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新たなファッションカルチャーを体験できる参加型イベント 
業界内外で注目を集める国内ブランドによるカスタムオーダー会 

シルクスクリーンプリントや黒板の文字描きワークショップなど 
10 月 24 日（土）・25 日（日）・港区青山にて開催 

       
 
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、『LUMINE the QUARTIER-LA 

Exhibition & Market VOL.3』において、2015 年 10 月 24 日（土）・25 日（日）の 2 日間に開催される
一般のお客さまを対象とした「マーケット」の企画詳細を新たに発表します。 

バイヤー向けのコンテンツ「エキシビション」（10 月 22 日（木）・23 日（金）開催。若手デザイナー
ブランドたちによる合同展示会）に対し、「マーケット」は一般のお客さまを対象として開催されます。 

エキシビションに参加した各ブランドが抱く世界を参加者が体験できるようなオーダー会や実演販売、
展示などの企画を多数展開します。また新たなファッションカルチャーを多くの方に楽しんでほしいとの
想いからイラストレーターやアーティストなどを招いた、各種ワークショップも行います。オリジナルの
フードメニューの販売も実施予定です。 

＜主なマーケットコンテンツ（一部）＞ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、お手持ちの物やトートバッグなどに絵柄をプリントできるシルクスクリーンプリントハウスや、

黒板の文字描きワークショップ、照明写真のような似顔絵が手に入る「1 minuets Self Portrait?」など、

魅力あふれる企画が満載です。 

 
※「エキシビション（展示会）」の詳細等、『LUMINE the QUARTIER-LA Exhibition & Market 
VOL.3』についてはこちらのプレスリリースをご参照ください。 
https://www.lumine.ne.jp/newsrelease/pdf/release_150908.pdf 
 
「LUMINE the QUARTIER-LA Exhibition & Market」 OFFICIALWEBSITE 
http://www.lumine.ne.jp/ltq 
 
 

「KEIGO TAKAHARA×ワンピースとタイツ」（展示・販売） 

デザイナーやアーティストの作品をワンピースとタイツへ落とし込み、より身近なも

のにするためのブランド「ワンピースとタイツ」が、現代アーティストでイラストレ

ーターの KEIGO TAKAHARA とともに展示と新作販売を行います。 

 

「”選べるポケット”イベント」（カスタムオーダー会） 

色と色を掛け合わせたリボンワ－クのファブリックを提案する「mYmI」の新作のリ

ボンポケットトートのカスタムオーダー会を実施。ポケット生地を今までのリボンメ

ッシュのアーカイブパターン約 20 種類よりお選びいただけます。 

「kapuwa home」（販売） 

「木版プリント」によるテキスタイルを用いた服づくりを行う「kapuwa」が新たに

立ち上げた雑貨のライン「home」ラインを中心に新作のアパレル販売も行います。

インド綿を用いたファブリックキルトは今回が初披露です。 

 「COLOUR」（カスタムオーダー会・販売） 

シンプル&ミニマルをベースに、トレンドのエッセンスも加え、新しいもの・ちょっ

と変わったものを求めている女性へアイテムを提案するジュエリーブランド

「ASAMI FUJIKAWA」がオリジナルのカラーリングオーダーを承ります。その他、

サンプルアイテムの販売も実施します。 

「和紙に閉じ込めた タカラモノ」（販売） 

木、革、和紙、ガラスや金属など様々な素材を使ってバッグやジュエリーを展開する

「emamima」が、夜店で売っていたような指輪やおもちゃ、見つけた流木、部品な

どの様々な懐かしいものを和紙『papery』で一緒にすきこんだ作品をアートやギフ

トとして販売します。 

https://www.lumine.ne.jp/newsrelease/pdf/release_150908.pdf
http://www.lumine.ne.jp/ltq


 
 
