
今年も【逗⼦マリーナハロウィン2020】は10⽉末までイベント盛今年も【逗⼦マリーナハロウィン2020】は10⽉末までイベント盛
り沢⼭！10/31(⼟)は『リビエラマルシェ』が再開し「パンとコーり沢⼭！10/31(⼟)は『リビエラマルシェ』が再開し「パンとコー
ヒーまつり」を開催。ハロウィンファッションショーは本⽇募集開ヒーまつり」を開催。ハロウィンファッションショーは本⽇募集開
始！始！

「リストランテAO」「マリブファーム」「ロンハーマンカフェ」ではカボチャを使った特別メニューや限定「リストランテAO」「マリブファーム」「ロンハーマンカフェ」ではカボチャを使った特別メニューや限定
ドリンクを販売。感染症対策を徹底し安⼼して楽しめるハロウィンイベント、【リビエラ逗⼦マリーナ】へ！ドリンクを販売。感染症対策を徹底し安⼼して楽しめるハロウィンイベント、【リビエラ逗⼦マリーナ】へ！

株式会社リビエラ(グループ本社：東京都港区 代表取締役社⻑ ⼩林昭雄、以下リビエラ)は、神奈川県逗⼦市で展開する株式会社リビエラ(グループ本社：東京都港区 代表取締役社⻑ ⼩林昭雄、以下リビエラ)は、神奈川県逗⼦市で展開する

「リビエラ逗⼦マリーナ」で、「逗⼦マリーナハロウィン2020」を開催。「リビエラ逗⼦マリーナ」で、「逗⼦マリーナハロウィン2020」を開催。

毎年⼀⽇で約2,000⼈が訪れる「逗⼦マリーナハロウィン」のリビエラマルシェ。今年はコロナ対策を徹底し、ファッ毎年⼀⽇で約2,000⼈が訪れる「逗⼦マリーナハロウィン」のリビエラマルシェ。今年はコロナ対策を徹底し、ファッ

ションショーや地元湘南の⼈気店が23店舗出店する「リビエラマルシェ・ハロウィン〜パンとコーヒーまつり〜」を10ションショーや地元湘南の⼈気店が23店舗出店する「リビエラマルシェ・ハロウィン〜パンとコーヒーまつり〜」を10

⽉31⽇(⼟)に開催。また、各レストランでも期間限定イベントを実施します。「リストランテAO」では限定カクテルと⽉31⽇(⼟)に開催。また、各レストランでも期間限定イベントを実施します。「リストランテAO」では限定カクテルと

10⽉31⽇(⼟)⼀夜限りのハロウィンディナーをご提供。「マリブファーム」では10⽉24⽇(⼟)〜10⽉31⽇(⼟)限定のハ10⽉31⽇(⼟)⼀夜限りのハロウィンディナーをご提供。「マリブファーム」では10⽉24⽇(⼟)〜10⽉31⽇(⼟)限定のハ

ロウィンメニューが登場。10⽉31⽇(⼟)は⽣ライブも開催。「ロンハーマン カフェ」ではハロウィンらしい装飾が満載ロウィンメニューが登場。10⽉31⽇(⼟)は⽣ライブも開催。「ロンハーマン カフェ」ではハロウィンらしい装飾が満載

で限定メニューもお愉しみいただけます。で限定メニューもお愉しみいただけます。

公式HP：https://www.riviera.co.jp/halloween2020/index.html

イベントチラシ：https://www.riviera.co.jp/event_zushimarinahalloween_2020.pdf

SNSハッシュタグ：#逗⼦マリーナハロウィン #リビエラマルシェ

①リビエラマルシェ〜パンとコーヒーまつり〜①リビエラマルシェ〜パンとコーヒーまつり〜

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、こだわりある出店社のマーケットが並び、毎回約20店舗が出店します。新型コロナ感染防⽌のため

3⽉から半年間にわたり開催を断念してきましたが、リビエラマルシェの再開を望む声を多くいただき、この度再開する

こととなりました。今回のマルシェでは、湘南で⼈気のパン屋さんとコーヒー店が出店する『パンとコーヒーまつり』も

同時開催。毎年⼤好評だった「ハロウィンパレード」は密を避けるために中⽌としましたが、「ハロウィンファッション

ショー」は開催！事前応募は本⽇10⽉16⽇(⾦)11:00から開始いたします。お気に⼊りの仮装で、お友達同⼠やご家族、

ワンちゃんと⼀緒にふるってご参加ください。下記の応募フォームからご応募を受け付けます。

 

開催内容開催内容

PRESS RELEASE

報道関係各位 2020年10⽉16⽇
リビエラグループ

https://www.riviera.co.jp/halloween2020/index.html
https://www.riviera.co.jp/event_zushimarinahalloween_2020.pdf


