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森ビル株式会社が運営管理するアークヒルズ（東京都港区）は、2017 年 10 月 22 日（日）、「赤坂蚤の市 in 

ARKHILLS 2017 Autumn Special ～ボンジュール マーケット～ #vintage #fashion #café #pâtisserie  

#vinnature」を開催します。 
 
毎月開催している赤坂蚤の市では、今回、秋のファッション特別企画として、ヴィンテージからクラフト作品まで、ファッションを

中心にしたアパレルやジュエリーを販売する約 30 店舗が集まるほか、アンティーク雑貨やカトラリーなど、選りすぐりの逸品を

販売する約 90 店舗が登場します。また今回は、スタイリストやデザイナー、人気インスタグラマーなど、一目置かれるオシャレ

上級者たちが、愛着を持って使用、所有してきたアイテムを出品する、1 日限りの特別ブースが初登場。そのほか、会場を

散策するのにぴったりな話題のコーヒーショップと自然派ワイン店の特別コラボレーションのお店や、パリで活躍する女性パティ

シエールの絶品スイーツが堪能できるお店も登場。会場に流れる音楽に心を癒されながら、一期一会の商品との出会い、

出店者の出会いなど、アークヒルズならではの上質な秋の過ごし方を提供します。 
 

開催概要 
 

タ イ ト ル： 赤坂蚤の市 in ARKHILLS 2017 Autumn Special ～ボンジュール マーケット～ 

        #vintage #fashion #café #pâtisserie #vinnature 

開催日時： 10 月 22 日（日） 11：00～17：00 

場 所： アークヒルズ アーク・カラヤン広場 

店 舗 数： 約 90 店舗（ファッション関連約 30 店舗を含む） 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 9 月 29 日 
 森ビル株式会社 

■赤坂蚤の市とは・・・ 

「赤坂蚤の市 in ARK HILLS」は、都市に住んでいるからこそ出会うことのできる「質の高い商品」や、熱い

想いを持って出店いただいている「プロフェッショナル」との出会いを通じて、人々の交流の場、および新た

なライフスタイルを提供することを目指して 2014 年にスタートし、毎月第 4 日曜日（11：00～17：00）に定

期開催しております。テーマは、フランス語で「生活を創造する」を意味する「L’Art et Vivre（ラー・エ・ヴィ

ーヴ）」。アークヒルズエリアは近年、近隣での大規模マンションの開発などで住民が増加しており、各国

大使館、外資系の企業のワーカーなど在日外国人も多く、国際性に富んだ上質な住環境をもつエリアと

なっています。今後もアークヒルズならではの、都市における豊かなライフスタイルを発信し続けます。 

（上）  「赤坂蚤の市 in ARK HILLS」の様子 

（下）  Vintage Fashion Area のイメージ 

アパレル＆ジュエリーショップが過去最大規模に！約 90 店舗が集結する秋のファッション特別企画 

＜10/22（日）＞赤坂蚤の市 in ARK HILLS秋企画開催 

～スタイリストやデザイナーなどオシャレ上級者たちの特別出品ブースも初登場！～ 
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ファッションを中心に厳選された約 90 店舗より、アンティーク雑貨や古着、ジュエリーなど、西洋系を中心としたアイテムを取り

揃えました。今回は#vintage #fashion #café #pâtisserie #vinnature をテーマに通常の店舗では手に入らない貴重

な商品に出会うことができる機会を提供します。「赤坂蚤の市」は、ネクスト・ラグジュアリーなライフスタイルにこだわる方のニ

ーズを満たし、モノと人をつなぐ出会いに溢れる空間となります。 

 
 

ユニークなヴィンテージクローズやジュエリーとの出会いを創出          #vintage #fashion 
 

「赤坂蚤の市」では、ヴィンテージ品からクラフト作家の作品まで、ここでしか出会うことができない洋服やアクセサリー類を幅

広く取り揃えます。ファッションを入口にそこから広がるカルチャーを、上質なライフスタイルにこだわる全ての方々に向けて発信

する、特別な一日を提案します。普段都内では出会うことができない、北海道や茨城などを拠点とするセレクトショップも出

店し、約 30 店舗のファッション関連店舗が会場を盛り上げます。 

 

