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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

Airbnb と CCC が、Airbnb Cafe を 10/26～11/19
SHIBUYA TSUTAYA に限定オープン
～Airbnb Japan のエバンジェリストに宮川大輔さんが就任～
世界有数のコミュニティ主導型ホスピタリティプラットフォームの Airbnb（本社：米国 カリフォルニア州サンフ
ランシスコ、日本語名：エアビーアンドビー、以下：Airbnb）と、ライフスタイルを提案する企画会社のカルチュ
ア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO： 増田宗昭、以
下：CCC）は、2018 年 10 月 26 日（金）から 11 月 19 日（月）まで、音楽やアートなどカルチャーの発
信地・渋谷の SHIBUYA TSUTAYA 内 7F でカフェ・カンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取
締役社長：楠本修二郎）が手掛ける BOOK & CAFE「WIRED TOKYO 1999 (SHELF67)」にて、期間
限定で Airbnb Cafe をオープンいたします。

Airbnb Cafe は、「いろんなわが家に旅しよう」と名付けたキャンペーンの一環で、世界 191 カ国に広がる
Airbnb での新しい旅の可能性を、日本中の方々に知っていただきたいという想いで企画いたしました。グローバ
ルミッションである’Belong Anywhere’を基盤とし、だれでもどこでも Airbnb で「わが家」を見つけることができ
る、というアイディアを表現しています。店内は、「ホームシェアリング」や「体験」を通して旅全体をプロデュースする
Airbnb を活用した、新しい旅の可能性を体感いただけるスペースとなっています。寛ぎながら旅を楽しめる リビ
ングコーナーに、ゲストが自由に楽しめるフォトジェニックなスペース、「地域に息吹く生活や環境に触れ合う旅を感
じる一冊」をテーマに、店内の本棚の一部に日本国内の旅を軸にセレクトしたコーナーを展開します。さらに、
Airbnb オリジナルのドリンクやフードを各２種ずつご用意、そして Airbnb 体験クーポンを配布いたします。さら
に、期間中は店内 BGM として、音楽メディア「Spincoaster」とコラボレーションした「旅×音楽」をテーマにした
曲を放送し、毎週金曜の夜 20 時からは、「Travel Music Night」と題し、渋谷界隈で活躍する DJ が登場
するなど、カルチャーの発信地である渋谷に位置する SHIBUYA TSUTAYA 内の BOOK & CAFE「WIRED
TOKYO 1999 (SHELF67)」から、Airbnb ならではの旅の楽しさを感じていただける、様々なコンテンツを展開
いたします。
また、Airbnb Japan のエバンジェリストにタレントの宮川大輔さんが就任しました。今後は、Airbnb を通じた
旅の魅力をより多くの人に伝えるため、Airbnb の国内のリスティングに宿泊し、実体験を通じて Airbnb の魅力
を発信していただきます。

さらに Airbnb は、同日の 26 日から、北海道や大阪、島根、福岡など国内 10 都市を巡る全国キャラバンを
スタートいたします。本キャラバンは、Airbnb のキャラバンカーが全国をまわり、Airbnb に興味がある方に対して
Airbnb の既存ホストとコミュニケーションをとることができるミートアップイベントを実施することで、その地域の
ユニークなカルチャーを発信し、人と人を繋いでいくという想いがこめられています。
Airbnb と CCC は、今回の取り組みを通じて、新しい旅の魅力を多くの方に知っていただき、利用していただくこ
とを目指しています。旅の選択肢は、無限大です。Airbnb が提案する新しい旅行体験は、日本の旅をより一層、
面白いものにしていくと、私たちは信じています。今後も Airbnb は、新しい旅の魅力をお伝えするイベントやキャン
ペーンを企画・実施してまいります。
＜Airbnb Cafe 概要＞
名称： Airbnb Cafe
期間： 2018 年 10 月 26 日（金）～11 月 19 日（月）
営業時間： 10:00～26:00
（ランチタイム：10:00～17:00、ラストオーダー：フード 23:00、ドリンク 25:00）
場所： WIRED TOKYO 1999
東京都渋谷区宇田川町 21-6 QFRONT 7F SHELF67 / SHIBUYA TSUTAYA 内
https://www.cafecompany.co.jp/brands/wiredtokyo/1999_shibuya/
http://www.cafecompany.co.jp/news/2018/10/wiredtokyo1999-airbnbcafe.html

