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「ハロウィン リビエラマルシェ＠逗子マリーナ」10 月 27 日（日）開催 

逗子マリーナで「ハロウィンパレード・ファッションショー」に  

仮装して参加しよう！  

 

レストランやウェディング事業を展開する 株式会社リビエラ(グループ本社:東京都港区 代表取締役社長 小林昭雄)

は、毎月第１日曜日にリビエラ逗子マリーナで開催している「RIVIERA MARCHE（リビエラマルシェ）の特別版とし

て、「ハロウィン リビエラマルシェ＠逗子マリーナ」を 10 月 27 日(日)に開催します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
https://www.riviera.co.jp/banquet/zushi/event/marche/ 

  
■イベント概要 

地元 湘南の人気店が多数出店するリビエラマルシェは「Bio (体にやさしいこだわり)・Seaside(海に似合う)・

Local(地産)」をコンセプトに、出店者が自らこだわりを持って生産した、自然派食品やマーケットが並び、毎回約

20 店舗が出店します。ハロウィンにちなんだ今回のマルシェでは、地元人気ドーナツ店から「リビエラ限定ハロウィ

ンドーナツ」や、100％植物性の消える絵具を使用する「ハロウィンフェイスペイント」、オーガニックの巨大オレン

ジパンプキンを切り抜いて作る「ジャック・オーランタン」作りのワークショップを開催します。また、リビエラ逗

子マリーナ内にある「リストランテ AO 逗子マリーナ」や「ロンハーマン カフェ 逗子マリーナ店」ではハロウィン

限定のカクテルやスイーツが登場します。そして昨年大好評だった「ハロウィンパレード」は 15 時にスタートし、

リビエラ逗子マリーナ内を練り歩き、ハロウィンを存分に満喫いただけます。当日は、お気に入りの仮装衣裳でのフ

ァッショショー「Hokule’a」によるフラダンスのショー、Instagram 上で「ハロウィン仮装コンテスト」も同時開催

いたしますので、ぜひお楽しみください。 

 

■開催内容 

名   称：RIVIERA MARCHE（リビエラマルシェ） 

日   時：2019 年 10 月 27 日（日）11:00～17:00 

場   所：リビエラ逗子マリーナ リビエラプラザ前 

入  場  料：無料 

ア ク セ ス：JR 鎌倉駅より「リビエラ逗子マリーナ」への土日 

無料シャトルバス運行 / JR 逗子駅よりバス 12 分 

＜次回「リビエラマルシェ」日程と出店者募集＞ 

次回日程 ： 2019 年 12 月 1 日(日) 11:00～15:00 

テーマ ： クリスマスマルシェ   

出店案内 ： 出店案内詳細は、下記 URL をご参照ください 

  次回以降の出店希望を下記 URL で募集中ですのでお申し込みください 

https://www.riviera.co.jp/banquet/zushi/event/about_marche/ 

Hokule’a フラダンスショー 

【スケジュール】 

12:00~ フラダンスショー 

13:30~ ファッションショー 

15:00~ ハロウィンパレード 

事前のご予約で（0467-25-0480） 

リストランテ AO 逗子マリーナでお食事が楽しめます 

ランチ：2,800 円~（税・サ別）ディナー：6,500 円~（税・サ別） 

※ロンハーマンカフェも営業中（11：00-20：00）      

https://www.riviera.co.jp/banquet/zushi/event/marche/index.html
https://www.riviera.co.jp/banquet/zushi/event/about_marche/
tel:0467-25-0480
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■10 月 27日（日）開催 リビエラマルシェ 出店者 

（※出店者や内容は予告なく変更になる場合がございます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フード】 

 

【マーケット】 

 

【昨年の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミサキドーナツ 逗子店 人気ドーナツ店。当日は「リビエラ限定ハロウィンドーナツ」販売 

