＜2019 年 1 月 16 日（水） ～ 1 月 22 日（火）＞

2019 年 1 月 11 日

アークヒルズで毎月開催中の「赤坂蚤の市」が伊勢丹新宿店に期間限定 OPEN！

「赤坂蚤の市 in ISETAN SHINJUKU Vol.3」開催
～「リメイク・ファッション」をテーマに 22 店舗が集結～
アークヒルズ（東京都港区）で開催している「赤坂蚤の市 in ARK HILLS」が、2019 年 1 月 16 日（水） ～ 22 日（火）
の 7 日間限定で、ポップアップショップ「赤坂蚤の市 in ISETAN SHINJUKU Vol.3」として伊勢丹新宿店本館 2 階に登
場します。
「赤坂蚤の市 in ISETAN SHINJUKU Vol.3」は、アークヒルズ アーク・カラヤン広場で毎月第 4 日曜日に開催してい
る「赤坂蚤の市」が、伊勢丹新宿店本館 2 階＝センターパーク／ザ・ステージ#2 に場所を移して、期間限定で開催す
るポップアップショップです。
3 回目の開催となる今回は、『リメイク・ファッション』をテーマに、「赤坂蚤の市」から選りすぐりの計 22 店が登場します。
ファッションの多様化が進む中、昨今リアルなヴィンテージファッションへのニーズが高まっており、オリジナリティが表現しやす
いボタンや生地等のパーツを買い求め、手軽にファッションカスタムを楽しむ人々が増えてきています。会場では、赤坂蚤
の市の中でも珍しい、個性的なヴィンテージの手芸材料や古着のリメイク商品、服飾小物等を販売するショップが集結。
出店者との出会いや語らいの中で、アイテムひとつひとつの背景にある物語を知ったり、「宝探し」のように商品と出会う楽
しさに気付く、ヴィンテージやアンティークならではのショッピング体験をお楽しみいただけます。
ファッション感度の高い方が集う伊勢丹新宿店を舞台に、新しいライフスタイルを提案するとともに、今まで出会うことの
なかったアイテムとの出会いや、人と人との繋がりの場を提供します。

■ 開催概要
タ イ ト ル： 「赤坂蚤の市 in ISETAN SHINJUKU Vol.3」
日

時： 2019 年 1 月 16 日（水） ～ 22 日（火）

会

場： 伊勢丹新宿店本館 2 階＝センターパーク／ザ・ステージ#2
（〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-14-1）

店 舗 数： 計 22 店舗
テ ー マ： 赤坂蚤の市よりすぐりのリメイク・ファッション

※過去開催の様子

関連ジャンル： 手芸材料、リメイクウェア/アクセサリー、服飾小物 雑貨（東欧・北欧雑貨など）、家具、植物など
共

催： 森ビル株式会社・伊勢丹新宿店

問 合 せ 先： 森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 （03-6406-6663）
赤坂蚤の市
特別
連動企画

2 つの会場へのご来場で「M!DOR! オリジナルポストカード」をプレゼント！
赤坂蚤の市特別連動企画として、「赤坂蚤の市 in ISETAN SHINJUKU」と 2019 年 1 月 27 日（日）に
開催する「赤坂蚤の市 in ARK HILLS」の両方にご来場いただいた方は、抽選で赤坂蚤の市のメインビ
ジュアルのデザインを手掛けた「M!DOR!」のオリジナルポストカードのプレゼントキャンペーンを実施！

＜連動企画参加手順＞

☆2019/1/16(水)～1/22(火)
赤坂蚤の市 in ISETAN
SHINJUKU にて抽選券をもらう

M!DOR! ポストカード

参加賞イメージ

☆2019/1/27(日)
赤坂蚤の市 in ARK HILLS にて抽選の上、
ポストカード（または参加賞）と交換！

※抽選券 1 枚につき 1 回の抽選となります。※抽選に外れた方にも、もれなく参加賞をプレゼントします。

◇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
担当： 渡邉茂一、山本純也、山村麻里恵
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483

株式会社プラップジャパン
担当： 中野身穂、梅木優、須藤千賀子
TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9127

※商品は一点ものを含みますので、売り切れの場合はご了承ください。

赤坂蚤の市 in ISETAN SHINJUKU Vol.3
＜出店ショップ＞ ※一部
刺繍生地やレース、ボタンやメタルパーツなど、ファッションアイテムのリメイクに
欠かせないアイテムが集結！一手間かけるだけでイメージチェンジが叶います。

