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森ビル株式会社が管理・運営するアークヒルズ（東京都港区）は、2019 年 10 月 27 日（日）、「赤坂蚤の市 in ARK 

HILLS special edition ~Outdoor Fashion Market~」を開催します。 
 
今回は『アウトドア』をテーマに、行楽の秋に活躍しそうな“アウトドアグッズ”が大集結。「HELLY HANSEN」や「BALTIC 

AMBER」など全 12 ブランドが特別出店し、高い機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムをお届けするほか、赤坂蚤の市

に並ぶアンティークやヴィンテージ品とのコラボレーションにより、新たな世界観を生み出します。また、会場のテイクアウトグルメ

も充実しており、本格ドリップコーヒーと元寿司職人が作る“すしやの玉子サンド”が名物の「CAMELBACK 

sandwich&espresso」が屋外イベント初出店を果たします。その他、代々木上原で大人気の「カタネベーカリー」が、月一回

程度開催する試飲会イベントで提供している絶品自然派ワインが、今回特別に振舞われるなど、お買い物の合間に休憩

しながらお楽しみいただける軽食メニューをご用意します。 
 
「赤坂蚤の市 in ARK HILLS special edition ~Outdoor Fashion Market~」では、一期一会の商品や出店者との

出会いを感じながらお買い物が楽しめる、アークヒルズならではの上質な秋の過ごし方をご提案します。 
 

開催概要 
 
タ イ ト ル： 赤坂蚤の市 in ARK HILLS special edition ~Outdoor Fashion Market~ 

開催日時： 2019年 10月 27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 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

2019 年 10 月 11 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）」。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。 

＜蚤の市秋の特別企画： 行楽の秋にピッタリの“アウトドアグッズ”が大集結！＞ 

赤坂蚤の市 in ARK HILLS special edition ~Outdoor Fashion Market~ 
～本格ドリップコーヒーと“すしやの玉子サンド”が話題のお店などグルメも充実！～ 

 
◇本リリース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 株式会社プラップジャパン 

担当： 永田倫、渡邉茂一、山村麻里惠 担当： 中野身穂、梅木優、須藤千賀子 

TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483 TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9127 
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人気ブランドが多数特別出店 ～機能性とオシャレを兼ね備えるアウトドアグッズが大集合～ 

 
国内外に多くのファンを持つ「HELLY HANSEN」や、今注目の個人で高い品質のグッズを提供する「BALTIC AMBER」

など、12 の人気アウトドアブランドが特別出店し、機能性とファッション性を兼ね備えたアウトドアグッズを販売。ファッショナブル

で味のある、アウトドアグッズが手に入ります！     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    
 

赤坂蚤の市 in ARK HILLS special edition ~Outdoor Fashion Market~ 

HELLY HANSEN （ヘリーハンセン） 
140年以上の歴史の中で海から多くのことを学んだHELLY 

HANSEN。その多彩なラインナップの中から、今年の 10 月
で 5 周年を迎える HELLY HANSEN ROYAL MARINE 

CLUB が初登場。“海のロマンを詰め込んだ服”をテーマに、
オーセンティックでありながらどこか遊び心のあるデザインを 

追い求めてきたアイテムの数々をお楽しみください。 

 

 

BALTIC AMBER （バルティックアンバー） 
BALTIC AMBER は旅を楽しくするモノを手作りしています。
小物やカバン、家で使えて外にも持ち出したくなるモノ。 

