
「第3回 逗⼦マリーナペットフェスタ」1⽉19⽇開催。神奈川県⿊「第3回 逗⼦マリーナペットフェスタ」1⽉19⽇開催。神奈川県⿊
岩知事、⼥優の杉本彩 出演決定！ペット同伴クルージング、岩知事、⼥優の杉本彩 出演決定！ペット同伴クルージング、
ファッションショー、豪華なチャリティーオークション、パン祭りファッションショー、豪華なチャリティーオークション、パン祭り
などイベント多数などイベント多数

スペシャルサポーター：神奈川県⿊岩知事、杉本彩さん、河村隆⼀さん、堺正章さん、波留敏夫さん、宝⽥明スペシャルサポーター：神奈川県⿊岩知事、杉本彩さん、河村隆⼀さん、堺正章さん、波留敏夫さん、宝⽥明
さん、北原照久さん、鈴⽊英⼈さんさん、北原照久さん、鈴⽊英⼈さん

マリーナ事業を展開する株式会社リビエラリゾート(グループ本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼩林 昭雄)は、台⾵マリーナ事業を展開する株式会社リビエラリゾート(グループ本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼩林 昭雄)は、台⾵

19号に伴い延期した『第３回 逗⼦マリーナペットフェスタ2019』を2020年１⽉19⽇（⽇）リビエラ逗⼦マリーナ(神19号に伴い延期した『第３回 逗⼦マリーナペットフェスタ2019』を2020年１⽉19⽇（⽇）リビエラ逗⼦マリーナ(神

奈川県逗⼦市)において開催することを決定いたしました。このイベントは、5年連続で「殺処分ゼロ」を達成する神奈川奈川県逗⼦市)において開催することを決定いたしました。このイベントは、5年連続で「殺処分ゼロ」を達成する神奈川

県の取り組みにリビエラグループが賛同した取り組みで、ペット同伴で潮⾵を感じながらのんびり過ごすことをコンセプ県の取り組みにリビエラグループが賛同した取り組みで、ペット同伴で潮⾵を感じながらのんびり過ごすことをコンセプ

トに「守ろう 輝くいのち、広げよう ⽣きる喜び」をキャッチフレーズとして、ペットの家族化が進む現代社会においトに「守ろう 輝くいのち、広げよう ⽣きる喜び」をキャッチフレーズとして、ペットの家族化が進む現代社会におい

て、イベントを通じ「ペットと⼈が共⽣するサスティナブルで豊かな街づくり」を発信し、SDGs11番、17番を推進しまて、イベントを通じ「ペットと⼈が共⽣するサスティナブルで豊かな街づくり」を発信し、SDGs11番、17番を推進しま