 
正式名：LUMINE the QUARTIER-LA Exhibition & Market VOL.3 
 
 開催期間： 

＜Exhibition（バイヤー向け）＞2015 年 10 月 22 日（木）・23 日（金）10:00～19:00 

※各ブランドの作品展示・受注を実施します。 
＜Market（一般向け）＞2015 年 10 月 24 日（土）11:00～20:00 

2015 年 10 月 25 日（日）11:00～19:00 

※一般のお客さま向けに各ブランドの商品の販売や、ワークショップを行います。 

 開催場所： 

「ifs 未来研究所 未来研サロン WORK WORK SHOP」 
 107-0061 東京都港区北青山 2-3-1 CI プラザ 2F 
 出展ブランド： 

23 ブランド（アパレル/アクセサリー/ジュエリー/靴/バッグ/帽子/服飾雑貨など） 

※「マーケット」では上記ブランドに加え、多方面で活躍するアーティストなどによるワーク
ショップも開催します。 
 

注目の「マーケット」企画 
 
■「ファンタシープリントハウス」＜ワークショップ＞ 

出店者（ブランド）名:OCHO（オチョ）※マーケットのみ参加 

世界各国を旅する中で集めたおもしろい古着や雑貨と国内外のアーティストの

作品を扱う札幌のショップ「OCHO（オチョ）」と多種多様な気まぐれ絵描き“苦

虫ツヨシ”さんによるシルクスクリーンプリントハウスがオープン。お手持ちの

物やトートバッグなどにファンタシーな絵柄をプリントできます。プリント後は

オリジナルのフォトパネルを使って記念撮影もお楽しみください。 
「OCHO」ホームページ URL: http://www.ocho.jp/ 

“苦虫ツヨシ”さんホームページ URL: http://www.nigamushi-tsuyoshi.com/ 
 
■「Sign Shop」（サイン ショップ）＜ワークショップ＞ 

出店者（ブランド）名:Maho Iwanaga（マホ イワナガ）※マーケットのみ参加 

ゴシック的なものからスタイリッシュなものまで自由自在に文字を描く

ペインター“Maho Iwanaga”さんがお家に飾れる黒板の文字描きワーク

ショップを開催。20cm×30cm の黒板を使ってチョークでかわいい文字

の描き方をレクチャーします。ワークショップ以外にも、表札や Sign な

ど、お家やお店に飾りたい物が見つかる 2 日間限定の「Sign Shop」です。 

ホームページ URL: http://mahotim.tumblr.com/ 
 
■「1minutes Self Potrait?」（ワンミニッツセルフポートレート？）＜ワークショップ＞ 

出店者（ブランド）名:Ricco.（リコ）※マーケットのみ参加 

イラストレーター“Ricco.”さんによる、ちょっぴりシュールで

雑な仕上がりが笑える証明写真機風『Ricco.似顔絵 BOX』。ワ

ンコイン（500 円玉）を入れて待つこと１～２分。証明写真の

ような仕上がりのラフスケッチの似顔絵が飛び出します。似顔

絵がコトンと出た後、ひみつのおまけもプレゼントします。 

ホームページ URL: http://ricco-co.com/ 
 
■『LUMINE the QUARTIER-LA』REAL SHOP 

ルミネ新宿 ルミネ 2・2F に構える『LUMINE the QUARTIER-LA』常設店が

「マーケット」に加わります。現在、ルミネ新宿で展開中のブランドの商品展

示を行いながら、アーカイブもパネルでご紹介します。ブースへお立ち寄りの

お客様には特典をご用意しております。 

ホームページ URL: http://www.lumine.ne.jp/ 

エキシビション＆マーケットの開催概要 

http://www.ocho.jp/
http://www.nigamushi-tsuyoshi.com/
http://mahotim.tumblr.com/
http://ricco-co.com/


 
「マーケット」企画一覧（注目の企画を除く） 
 

■「”選べるポケット”イベント」 

出店者（ブランド）名:mYmI（ミミ） 
色と色を掛け合わせたリボンワ－クのファブリックを提案する「mYmI（ミミ）」の

新作リボンポケットトートを販売します。ポケット生地は今までのリボンメッシュ

のアーカイブパターン約 20 種類から、お好みのものをお選びいただけます。 

※「マーケット」当日のオーダー後、年内のお渡しとなります。 

ホームページ URL: http://honyycome.jp/ 

 

■「COLOUR」（カラー） 

出店者（ブランド）名:6 by ASAMI FUJIKAWA（シックス バイ アサミ フジカワ） 

シンプル&ミニマルをベースに、トレンドのエッセンスも加え、新しいもの・ちょっと
変わったものを求めている女性へアイテムを提案するジュエリーブランド「ASAMI 
FUJIKAWA」がオリジナルのカラーリングオーダーを承ります。その他、サンプルアイテ

ムの販売も実施します。 

ホームページ URL: http://www.asamifujikawa.com 
 

■「kapuwa home」（カプア ホーム） 

出店者（ブランド）名:kapuwa（カプア） 

kapuwa が新たに立ち上げた「HOME」ラインを中心に、インド綿を使った軽くて暖
かいオリジナルファブリックのキルトを初披露します。また、他にない木版プリント
の素敵なインテリア雑貨や、2015AW の新作アパレルも販売します。 