ヴィンテージ ファッションパーツ

 CO-

 ヨーロッパのヴィンテージ生地と食器・雑貨 緑園

東京・東神田にあるアンティーク、ヴィンテージボタンの専門
店。ボタンを付け替えられるリングやブローチ、古いボタンか
らインスパイアされたオリジナルボタンなどを提案しているお
店です。

毎日の生活に馴染むカラフルで可愛いヨーロッパのヴィンテ
ージ品を集めた浅草のお店。60～80 年代に生産された生
地やクロス類を中心に食器や手芸雑貨、ぬいぐるみなど幅
広く取り扱っています。

《Bimini（ビミニ）ボタン》
1940 年代にイギリスで作られて
いたハンドメイドのガラスボタ
ン。希少性の高いアートピース
なボタンとして、コレクターズアイ
テムとなっています。

《ヴィンテージクロス》
ドイツで 60～80 年代に生産され
たカラフルで可愛らしい生地と手
刺繍のクロスを多数ご用意。洋
服やバッグなど様々なリメイク作
品に仕上げることが可能です。

 Petit Musée

 ORLANDO

《アンティークレース》
1900 年前後のフランスアンティーク
レース。様々なタイプをご用意。リ
メイクのアクセントにも主役にもなる
繊細な魅力溢れる素材を取り揃
えています。

《メタルパーツ》
アールヌーヴォー期などに作られ
た、繊細で多種多様なデザイン
のメタルパーツ。アクセサリーへの
加工はもちろん、帽子やバッグ
に縫い付けたり、グリーティグカー
ドなどの材料にもおすすめです。

店舗名は、フランス語で小さな美術館という意味。フランス
の古い紙とレースを中心に、アンティークのある暮らしを提
案しています。

ヴィンテージウェア・リメイク

 yu:yu

イギリス・フランスの古着や小物、アク
セサリー、雑貨、布地や形に拘った天
然素材中心の大人服等、年齢問わ
ずトータルで個性的なナチュラルスタイ
ルを提案するお店です。
《スウェーデングランパシャツ (リメイク)》
襟にコラージュした
ヨーロッパのアンテ
ィークレースをつけ
たおしゃれな一
品。

フランス／ベルギーより、生活のシーンを彩る食器や雑貨類
と、フォトジェニックなオブジェ達を提案しています。

ヨーロッパで買い付けられたヴィンテージアイテムや、布地や形にこだわって
リメイクされた 1 点ものなど、ファッションの奥深さを感じるアイテムが集結

 kaai

 KALEYDE

《ヴィンテージアクセサリー》
異素材同士の組
み合わせのコント
ラストやヴィンテー
ジならではの驚き
のデザインをお楽
しみいただけます。

《Cabochon ring》
Cabochon ring は縫
製用のヴィンテージビ
ジューをリメイクしたワ
イヤーリングです。

世界の様々なヴィンテージパーツ・イ
ンポートパーツ・現代パーツを組み合
わせた コラージュの様な作品を制作
しています。

国内外の蚤の市で蒐集したヴィンテ
ージ素材、オリジナルの彫金パーツや
樹脂パーツなど異素材を組み合わせ
たアクセサリーを制作。普段のコーデ
ィネートにも取り入れやすいデザイン
がポイントです。

その他、前回出店し好評を博したイギリスのアンティーク雑貨を取り扱うを取り扱う「Lucy&Matilda」やフランスの蚤の市で
出逢ったスカーフやブロカントの雑貨や食器、ファッションアクセサリーなどが人気の「UNIVERS Y」、イギリスやフランスの都
市を 7 カ所以上巡り買い付けたヴィンテージクローズ、ジュエリーやバッグなどを販売する「poison vintage」などの店舗や、
「赤坂蚤の市 in ARK HILLS」の人気店舗も多数登場します。

「赤坂蚤の市 in ARK HILLS」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）に定期開催しています。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、外資系企業のオフィス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。
日
時： 毎月第 4 日曜日 11:00～17:00
会
場： アークヒルズ アーク・カラヤン広場
店 舗 数： 約 80 店舗
主
催： 森ビル株式会社
公式サイト： http://www.arkhills.com/akasaka-nominoichi/
Youtube 動画： https://www.youtube.com/watch?v=uoOixWacTcg
プロデュース（事務局）： ORLANDO 松木敬司、stock 田井徹
＜今後の開催予定＞
 2019 年 1 月 27 日（日） 11：00～16：00
 2019 年 2 月 24 日（日） 11：00～16：00
 2019 年 3 月 24 日（日） 11：00～17：00
※1・2 月は、冬季営業のため通常より開催時間を 1 時間短縮して開催します。