す。参加費や収益の⼀部は、神奈川県「かながわペットいのち基⾦」に寄附します。す。参加費や収益の⼀部は、神奈川県「かながわペットいのち基⾦」に寄附します。

PRESS RELEASE

報道関係各位 2020年01⽉08⽇
リビエラグループ



■イベント概要■イベント概要

「ペット同伴で潮⾵を感じながらのんびり過ごす⼀⽇」をコンセプトに、普段は開放していないリビエラ逗⼦マリーナの

プールエリアで開催します。リビエラ逗⼦マリーナでしか体験できない「ペット同伴クルージング」や、お⼦様の職業体

験として「トリマー体験」の他、こだわりのペット関連の出店ブース、譲渡会や動物ふれあいタイム、ワークショップ、

クイックトリミングや⽖切りサービスなど、ペットとお愉しみいただくコンテンツを多数企画しています。ステージでは

、神奈川県⿊岩知事、⼥優の杉本彩さんによるトークショーをはじめ、ランウェイを楽しむファッションショーや、毎回

⾮常に盛り上がるチャリティオークションには、今回もスペシャルサポーターからの豪華な品が届きました。イベントロ

ゴは、画家の鈴⽊英⼈さんがチャリティで制作、先着でイベントロゴ⼊りお散歩バックをプレゼントします。スペシャル

サポーターとして歌⼿の河村隆⼀さん、タレントの堺正章さん、中⽇コーチの波留敏夫さん、俳優の宝⽥明さん、玩具コ

レクターの北原照久さんらからも賛同をいただいております。また、毎⽉リビエラ逗⼦マリーナで開催している「リビエ

ラマルシェ」より「リビエラマルシェ〜パン祭り〜」も同時開催します。

参加費や収益の⼀部は、神奈川県「かながわペットいのち基⾦」に寄附します。

名   称     ： 第３回 逗⼦マリーナペットフェスタ名   称     ： 第３回 逗⼦マリーナペットフェスタ

⽇   時     ： 2020年1⽉19⽇（⽇）10:00〜15:00予定⽇   時     ： 2020年1⽉19⽇（⽇）10:00〜15:00予定

場   所     ： リビエラ逗⼦マリーナ場   所     ： リビエラ逗⼦マリーナ

                        神奈川県逗⼦市⼩坪5-23-16                        神奈川県逗⼦市⼩坪5-23-16

チャリティ参加料：ひとり1,000円以上（乳幼児 無料）チャリティ参加料：ひとり1,000円以上（乳幼児 無料）

                           ＊先着で鈴⽊英⼈さん制作イベントロゴ⼊り「お散歩バック」をプレゼント                           ＊先着で鈴⽊英⼈さん制作イベントロゴ⼊り「お散歩バック」をプレゼント

                           ＊参加費や収益の⼀部は、神奈川県へ寄付                           ＊参加費や収益の⼀部は、神奈川県へ寄付

内   容     ：ペット同伴クルージング他、チャリティオークション、ファッションショー、内   容     ：ペット同伴クルージング他、チャリティオークション、ファッションショー、

                       パン祭り、出店ブースなど                       パン祭り、出店ブースなど

ア ク セ ス     ：JR鎌倉駅より無料シャトルバス運⾏ありア ク セ ス     ：JR鎌倉駅より無料シャトルバス運⾏あり

                       JR逗⼦駅よりバス12分                               JR逗⼦駅よりバス12分        

  

出店者募集     ：ブース出店のご希望は下記URLからお申し込み・お問い合わせください。出店者募集     ：ブース出店のご希望は下記URLからお申し込み・お問い合わせください。

                       (                       (https://www.riviera.co.jp/event/19852/index.htmlhttps://www.riviera.co.jp/event/19852/index.html))

運    営       :【主催】逗⼦マリーナペットフェスタ2019実⾏委員会運    営       :【主催】逗⼦マリーナペットフェスタ2019実⾏委員会

https://www.riviera.co.jp/event/19852/index.html
https://www.riviera.co.jp/event/19852/index.html


                      【共催】株式会社リビエラリゾート                      【共催】株式会社リビエラリゾート

                      【後援】神奈川県、逗⼦市、鎌倉市、神奈川県獣医師会、神奈川新聞、【後援】神奈川県、逗⼦市、鎌倉市、神奈川県獣医師会、神奈川新聞、

                                  tvk(テレビ神奈川)、FMヨコハマ、株式会社ジェイコム湘南･神奈川、                                  tvk(テレビ神奈川)、FMヨコハマ、株式会社ジェイコム湘南･神奈川、

                                  Hawaii.jp、株式会社ドッグウィーク実⾏委員会                                  Hawaii.jp、株式会社ドッグウィーク実⾏委員会

                      【協⼒】湘南ビーチFM、有限会社レイランド・クロウ、株式会社プラス・ワン、                      【協⼒】湘南ビーチFM、有限会社レイランド・クロウ、株式会社プラス・ワン、

                                  株式会社ドッグランラボ                                  株式会社ドッグランラボ

詳    細      ： 予約不要。少⾬決⾏。中⽌の場合は当⽇10時にHPに掲載。                詳    細      ： 予約不要。少⾬決⾏。中⽌の場合は当⽇10時にHPに掲載。                

                        ※ファッションショー、レストランは事前予約受付中                                             ※ファッションショー、レストランは事前予約受付中                     

                                                                                        SNS(ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ/ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ)に随                        SNS(ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ/ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ)に随