ホームページ URL: http://www.kapuwa.info 
 
■「和紙に閉じ込めた タカラモノ」 

出店者（ブランド）名:Papery by emamima（ペーパリー バイ エマミマ） 

夜店で売っていたような指輪やおもちゃ、見つけた流木、部品。くだらないけどその
人にとっては特別な箱に入れていたようなたからもの。そんな懐かしいものを和紙
『papery（ペイパリー）』で一緒にすきこんだ作品をアートやギフトとして販売しま
す。 

ホームページ URL: http://www.emamima.com/ 
 
■「KEIGO TAKAHARA×ワンピースとタイツ」 

出店者（ブランド）名:ワンピースとタイツ 

アーティスト“KEIGO TAKAHARA” さんとのコラボによる展示、新作商品の販売
を行います。 
ホームページ URL: http://dressandtights.com 
 
■「A one off piece」（ア ワン オフ ピース） 

出店者（ブランド）名:mannine（マンナイン） 

2014AW よりスタートした、プリントを楽しむためのブランド「mannine」。身に
つける人、使う人、贈る人も全ての人が楽しくなるようにと、思いを込めて制作し
ています。マーケットではこれまでのサンプルや 1 点ものの商品も登場します。 
ホームページ URL: http://www.manrikishimoto.com 
 
■「4zk オリジナルフォントで作るイニシャルチャームブレスレット！」 

出店者（ブランド）名:4zk 【shizuku】（シズク） 

「4zk」オリジナルのアルファベットフォントがチャームになったブレスレットの
受注会を開催します。チャームはシルバーまたは真鍮、編み紐はそれぞれ濃さの違
う５色の藍染め糸からお選びいただけます。 
ホームページ URL: www.4zkjewelry.tumblr.com 
 

http://honyycome.jp/
http://www.kapuwa.info/


 
■「2 days fate」（ツー デイズ フェイト） 

出店者（ブランド）名:Lamie（ラミエ） 

「Lamie」は立体的、有機的な動きが特徴の、アート感覚で楽しむことのできるジ
ュエリーブランドです。２Way・３Way と様々に変化させて着用することが出来る
アイテムを、デザイナーがお客さまのコーディネートに合わせてご提案します。 
ホームページ URL: http://www.lamie-lamie.com/  
 
■「Secret Garden Market」（シークレット ガーデン マーケット） 

出店者（ブランド）名:CHONO（チョノ） 

ブリティッシュガーデンの自然美を描いたテキスタイル「mary（マリー）」を中
心に、2015-16AW の New Collection を販売します。 
ホームページ URL: http://chono.me/#id0 
 
■「RAPUCALUSON×中村眞弥子 Fabric 販売」 

出店者（ブランド）名:RAPUCALUSON（ラプカルソン） 

「RAPUCALUSON」のアーカイブのコレクションと、画家“中村眞弥子”さんとのコ
ラボアーカイブを展示、販売します。 
ホームページ URL: http://www.r-p-c.com/ 
 
■「新津兄弟による実演販売」 

出店者（ブランド）名:-niitu-（ニーツ） 

新津兄弟（デザイナー:長男、販売:四男）による実演販売を実施します。身の回
りにあるコンビニ袋やダンボールをテーマにパターンを起こしたユニークな『日
常』シリーズや、作品の製作秘話、『現代和服』についてなどを実際にモデルに
着せてご紹介します。 
ホームページ URL: http://www.niitu.jp/ 
 
■「ニット特集」 

出店者（ブランド）名:migh-T by Kumiko Watari（マイティー バイ クミコワタリ） 

ニットを中心に秋冬もののサンプルや日本では取り扱いのなかったここだけのアーカ
イブ商品をスペシャルプライスで販売します。 
ホームページ URL: www.kumikowatari.com 
 
■「T.MICHIKO の蚤の市」 

出店者（ブランド）名:T.MICHIKO（ティー・ミチコ） 

パリとベルリンの在住経験を持つデザイナー“武島道子”さんのブランド
「T.MICHIKO」の蚤の市。定番アイテムの販売に加え、新作受注会も開催します。
アーカイブやサンプルをスペシャル価格で、ブランドのイメージソースとなるア
ンティークの釦やレース、手芸用品などの限定アイテムも販売します。 
ホームページ URL: http://t-michiko.com 
 