＜注目ショップ（一部）＞ 
 

 ARCH （アーチ） 
北海道札幌市に店舗を構えるセレクトショップが特別出店。 

2003 年の開店当時からヨーロッパのヴィンテージウェア、とりわけワーク、ミリタリーに特化したアイ

テムを販売します。 
 

 BRACKETS 
渋谷の神山町で、ヨーロッパ、特にイギリス中心に買い付けして来た vintage item を中心に 

セレクトし、洋服以外にも雑貨、小物も取り揃えています。 

 

 Boop-Poop-A-Doop 
  代官山にあるレディースヴィンテージのお店。 

 ベークライトジュエリーを中心にヴィンテージクロージングなどにも力を入れて取り揃えており、 

古いものの楽しさやおどろきのデザインをお客様にお届けします。 
 

 SIRTURDAY 
  国や年代の枠にとらわれず、ヨーロッパ各国の旅を楽しみながら、皆様にワクワクしてもらえる 

ような物を集められるように心がけています。 

今年から文京区本郷に常設のスペースもオープンしています。 
 

 STRAY SHEEP 
イギリス・フランス・ベルギー・オランダを巡り、古き良き時代に作られた洋服や雑貨を買い付け、 

茨城県水戸市・神奈川県川崎市にある実店舗でご紹介しています。商品を通して「愛着を

持って長く使い続けることの大切さ」をお伝えできればと思っております。 

 sugri 
デザイナー佐々木恭子が手掛ける帽子とヘッドピース、コサージュのブランド Sugri （スグリ）。 

クラッシックなスタイルを基本に、生活の中に美しく溶け込むデザインをコンセプトとして繊細な 

手仕事の魅力が伝わる物作りを目指しています。 

 
 univers Y （ユニヴェール イグ） 

フランスで買い付けたヴィンテージスカーフは、1960 年代を中心にシルク素材に拘って集めてお 

ります。一枚一枚がアート作品のような絵柄はヴィンテージならではの他にはないデザインです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

赤坂蚤の市 in ARKHILLS 2017 Autumn Special ～ボンジュール マーケット～ 
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オシャレ上級者たちのファッションやライフスタイルに迫る                   #fashion 
 

ファッション誌やライフスタイル誌等に取り上げられることも多い飲食店の店主や、アパレルブランドのデザイナー・パタンナー、

人気インスタグラマーなど、一目置かれるオシャレ上級者たちが、愛着を持って使用、所有してきたアイテムを 1 日限りの特

別ブースにて出品します。普段なかなか出会えない各ジャンルのインフルエンサーたちのアイテムが手に入るだけでなく、そのア

イテムを通してカルチャーやライフスタイルにも迫ることができる大変貴重な機会です。 

＜出店者（一部）＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

美味しいグルメ＆ドリンクで一休み こだわりのコーヒーを提供するパドラーズコーヒーも初出店！ #café #vinnature   

蚤の市の散策にぴったりな、話題の2店舗が今回のために特別コラボレーションして出店するキッチンカーが登場。今回初出

店となるコーヒーショップ『PADDLERS COFFEE』では、本場アメリカ・ポートランドのコーヒーとともに、雑誌でも取り上げられ

連日大人気のホットドックを販売。また、自然派ワイン『Le cabaret』では、自然派ワイン（ヴァンナチュール）を販売します。

蚤の市の散策や休憩時間を充実させるラインナップです。 
 
 PADDLERS COFFEE 
～新鮮なコーヒー豆を挽いてこだわりの一杯を堪能～ 

松島氏と加藤氏によるコーヒーショップは蚤の市初出店。アメリカ・ポートラン

ドにある「Stumptown Coffee Roasters」の新鮮なコーヒー豆を使った至福

の一杯をお楽しみいただけます。また当日は、代々木上原「カタネベーカリー」

特注のパンに渋谷のビストロ「リベルタン」または「ペリキュール」が手掛ける 

オリジナルソーセージが挟まったホットドックも販売します。 
 
 Le cabaret ル・キャバレ 

～自然派ワイン（ヴァンナチュール）で本場フランスの風を感じる～ 
2004年代々木上原にオープン以来、フランス好き・パリ好きの間で圧倒的

な人気を誇っているワインバー。 

 

 