時投稿時投稿

          HP              HP    https://www.riviera.co.jp/https://www.riviera.co.jp/ event/pet_festa/ event/pet_festa/

                        ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ                         ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/

                        ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ                         ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ https://www.facebook.com/zushimarina/https://www.facebook.com/zushimarina/

 

先着でエコバック「イベントロゴ⼊りお散歩バック」をプレゼント

■イベント詳細■イベント詳細

*出演者・出店者は事情により変更になる事がございます

*こだわりのペットフード・ペットアイテム物販（下記参照）

 ●ペット同伴クルージング ●ペット同伴クルージング

リビエラ逗⼦マリーナでしか体験できない愛⽝・愛猫とのクルージングは、インスタ映えと毎回⼤好評

時間：2便出港予定（12:00-12:45 / 13:30-14:15）

料⾦：⼤⼈／7,000円（税込） ⼩学⽣／3,500円（税込） 幼稚園以下／無料

         ※⼤⼈の⽅1名様に⽝2匹までの同伴が可能。

予約：当⽇ペット同伴クルージング受付ブースにて承ります

https://www.riviera.co.jp/
https://www.riviera.co.jp/
https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/
https://www.facebook.com/zushimarina/


●11：00頃 ペットのファッションショー （事前予約開始しました）●11：00頃 ペットのファッションショー （事前予約開始しました）

オシャレしてきたペットのファッションをステージで披露しよう！

 事前参加予約：https://www.riviera.co.jp/ event/pet_festa/

●ペット譲渡会、動物ふれあいタイムペット譲渡会、動物ふれあいタイム

https://www.riviera.co.jp/


●飲⾷ブース●飲⾷ブース

湘南の名店によるフードトラックをはじめ、ペット同伴で⼊店できるレストラン「リストランテAO 逗⼦マリーナ」の他

、芝⽣を使⽤したペットにも嬉しい「芝⽣ガーデンAOカフェ」が⼀⽇限りでオープンします。※事前予約開始しました

。（レストラン・カフェ情報下記参照）

＜フードトラック 出展者＞

・SHONAN Bar-B-Q

・ハワイアンフードトラック Ｈ＆Ｈ

・インドレストランJoy&Moni's

・リビエラオリジナルフード販売

 ●リビエラマルシェ 〜パン祭り〜同時開催リビエラマルシェ 〜パン祭り〜同時開催



地元湘南の⼈気店が集い毎⽉開催の「リビエラマルシェ」から「パン祭り」も同時開催します(出店情報下記参照)

●ワークショップワークショップ

お⼦さまから⼤⼈まで参加者に楽しんでいただけるワークショップ(下記参照)

＜ワークショップ＞

・専⾨学⽣と⼀緒にトリマー体験

・フェイスペイント

・似顔絵

■スペシャルサポーターに関して■スペシャルサポーターに関して



神奈川県⿊岩知事

河村隆⼀さん

杉本彩さん

堺正章さん

波留敏夫さん（中⽇コーチ）

宝⽥明さん

北原照久さん

鈴⽊英⼈さん

■スペシャルサポーターご寄付のチャリティオークション 出品詳細■スペシャルサポーターご寄付のチャリティオークション 出品詳細

Lot.1 堺 正章さん出品Lot.1 堺 正章さん出品

・堺正章さん直筆サイン⼊りクラシックカー⾦属模型

 