■「オリジナル付け襟のオーダー会」 

出店者（ブランド）名:STATICE（スターチス） 

カルチェラ限定の付け襟オーダー会を開催します。動物のモチーフがついた付け襟各
種と、過去のコレクションのサンプル等もスペシャルプライスでご紹介します。 
ホームページ URL: http://www.cellar-door.jp/ 
 
■「tête trunk show」（テテ トランク ショー） 

出店者（ブランド）名:tête salon de chapeau（テテ サロン・ド・シャポー） 

帽子学校『サロン・ド・シャポー学院』のアトリエが手掛ける帽子ブランド。今
シーズンのヘッドドレスや冬物はもちろん、過去のアーカイブ作品なども特別に
販売予定です。また当日、インスタグラムをフォローいただいた方には特典もご
用意しています。 
ホームページ URL: https://tetesalondechapeau.stores.jp 

http://t-michiko.com/


 
■「アップサイクル」 

出店者（ブランド）名:Blaquish（ブラキッシュ） 

定番バッグと共に、生産時の裁断後に出たザンプ（端切れの布）を使って作っ
た 1 点物の小物を販売します。 
ホームページURL: www.blaquish.com  
 
■「BAROQ classical jewelry market」（バロック クラシカル ジュエリー マーケット） 

出店者（ブランド）名:BAROQ tomocohasebe（バロック トモコハセベ） 

バロックパールをメインに使用した、クラシカルで繊細なデザインが特徴のアクセサ
リーブランドです。商品をお買い上げいただき、インスタグラムをフォローいただい
たお客さまにプチギフトもご用意しております。 
ホームページ URL: baroq.jpn.com 
 
■「パリの小さなセレクトショップ」 

出店者（ブランド）名:Su-Py（スーピー） 

“パリ”をテーマに、定番アイテムに加え、デザイナーがフランス等で買い付けた
希少なヴィンテージコレクションやこの日の為の限定アイテムなどを販売しま
す。まるでパリのセレクトショップにいるような雰囲気をお楽しみ下さい。 
ホームページ URL: http://su-py.com  
 
■「付け襟を試着して楽しみましょう!」 

出店者（ブランド）名:R in my head(アール イン マイ ヘッド) 

当日は様々なデザインの付け襟のサンプルをご用意します。自由にお試しいただ
いてコーディネートが決まったら、その場でスナップ撮影をお楽しみください。
もちろん販売も実施します。 
ホームページ URL： www.r-inmyhead.com 
 
■「2016Ｓ/Ｓ先行受注会」 

出店者（ブランド）名:ÉCUI TOKYO（エキュイ トーキョー） 

2016SS の先行受注会を開催します。いち早くＳ/Ｓコレクションをフルラインナ
ップでご覧いただける機会です。15ＳＳデビューのアーカイブアイテムとともに、
「ÉCUI TOKYO」の世界観を表現した空間で最新のコレクションをご覧ください。 
ホームページ URL: www.dsldo.com 
 
■「januka の”お手本から少しずれた”ジュエリーの数々。」 

出店者（ブランド）名:januka（ヤヌカ） 

従来のジュエリーデザインではあまり見られない素材や技法を使った、「januka」
の”お手本から少しずれた”ジュエリーをご提案します。20,000 円以上お買い上げ
の方先着 20 名さまに、「januka」の代表的な素材の陶磁器を使ったミニカップを
プレゼントします。 
ホームページ URL: www.januka.jp 
 
■「秋冬に似合うアクセサリー提案」 

出店者（ブランド）名:masae（マサエ） 

スワロフスキークリスタルや真鍮を使った、秋冬に似合う色・デザインのアクセ
サリーが揃います。大ぶりだけど、なぜか馴染む「masae」のアクセサリーを直
接手にとっていただける貴重な機会です。定番アイテムから新作アイテムまで数
多くご用意しております。 
ホームページ URL: http://masae.jp 
 
■「好みの天然石で作る、カスタムブレスレット」 

出店者（ブランド）名:Rough’N’tumble（ラフンタンブル） 

人気商品のブレスレットを、お好みの天然石でカスタムオーダー。石の配列も自
由にお選びいただけます。その場でデザイナーが自ら制作し、お渡しします。 
ホームページ URL: http://rough-n-tumble.com/ 

 



 
■ORIGINAL FOOD & DRINK 

この 2 日間のために企画したオリジナルフードメニューと空間をご用意してお待ちしています。 
 