＜Airbnb Cafe について＞
● Airbnb オリジナル・メニュー
フード 1 種／スイーツ 1 種／ドリンク２種
WIRED TOKYO の人気メニューであるタコライスに各国のデリをのせた一品に加え、Airbnb を想起させるラ
ウシュカラーの世界感からインスピレーションを受けた、フォトジェニックなパフェをご用意。ドリンクは、各国のウィ
スキーを使用した世界の味を楽しめる１杯に加え、タピオカミルクティーを Airbnb のラウシュカラーの世界観で
展開しています。

（左から、旅するタコライス、旅するフルーツパフェ、旅するハイボール、旅するタピオカミルクティー）
● Airbnb Cafe スペシャルコンテンツ
・

寛ぎながら旅を楽しめるリビングコーナー

・

フォトジェニックな Airbnb ゲート

・

Airbnb オリジナルコースター配布

・

Airbnb クーポンプレゼント

・

音楽メディア「Spincoaster」とコラボレーションした「旅×音楽」をテーマにした曲を放送

● ハッシュタグプレゼントキャンペーン
＃エアビーカフェ ＃airbnbcafe タグ付けでカフェの写真を SNS でアップいただくと、先着でギブアウェイを
プレゼント

● その他開催されるイベント
「Travel Music Night」（supported by Spincoaster）
期間中、毎週金曜の夜 20 時から、渋谷で活躍する DJ が登場し、音楽の旅を展開
10/26（金）Seiho、11/2（金）okadada、11/9（金）Licaxxx、11/16（金）YonYon

●Airbnb エバンジェリスト 宮川大輔さんプロフィール
1972 年 9 月 16 日、京都に生まれ。
NSC 大阪 9 期生、よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属。映画、ドラマ、
舞台への出演をはじめ、書籍の執筆やアニメや映画の声優など、 幅広く活
動中。仕事柄、国内外にロケに行くことが多く、テレビでは、「世界の果てまで
イッテ Q！」や「満天☆青空レストラン」などにも出演し、各地を飛び回ってい
る。https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=6224

●今後の取り組みについて
Airbnb 国内のリスティングを体感し、SNS を通じて Airbnb の魅力を発信。Airbnb が提供する旅の楽し
み方や文化とのつながりを感じて、新しい旅の価値を発見します。

Airbnb（エアビーアンドビー）について
2008 年に創業された Airbnb は、誰もがどこにでも居場所を感じることができる世界をつくることをミッションとして
います。その実現のために、地方ならではの旅をサポートし、多様な選択肢とすべての人々の参画機会がある、持
続可能な観光産業を支援します。独自のテクノロジーを活用し、空き家・空き部屋や、ホスピタリティ精神に溢れ
る起業家としての才能や情熱をプラットフォームに掲載し、収入を得る手段とすることによって、世界中の地域・個
人に持続的な経済効果をもたらしています。当社のマーケットプレイスには、世界 191 か国以上、81,000 以上
の都市で 500 万を超えるユニークな宿泊施設が掲載されています。「体験」では、世界 1,000 以上の都市で、
約 15,000 にのぼるユニークかつ手作りのアクティビティが提供されており、今までになかった地域コミュニティそのも
のを体感いただけます。Airbnb の人と人をつなぐプラットフォームがホスト、ゲスト、当社社員、そして地域社会を
含む、当社が関わり得るすべての方々にとって価値あるものとなるよう、努めてまいります。
*このプレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。
*「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称及びロゴは Airbnb Inc.の登録商標です。

CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）について
CCC は、TSUTAYA 事業、蔦屋書店事業、出版・コンテンツ事業などの持株会社である CCC エンタテインメント
株式会社、マーケティングプラットフォーム事業を手がける CCC マーケティング株式会社、T-SITE 事業、生活提
案事業などを手がける CCC デザイン株式会社、コミュニケーションデザインとコンサルティング事業を手がける CCC
クリエイティブ株式会社のホールディングカンパニーとして、人材やデータベースなど CCC グループの知的資本を顧客
価値に転換できるよう取り組んでおります。
●Airbnb 情報ポータルサイト「Airbnb ナビ」http://tsite.jp/r/cpn/airbnb/
ゲスト・ホストそれぞれの視点から Airbnb を利用したストーリーの紹介や、ホームシェアリングの普及を促進する企
業へのインタビュー、弁護士による新法の解説などを紹介しています。

