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クローゼットに眠っているお洋服を販売するチャリティイベント「Re Closet」 

オシャレでエコなワークショップを同時開催！ 
～「ルミネスト」によるコーディネート提案や「箱庭」による雑貨作りなど～ 

2015年 1月 24日（土） 25日（日）＠北青山シーアイプラザ 
       
株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:新井良亮)は、お客さまの着なくなった洋服を回

収し、売上金全額を社会貢献活動を行う団体に寄付するチャリティイベント、『Re Closet(リクローゼット)』を 
2015年 1月 24日（土）、25日(日)の 2日間限定で開催し、オシャレで「エコ」にも繋がる様々なワークショッ
プを実施します。2013年に初開催した本イベントは多くのお客さまよりご好評いただき、この度、2回目の開
催が決定しました。 

 
『Re Closet』は、「お客さまのクローゼットに眠るお洋服に、もう一度デビューするチャンスをつくろう」をコ

ンセプトにしたイベント。2回目となる今回は、「my ソーシャルを見つけよう」をテーマに、ショッピングを楽し
みながら、社会問題や環境について、自分事として考えていただくためのきっかけづくりを目指して開催し
ます。 
当日は古着の販売だけでなく、オシャレにエコを体験できる様々なワークショップ・トークショーなどを展

開します。ルミネのおもてなしのプロ「ルミネスト」による、ファッションコーディネートとお悩みカウンセリング
や、女子クリエイター集団の『箱庭』がプロデュースする「古紙とマスキングテープでつくるブローチづくり」の
他、今回の寄付先である社会貢献団体主催によるひのきの間伐材を使ったお箸作りや外苑前のゴミ拾い
体験などのワークショップや、東北の復興支援に関するトークセッションなど、お客さまがエコについて考え
るきっかけや学びを提供できる内容です。 

 
ルミネは、日々の生活のなかで、お客さまが自分らしくオシャレに、楽しく続けていけるエコ活動を提案・

発信すると同時に、ファッションが抱える環境負荷への課題解決に向けて、今後も会社全体で環境活動に
取り組んでまいります。 
 

 

 
 
 
 
1月 24日（土）・1月 25日（日）開催 
 
■「ルミネスト」によるファッションコーディネート、カウンセリング 
各日 11：00～15：00 まで、会場内の 3 つのブースで、ルミネストがお客さま

のファッションコーディネートと、カウンセリングを行います。ご希望のお客さ

まには、ご自身のコーディネートを撮影したポラロイド写真をプレゼント！ま

た、ファッション着回し術や、トレンド、お客さまに似合いそうなオススメ買い

足しアイテムなどを、ルミネストがご提案します。 

 
 講師：ルミネスト 
 所要時間：15～30分程度（受付：随時） 

※混雑時によっては順番にご案内する可能性あり。 
 参加費：無料 
 定員：なし 

 
■ＲＯＯＴＯＴＥとのコラボレーションエコバック販売 
トートバッグ専門ブランドの ROOTOTE（ルートート）とコラボした、Re Closet 
オリジナルエコバッグを販売します。今回のリーフレットのイラストがデザイン 
されたバッグで、この 2日間でしか買えない限定商品です。 

 
 協力：株式会社スーパープランニング  
 価格：500円（税込）※なくなり次第終了とさせていただきます。 

 
 
 

両日開催のワークショップ・イベント 

「ルミネスト」はルミネ全スタッフか
ら、ルミネが主催する接客ロール
プレイングコンテストで選ばれた
「おもてなしのプロ」です。 



＜ハンギングプランターイメージ＞ 

＜作品イメージ＞ 

＜開催イメージ＞ 

＜作品イメージ＞ 

＜ブローチイメージ＞ 

＜活動イメージ＞ 

■「ブローチ」と「ハンギングプランター」づくり 
女子クリエイター集団である「箱庭」がプロデュース。 
24日（土）は古紙にマスキングテープや絵具などをペイントしてつくるオリジナルブロ
ーチづくり、25 日（日）はカラフルな毛糸やこだわりのヒモを使ったハンギングプラン
ターづくりのワークショップを開催します。 
 
