-4580-9101 プレス対応 E-mail：amazon@ml.prap.co.jp 

http://www.amazon.co.jp/cybermonday
mailto:press@amazon.co.jp
mailto:amazon@ml.prap.co.jp