Lot.2 波留 敏夫さん出品Lot.2 波留 敏夫さん出品

・サイン⼊り練習ユニフォーム＆帽⼦



Lot.3 波留 敏夫さん出品Lot.3 波留 敏夫さん出品

・中⽇選⼿6名のサイン⼊りバット

 6.  平⽥ 良介（外）

 8.  ⼤島 洋平（外）

 3.  ⾼橋 周平（内）

 66.ビシエド（内）

 55.福⽥ 永将（内）

   1.  京⽥ 陽太（内）

Lot.4 杉本 彩さん出品Lot.4 杉本 彩さん出品

・「リベラータ」スキンケア商品・「リベラータ」スキンケア商品

・美顔器と専⽤ジェル・美顔器と専⽤ジェル

・私物のジミーチュウのポーチ・私物のジミーチュウのポーチ



Lot.5 北原 照久さん出品Lot.5 北原 照久さん出品

・ブリキのおもちゃ エレファントドラマー完全復刻盤 

Lot.6 宝⽥ 明さん出品Lot.6 宝⽥ 明さん出品

・ゴジラフィギュア ソフビ 初代ゴジラ スモーククリアバージョン

・宝⽥明さん直筆サイン⼊り！ ゴジラDVD昭和29年度作品



Lot.7 鈴⽊ 英⼈さん出品Lot.7 鈴⽊ 英⼈さん出品

・鈴⽊英⼈さんサイン⼊り PetFestaリトグラフ

Lot.8 河村 隆⼀さん出品Lot.8 河村 隆⼀さん出品

・当⽇のお愉しみ



■ブース 出展者■ブース 出展者

こだわりのペットフード・ペットアイテム物販

・リュックのDAISUKI、Goldenmama

・aube

・いぬねこサプリ.com

・株式会社フリーステッチ

・⼭創建設株式会社

・⽇産⾃動⾞株式会社

・⽇本ペットフード株式会社営業部

・株式会社Piccolo Cane

・愛⽝の駅(株式会社サンザ)

・ボルボ・カー・ジャパン株式会社

・株式会社ビィ・ナチュラル

・株式会社Vague

・株式会社IBS Trading

・専⾨学校⽇本動物21

・神奈川県、クレディセゾン

・QuattroMych

・リビエラブース



■リビエラマルシェ 〜パン祭り〜 出店者■リビエラマルシェ 〜パン祭り〜 出店者

・KIBIYAベーカリー

鎌倉の路地裏に構える⼈気店。⾃家製の天然酵⺟、無農薬国産⼩⻨、⽯⾅挽き全粒粉、ライ⻨、天塩、浄⽔という材料の

ひとつひとつにこだわった保存料や添加物の⼀切加わらないパンを販売。

・ブレドール

葉⼭にある⼈気店。パン好きに知らない⼈はいないと⾔うほど、全国各地からファンが集うお店。鎌倉野菜を使ったパン

や、フランス産エシレバターを使⽤するなど、ここでしか⾷べることができないパンを販売。

・La-La-Be

北海道産⼩⻨「ゆめちから」と秋⽥産天然酵⺟「⽩神こだま」を使⽤。冷凍に強い酵⺟なので 冷凍しても味が落ちるこ

とはなく、⼩⻨の味が美味しいと評判のベーグルです。

・三⾓屋根 パンとコーヒー

ふわっとやさしい⾷感の奥に、しっかりとした味わい看板商品の「⾓の⾷パン」をはじめ、バゲット、カンパーニュなど

の定番とともに、マカデミアとリンゴ、コーヒーチョコフランスなど、30種類以上ものパンを販売。

・ぱんとべじ

新逗⼦駅からほど近くに構える⼈気店。「逗⼦」の焼き印⼊り⾷パンや⼈気のあんバターをはじめ、地元三浦野菜を使⽤

したパンが数多く販売。

・ブーランジェリー アンサンブル鎌倉

コンセプトは本場フランスのブーランジュリー。品揃えは、ご飯の代わりに⾷事に合わせて⾷べられるようなパンをメイ

ンにし、バケット、カンパーニュ、コンプレから、ホットドッグ、クロワッサンなど販売。

 ■「芝⽣ガーデンＡＯカフェ」愛⽝・愛猫とともにお愉しみいただけるレストランカフェ ■「芝⽣ガーデンＡＯカフェ」愛⽝・愛猫とともにお愉しみいただけるレストランカフェ 