 講師：箱庭 
 所要時間：30分（受付：随時） 
 参加費：500円（税込） 
 定員：各日 70名様 ※材料が無くなり次第終了 
＜箱庭Webサイト：http://www.haconiwa-mag.com/about/＞ 

 
■靴磨き教室 
靴磨きのワークショップです。1年で履きつぶしていた靴も、きちんとお手入れすれ
ば、2年 3年と長持ちします。大切な人の靴を持ち込んで、磨いてプレゼントするも
よし。買った靴をその場で磨いて帰るもよし。手ぶらで参加してサンプルの靴を磨
いても OK。靴磨きの基礎から正しい靴のケアまで学べます。 
 
 講師：FANS. 
 所要時間：15分～30分（受付：随時） 
 参加費：500円（税込） 
 定員：各日 50名様 
＜FANS.公式ブログ：http://fans.exblog.jp/profile/＞ 
 

■オーガニック ハーブソルト 
こだわりの 2 種類の塩に、6 種類のハーブと調味料を混ぜ合わせて、自分だけの“マイソ
ルト”を作るワークショップです。ハーブはなかなか一般では手に入らない、こだわりのオ
ーガニック商品を集めました。当日はルミネ主催の接客ロールプレイングコンテストで選
ばれたおもてなしのプロ「ルミネスト」が、ハーブを選ぶお手伝いをさせていただきます。 

 講師：ルミネスト 
 所要時間：15分～30分（受付：随時） 
 参加費：1,000円（税込） 
 定員：各日 60名様 
 
■セルフネイル教室 
自分らしいオシャレなカラーパーツをつくって自分らしいオシャレなセルフネイルを
提案するワークショップ。ご自宅にある使わなくなったネイルの活用術もご提案しま
す。普段、セルフネイルが苦手な方にもおすすめです。※当日は、片手のみのネイ
ルデザインを行います。 

 講師：hokuri 
 所要時間：30分（受付：随時） 
 参加費：500円（税込） 
 定員：各日 70名様 ※材料が無くなり次第終了 
＜hokuri/ホクリ（荻窪ネイルサロン）Webサイト：http://www.hokuri.net/＞ 
 
 

■青山ファーマーズマーケット 
 
1月 24日（土）開催 
 
■<12:00～12:50> 耕作放棄地の活用について考えよう！ 
山梨県北杜市に広がる耕作放棄地を楽しい仲間とユニークな方法で活用してい
る「NPO法人 えがおつなげて」の活動をご紹介します。 

 主催：NPO法人 えがおつなげて 
 所要時間：50分 ※定員になり次第終了 
 参加費：無料 
 定員：20名様 
 

ステージイベント 
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■<13:00～13:30、13:30～14：00> 
 “あなたのおしゃれはみんなを幸せにする”「幸せファッション講座」 
クローゼットはいっぱいなのに「着ていく服がない！」とあわてたことはありませんか？ 
「もっと自分らしいおしゃれを楽しめるようになりたい」「新しい自分に出会いたい」そんな
あなたの一歩を後押しするワークショップです。あなたにぴったりのファッションがわかる
チェックシートで、あなただけの魅力を引き出すイメージ分析ワークを行います。 

 主催：おしゃれセラピスト 佳音 
 所要時間：30分 ※定員になり次第終了 
 参加費：500円（税込） 
 定員：各時間 10名様 
 
■<14:00～15:00> 東北の復興支援について考えよう 
地球について感じ、考え、行動する人を応援する「一般社団法人 Think the 
Earth」によるトークショー。今回は「こころの自立」をサポートしている「石巻
NOTE」さんをお招きし、「まなぶ」「はたらく」をキーワードに展開します。 
 主催：一般社団法人 Think the Earth 
 所要時間：50分 ※定員になり次第終了 
 参加費：無料 
 定員：20名様 
 
■<15:00～15:50> ひのき間伐材でマイ箸づくり！ 
お箸作りを通じて日本の森林問題について考えてみませんか？ひのきの間伐
材を使ったお箸作りのワークショップです。 
 
 主催：NPO法人 森のライフスタイル研究所 
 所要時間：50分 ※定員になり次第終了 
 参加費：500円（税込） 
 定員：10名様                                         
 
 
 