Yasuda Burger ボリューム・テイスト・ビジュアルに拘ったハンバーガー 

ハワイアンフードトラック H&H ハワイのローカルフード。人気 No.1 はガーリックシュリンプ 

La-La-Be 宮崎県の旬のオーガニック食品と、イスラエル産の生はちみつ 

ばあちゃん農場オーガビラ 農薬不使用で特別栽培のフルーツや野菜を使ったチップス 

Honest オーガニック素材だけで作られるアイスティー 

ambient shop スワロフスキークリスタルを使ったサンキャッチャー＆アクセサリー 

cocoaloha ハワイアンステンシル。お子様からご参加可能 

Lokoa Leather Japn オーストラリア出身のデザイナーによるレザーアイテム、日本正規代理店 

maka hou HILO フラ＆ハワイ GOODS 

Meowglass ねこをモチーフにグラスの絵付けやグラスカービング、ステンドグラス 

Moana/hoku le a/BLUE MOON 天然石・シェル・シーグラスのアクセサリー多素材の糸で編んだバッグ 

mytreee 隠岐の島の木材を使用したプレート、アクセサリーの販売 

rerum nature Japan ホタテの貝殻でつくった、洗浄・消臭・除菌パウダー「618」 

ShellC ガラスボトルに自然の貝殻を入れたランプ 

Summer Mae オーガニック巨大オレンジパンプキンでのジャックオーランタンワークショップ 

greeeenface 自然の中の廃材を甦らせ、海に似合う植物のインテリア 

てのは kamakura 気功をベースとした施術を提供 

one leaf 100%植物性ヘナを使用したハロウィンフェイスボディペイント 

Ypono ハワイ直輸入のハワイアン雑貨 

Moana ガラスとシルバーのアクセサリー 

momo’s factory パールやスワロフスキーを使用したアクセサリー 

QuattroMych ボランティアグループによるショップ 
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■株式会社リビエラについて 

株式会社リビエラは 1950 年、前身となる「白雲閣」の創業以来、日本ならではの細やかな心遣いを大切に、積み重

ねてきた伝統と格式を守りながら、東京都池袋、青山、神奈川県逗子、三浦の４拠点において飲食事業を営んでいま

す。現在「リビエラ東京（池袋）」「シーサイド リビエラ（逗子）」で婚礼事業、「リビエラ逗子マリーナ（逗

子）」で宴会事業、レストラン・カフェ事業を 7 店舗展開しています。また各事業所を活用した MICE 利用や、湘南

ビーチ FM とタイアップのジャズライブ、地元店舗とタイアップしたマルシェなど各種イベントを企画・運営してい

ます。リビエラ逗子マリーナ（神奈川県逗子市）においては、全 11 室のスモールラグジュアリーホテル「マリブホ

テル」および、日本初上陸となるレストラン「マリブファーム」を新たに建設中で、開業を機に滞在型マリーナリゾ

ートへ生まれ変わります。事業展開と同時に、「リビエラ未来創りプロジェクト」を通し、国連の持続可能な開発目標

（SDGｓ）を推進しています。公式サイト https://www.riviera.co.jp 
 

■「リビエラ逗子マリーナ」について 

日本有数のマリーナとして 1971 年誕生した敷地面積 16.3 万㎡の「リビエラ逗子マリーナ」は、ヨットハーバー、レ

ストラン(3 店舗)、バンケット(5 会場)、マンション(９棟 1200 室)、チャペル、テニスコート(4 面)等の施設を有す

る、リビエラグループが展開するマリーナリゾートです。都心から約 50 分の近距離にあり、湘南の海に囲まれ大海

原の向こうに富士山を望む抜群のロケーションを備え、ロケ地としても有名です。現在、日本初上陸となるレストラ

ン「マリブファーム」に加えて、全 11 室のスモールラグジュアリーホテル「マリブホテル」を新たに建設中で、開

業を機に滞在型マリーナリゾートへ生まれ変わります。公式サイト：https://www.riviera.co.jp/zushi/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

《リストランテＡＯ 逗子マリーナ》 

所 在 地 ：神奈川県逗子市小坪 5-23-16 リビエラ逗子マリーナ内 

T  E  L ：0467-25-0480 

公式サイト：https://www.riviera.co.jp/restaurant/zushi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《ロンハーマン カフェ 逗子マリーナ》 

所 在 地 ：神奈川県逗子市小坪 5-23-10 リビエラ逗子マリーナ本館 1Ｆ 

T  E  L ：0467-25-2153 

公式サイト：https://www.riviera.co.jp/restaurant/zushi/ 
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