  （イベント限定メニュー販売）※事前予約受付中  （イベント限定メニュー販売）※事前予約受付中

都⼼から約50分、鎌倉駅から1０分のマリーナリゾート「リビエラ逗⼦マリーナ」の突端にあり、富⼠⼭と江ノ島を臨む

全席オーシャンビューを備え、「季節を味わう」がコンセプトのイタリアンレストランです。相模湾で⽔揚げされた⿂介

類をはじめ、循環型有機農法を⽤いリビエラ逗⼦マリーナ内の菜園で栽培する有機野菜や鎌倉野菜、希少な葉⼭⽜など地



産地消にこだわり、アラカルト、コース料理、本格窯の焼き⽴てピザに定評があります。イタリア本⼟のミシュラン星付

きレストランで修業を積んだ新進気鋭のシェフ⼩川は、⽇本料理から料理⼈を始めた経験から、旬を感じる料理をコンセ

プトに、２ヶ⽉ごとに新メニューを考案し、普段のお⾷事から記念⽇使いにも相応しい洗練された空間と料理を提供しま

す。「葉⼭⽜指定飲⾷店」に指定され葉⼭⽜が⾷べられる20店のうちの⼀つです。

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

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

■イベント背景■イベント背景

⽇本における⽝猫の飼育数は1,855万頭※1に達し、15歳未満の⼦ども(約1,553万⼈※2)の数を⼤きく上回り、３世帯に

1頭の割合で飼育されるなど、少⼦⾼齢化を背景に「⼦どものような存在」として家庭に迎えられる「ペットの家族化」

が急速に進むと共に、医療発展によりペットの寿命も伸び、ますます⼈とペットが共⽣する社会が求められています。

リビエラは神奈川県が進める「殺処分ゼロ」に賛同し、2017年より「リビエラ未来創りプロジェクト」の⼀環として誰

もが楽しめる参加型のペットイベントを過去２回開催しました。今後もイベント開催を通じ「⼈とペットの豊かな暮らし

」を応援し、ペットと⼈のサスティナブルで豊かな共⽣社会を⽬指し、更なる動物愛護意識の普及と、「⼈とペットが共

⽣する豊かな街づくり」を提案します。

※1 ⼀般社団法⼈ペットフード協会2018年12⽉25⽇発表 平成30年(2018年)全国⽝猫飼育実態調査

※2 総務省2019年5⽉4⽇発表

【第1回 シーサイドペットフェスタ】2017年10⽉開催【第1回 シーサイドペットフェスタ】2017年10⽉開催

このイベントでの発信を機に「神奈川県動物保護センター建設基⾦」に寄付が集まり、「神奈川県動物愛護センター(平

塚市)」の建設へとつながりました。歌⼿の河村隆⼀さん、元野球選⼿の三浦⼤輔さん、⿊岩知事ら多くのサポーターが

チャリティで参加され、3,000⼈が来場。

【第2回 逗⼦マリーナペットフェスタ】2019年３⽉開催【第2回 逗⼦マリーナペットフェスタ】2019年３⽉開催

神奈川県が⽬指す「殺処分ゼロからその先へ」を⽬的に設⽴された「かながわペットいのち基⾦」を紹介。元⼤相撲の⼩

錦さんが「チャリティちゃんこ」を作って振る舞い、20周年を迎えたウクレレピクニックとコラボで⾳楽に包まれたペ

ットイベントを開催し、1,300⼈が来場。

https://www.riviera.co.jp/restaurant/zushi/


【第3回 逗⼦マリーナペットフェスタ】2020年1⽉開催予定【第3回 逗⼦マリーナペットフェスタ】2020年1⽉開催予定

2019年10⽉12⽇開催を予定していましたが、台⾵19号に伴い延期し、2020年1⽉に開催します。

■「リビエラ逗⼦マリーナ」について■「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年に誕⽣した敷地⾯積16.3万平⽅メートルの「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1,200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神奈川県逗⼦市で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、全 11 室のスモ

ールラグジュアリーホテル「マリブホテル」に加えて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

、2020年3⽉26⽇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。

（https://www.riviera.co.jp/zushi/）

https://www.riviera.co.jp/zushi/


 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000049154.html

リビエラグループのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/49154

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社リビエラリゾート 広報担当：依⽥・河⻄

電話：03-5474-8120 メールアドレス：pr@riviera.co.jp

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000049154.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/49154
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