1月 25（日）開催 
 
■<11:20～12:00> オシャレにゴミ拾い！ 
外苑前周辺のゴミ拾いを体験するワークショップ。「きれいな街は、人の心もきれ
いにする」をコンセプトに誕生した街のお掃除プロジェクト「green bird」の活動を
体験いただけます。 
 
 主催：NPO法人 グリーンバード 
 所要時間：30分 ※定員になり次第終了 
 参加費：無料 
 定員：30名様 
 
■<12:00～12:５0> 子育てと仕事の両立は当たり前！？ 
日本の子育てをめぐる社会問題と、それを解決するフローレンスの取組みを紹介 
日本では出産後、仕事を続ける人がわずか約 30%程度と、先進国諸国の中で
も著しく低いというデータがあります。 
なぜ、日本社会は子育てと仕事は両立が難しいのか？自分が子どもを持った
らどうする？どうすれば誰もが安心して子育てできる社会にできる？ 
ルミネの子育て中のママ社員を交え、日本の子育てを取り巻く問題を知り、社
会、自分、子どもたちの未来、身近なことから一緒に考えるトークセッションで
す。 
 
 主催：認定 NPO法人 フローレンス 
 所要時間：50分 ※定員になり次第終了 
 参加費：無料 
 定員：20名様 
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■<13:00～13:30、13:30～14：00> 
 “あなたのおしゃれはみんなを幸せにする”「幸せファッション講座」 
クローゼットはいっぱいなのに「着ていく服がない！」とあわてたことはありませんか？ 
「もっと自分らしいおしゃれを楽しめるようになりたい」「新しい自分に出会いたい」そんな
あなたの一歩を後押しするワークショップです。あなたにぴったりのファッションがわかる
チェックシートで、あなただけの魅力を引き出すイメージ分析ワークを行います。 
 
 主催：おしゃれセラピスト佳音 
 所要時間：30分 ※定員になり次第終了 
 参加費：500円（税込） 
 定員：各時間 10名様 
 
■<14:00～14:50> 靴磨き教室 
「FANS.」のシューケアマスターが講師になって、靴磨きの基礎から正しい靴の 
ケアまでを教える靴磨きワークショップです。 
 主催：FANS. 
 所要時間：50分 ※定員になり次第終了 
 参加費：500円（税込） 
 定員：15名様 

 
■<15:00～16:00> Open! GIRL meets GIRL café 
ワークショップのテーマは「Birth」。  
フェアトレードコーヒーを楽しみながら、望まない妊娠など世界の女性の抱える問題を学
び、自分達に出来ることを考えるワークショップです。 
 
 主催：国際協力 NGO ジョイセフ 
 所要時間：60分 ※定員になり次第終了 
 参加費：500円（税込） 

※フェアトレードコーヒー1杯とチャリティーピンキーリングのプレゼント付き 

 定員：15名様 

 

■青山ファーマーズマーケット 
食を通じて社会貢献活動を行う、青山ファーマーズマーケットが出展します。 
当日は、こだわりの野菜やグロッサリーの販売などを行います。 
 
 主催：NPO法人 Farmer’s Market Association 
 開催時間：24日（土）、25日（日）11：00～17：00 
 場所：シーアイプラザ１Ｆ 

 

 
 
■開催日時： 2015年 1月 24日（土）、25（日） 11：00～17：00 ※雨天決行 

■開催場所： 「シーアイプラザ」（〒107-0061 東京都港区北青山 2丁目 3−1） 

東京メトロ銀座線「外苑」駅 4a出口より徒歩 2分 

東京メトロ銀座線・半蔵門線「青山一丁目」駅出口 1 より徒歩 5分 

都営大江戸線「青山一丁目」駅出口より徒歩 4分 

※有料駐車場あり 

■入場料： 無料 

■出品数： 計 1,000点（予定）  
＜ＵＲＬ＞http://www.lumine.ne.jp/world/choroko/recloset/ 

 

＜「Re Closet」 ロゴマーク＞ 

「Re Closet」開催概要 

コラボレーション 