 祥瑞、楽記オーナー 勝山晋作氏 
自然派ワインのイベント「フェスティヴァン」の主

宰者であり、飲食店オーナーとして活躍。 

 ル・キャバレ 坪田泰弘氏 
代々木上原にある人気ビストロ「ル・キャバ

レ」のギャルソン。独特のセンスや語り口でゲ

ストをもてなす、東京ヴァンナチュール業界の

人気者。 

 KENNETH FIELD Designer 草野健一氏 

ビームス プラスのディレクターを務めたのち、2012 年独立。自身の 

ブランド「ケネス フィールド」を始動。「For NEW TRADITIONALIST」 

をコンセプトに、アメリカントラディショナルを多角的にアップデートした 

アイテムを提案する。 

 BLUELUG 代々木公園店マネージャー 
松本和也氏 

某セレクトショップを経て、BLUELUG 代々木 

公園店に転職。現在マネージャー兼バイクメカニ

ックを担当。 

 roma スタイリスト 畑田 萌氏 

原宿のサロンに 2 年間勤務後、中目黒 roma 入

社。インスタグラムにアップするアンニュイでおしゃ

れなヘアスタイルはもちろん、本人のファッションも

注目を集める。 

メニュー（予定）： 

・カタネベーカリー×オリジナルソーセージの 

ホットドッグ 800 円 

・ホットコーヒー500 円 

・自家製レモネード 500 円 
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パリで活躍する女性パティシエールが手がけるスイーツに舌鼓み             #pâtisserie 
 

 Le camion du dessert（ル・カミヨン ドゥ デセール） 
話題のパティシエール 小林里佳子氏と加藤里名氏が、今回のために特別コ

ラボレーションして出店します。 

小林氏は、タテルヨシノでパティシエを務めた後渡仏、パリでミシュラン1つ星の 

レストラン"L'Agape"、"David toutain"、マレ地区にある自然派ワインのビスト

ロ"ClownBar"などでシェフパティシエを務めた新進気鋭の女性パティシエール。

加藤氏は、パリのパティスリー"Laurent Duchene"にて研修後、帰国し神楽坂

にて人気の洋菓子教室"Sucreries"を主宰するほか、レシピ提案や各種イベ

ント開催等人気を博しています。 

会場では特製のパブロバやレモンケーキのほか、焼き菓子を提供致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の雰囲気を盛り上げる心地よいミュージック＆パフォーマンス                 #music 
 
独自の音楽表現で注目を集めている"KENKOU"が終日DJとして会場の雰囲気を盛り上げる中、お買い物やお食事をお

楽しみいただけます。 

 
KENKOU（ケンコウ）  演奏時間： 11：00～17：00 

『心に響く 1 つの音楽』を作り・表現していきたいという想いから音楽制作を始める。

そのスタイルはElectronica、Ambient、Chillout等を基調とした表現方法をとりつつ

も、Clubmusic、Jazz、Rock など様々なジャンルを吸収し、唯一無二の楽曲を 

作り続けています。 

 

その他、ファッション関連はもちろんカトラリーや家具、クラフト作家作品やワークショップなど、今回のイベントに厳選された 

店舗が出店します。「赤坂蚤の市」では、店主との語らいの中で、出店された品々の背景にあるストーリーをうかがい知れる

のも楽しみ方の一つです。 

 

 

 

 

＜赤坂蚤の市 in ARK HILLS 開催概要＞ 

日 時： 毎月第 4 日曜日 11:00～17:00 （雨天決行・荒天中止） 

会 場： アークヒルズ アーク・カラヤン広場 

主 催： 森ビル株式会社 

プロデュース（事務局）： ORLANDO 松木敬司、stock 田井徹 

問 い 合 わ せ： 03-6406-6663（森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部） 

F a c e b o o k： https://www.facebook.com/AKASAKA.NOMINOICHI 

 

 

  
◇本件に関するお問合せ先◇ 

森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 山﨑、渡邉、山村 株式会社プラップジャパン 中野、天下谷、須藤 

TEL：03-6406-6350 FAX：03-6406-6483      TEL：03-4580-9101 FAX：03-4580-9127 

 

メニュー（一例） 

・パブロバ 700 円 

・レモンケーキ 300 円 

・焼き菓子 300 円～ 

小林里佳子氏 加藤里名氏 

https://www.facebook.com/AKASAKA.NOMINOICHI