使う人のモチベーションを上げるモノ。そう思いを込めてミシン
を踏んで作られた商品は、少数生産や一点物も多く、 

掘り出し物を提供します。 

Rab （ラブ） 
世界中の極寒環境やアルパイン登山に特化した

ハイクオリティーなクロージングとスリーピングバッグ、

テント等のギアを開発し発展と遂げる、世界的に

著名な UK ブランド。 

Monro （モンロ） 
「Monro」は、都市生活者と自然との関わり方を

提案するフィールドギア・ブランド。今までにない 

斬新でデザイン性に富んだアイテムをプロデュース

し、新しい豊かなライフスタイルを提案する

｢Urban Bohemian｣です。 

halo commodity （ハロ コモディティ） 
「それ自体が主役になる事は無く主役を 

際立たせる一つのモノ」をメインテーマに、機能性

とファッション性をバランス良く調和させ、時と場所

を選ばず、そのシーンに気兼ねなく使える帽子を

提案する帽子ブランドです。 

W.M.B.C. （ダブルエムビーシー） 
「White Mountaineering」より 2018 

AUTMN/WINTER にスタートした新レーベル。 

よりアウトドアやギア感のある物作りを目指し、 

これまでとは違ったアプローチで表現したアイテム

を展開します。 

TAION （タイオン） 
生活に必需な“体温を保持する”ウェアという  

コンセプトを持つインナーダウンウェアブランド。軽く

て、暖かく、どの環境下でも着用しやすいデザイン 

をこれからも最大限に追求しています。 

Shelt （シェルト） 
栃木県那須で展開されているアウトドアセレクト

ショップ「LUNETTES（リュネッツ）」が発信する 

オリジナルブランド。源流釣り用のフィッシング  

バッグからスタートし、普段使いからアクティブ 

シーンまで使えるアイテムを展開します。 

TSUNOKAWAFARM （ツノカワファーム） 
昔から日常に使われている日本ならではのモノに

フォーカスを当て、新しいシーンを提案し、次世代

に文化をつないでいく。現在「OUTERIOR」を

コンセプトに、屋内インテリアにアウトドアギア

を取り入れるアイテムを多く提案しています。 

Fridgesetagaya （フリッジセタガヤ） 
2015 年 3 月世田谷線沿線にオープンした 

セレクトショップ。アウトドアブランドからハイエンド  

ブランド、オーナーが見つけて来た全国各地の 

味わい深いブランドや正統派な古着などを 

お届けします。 

OUTPUT LIFE （アウトプットライフ） 
「OUTPUT LIFE」 は"Take things in 

home out”(家のモノを外に持ち出す)という
コンセプトを基に、デザインだけに偏らず 

機能を持ち合わせたインテリア＋キャンプギア
ブランドです。 

COBMASTER （コブマスター） 
1971 年にイギリスのロンドンで誕生。 

「A PAC IN LEISURE(遊びを詰めて出かけよう)」
をテーマに掲げ、遊びを詰めて出かけるために
最適なバックパックやキャンプギア、アパレル、 

ミリタリーアイテム等を扱っています。 
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屋外イベント初出店のお店も！～蚤の市の散策にぴったりなスペシャルメニュー～    
お買い物の途中に一休みしながら手軽にお楽しみいただける軽食メニューを提供します。今回は、本格ドリップコーヒーと 

“すしやの玉子サンド”で話題のお店や、大人気ベーカリーで月一回程度開催される試飲会イベントで提供される絶品

自然派ワインを振る舞うお店など、話題の店舗がキッチンカーで登場。心地よい秋風に吹かれながら、屋外で楽しめるグルメ

からも目が離せません。 

 

CAMELBACK sandwich&espresso （キャメルバック サンドイッチ＆エスプレッソ） 

渋谷で絶大な人気を誇る、サンドウィッチ&コーヒースタンド「CAMELBACK sandwich&espresso」が屋外イベントに 

初出店！元寿司職人が作る繊細な味わいの“すしやの玉子サンド”は、優しいもちもちパンと厚みのあるしっとり和風玉子

焼きの相性が抜群。また、バリスタが丹精込めて淹れる極上のコーヒーとの絶妙なコラボレーションもご堪能いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

カタネベーカリー 「昼のヨルカタネ」 

2002年に代々木上原にオープンした「カタネベーカリー」

より、地下の「カタネカフェ」で月一回程度開催している 

ナチュラルワインのイベント「ヨルカタネ」が出張出店。お隣

の日用雑貨店「à côté」でも絶賛販売中の選りすぐりの

自然派ワインが提供されます！また、共にt今回初出店

である「CAMELBACK sandwich&espresso」のサンド

ウィッチには、カタネベーカリーのパンが使用されています。 

 

 

会場を盛り上げるミュージック＆パフォーマンス 
 
会場では蚤の市の雰囲気を盛り上げる、KENKOU氏 

セレクトによるDJイベントを開催します。心地よい音楽と 

共にお買い物やお食事をお楽しみください。   
演奏時間：11:00～17:00   
KENKOU 
『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。 

 

 

約 90ショップがヴィンテージ＆アンティークアイテムを販売   
今回は通常時より出店数を拡大し、約 90 のショップが会場

に登場。ヴィンテージの品やクラフト作家の作品など、赤坂

蚤の市の会場でこそ出合える唯一無二のお洋服やアクセサ

リー、雑貨類が並びます。店主との楽しいおしゃべりから各 

アイテムの背景にあるストーリーなどを是非お聞きください。

普段のショッピングでは体験できない、蚤の市ならではの 

楽しみ方をご提案します。                                  

 
 

 

 

 

 
＜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） 

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

 

 

※全て税込み〈8% テイクアウト〉 

 

すしやの玉子サンド すしやの玉子サンドとドリップコーヒー 

玉子サンド¥400 ドリップコーヒー¥400 

 

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