名称：逗⼦マリーナハロウィン2020『リビエラマルシェ~パンとコーヒーまつり~』

⽇時：2020年10⽉31⽇（⼟）11:00〜16:00

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

ＴＥＬ：0467-23-0028

※少⾬決⾏。⾬天、荒天の場合は中⽌いたします。最新情報は下記にお知らせいたします。

公式サイト：https://www.riviera.co.jp/banquet/zushi/event/marche/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/

 

ファッションショー概要ファッションショー概要

募集期間：10⽉16⽇(⾦) 11:00

開催⽇時：10⽉31⽇(⼟) 13:30〜 （12:30受付 / 13:00 集合）

開催場所：リビエラ逗⼦マリーナ リビエラプラザ前 デッキスペース

応募フォーム：https://select-type.com/e/?id=Ff18QHrxhbQ

※応募多数の場合、途中で締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

 

■昨年の様⼦■昨年の様⼦

 

今年は「パンとコーヒーまつり」を同時開催で全23店舗が出店。

 

https://www.riviera.co.jp/banquet/zushi/event/marche/index.html
https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina/
https://select-type.com/e/?id=Ff18QHrxhbQ


昨年のハロウィンパレードの様⼦。

可愛いフォトスポットも出現するかも…？！

「ハロウィンファッションショー」⼦供から⼤⼈までカラフルな仮装で⼤盛り上がり！

■出店店舗■出店店舗

パン「ブレドール」

  「ブーランジェリーアンサンブル鎌倉」



  「オギノパン」

  「⽶粉パン未来（べえぐる）」

  「BREAD IT BE」

  「La-La-Be」

コーヒー「ブーランジェリーシュシュ」

    「北鎌倉ベルタイム珈琲」

    「GREEN CORE Cafe」

    「ハチドリコーヒー」

    「葉⼭珈琲パッパニーニョ」

フード「ばあちゃん農場オーガビラ」 

   「やさいや⾦次郎」

   「湘南・RUNRUN・CAFE」

雑貨・ワークショップ「MALIBU FARM SHOP」

          「Moana / hoku le a / BLUE MOON」

          「Poche」

          「ambient shop」

          「peace of mind」

          「Rimax / Marinas」

          「Summer Mae」

          「gratcraft hutte」

②リストランテＡＯ 逗⼦マリーナ②リストランテＡＯ 逗⼦マリーナ

全席オーシャンビューで「季節を味わう」がコンセプトのモダンイタリアンレストラン「リストランテAO 逗⼦マリーナ

」。全てのお⽫に「かぼちゃ」を使⽤した10/31(⼟)⼀夜限りのハロウィンディナー『AO Halloween Night〜シェフの

魔法にかけられて〜』を開催。ハロウィン限定のノンアルコールカクテルは10⽉31⽇(⼟)まで。仮装しての来店でハロ

ウィンを盛り上げよう！

店舗名：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

ＴＥＬ：0467-25-0480

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

※ソフトな仮装をお願いします。

AO Halloween Night〜シェフの魔法にかけられて〜AO Halloween Night〜シェフの魔法にかけられて〜

 ⽇ 時：10⽉31⽇(⼟) 16:30〜21:00（19:00L.O.）

 料 ⾦：13,000円（税・サービス料別）

▼メ ニ ュー▼

   アミューズ / かぼちゃの揚げニョッキ ゴルゴンゾーラソース

   冷前菜 / 松輪 鯖のマリネ バターナッツ南⽠のインサラータ 柿ドレッシング

   温前菜 / フォアグラと⾃家製かぼちゃのブリオッシュブルスケッタ

   パスタ / ⽔⽜モッツアレラとポルチーニ茸のアラビアータ 坊ちゃんかぼちゃの器で

   ⿂料理 / 太⼑⿂と煮かぼちゃのタルト クレソンとマッシュルーム

   ⾁料理 / 仙台⽜サーロインのビステッカ 秋トリュフと燻製かぼちゃのカラメッレ添え

   ドルチェ / かぼちゃのジェラート 温かいカシスのソース

ハロウィン限定ノンアルコールカクテルハロウィン限定ノンアルコールカクテル

フレッシュなオレンジ＆ブラッドオレンジジュースに濃厚な⾚葡萄ジュースを混ぜ、グラスの淵に添えられた綿あ

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


めを混ぜたオリジナルカクテルをお楽しみください。

 ⽇ 時：10⽉1⽇(⽊)〜10⽉31⽇(⼟) 

 料 ⾦：1,000円（税・サービス料別）



 

③マリブファーム 逗⼦マリーナ③マリブファーム 逗⼦マリーナ

L.Aのマリブから今年3⽉に⽇本初上陸した「マリブファーム 逗⼦マリーナ」のハロウィンは、多彩なメニューをご⽤意

。南⽠を丸ごと器にした⼩⻨粉不使⽤のグラタンの中には、たっぷりのお野菜とチキントマトソースがぎっしり詰まって

いて⾷べ応え⼗分。お友達やご家族と⼀緒に、ぜひシェアしてお召し上がりください。⾊とりどりのカクテルとアップル

パイティーは、どのような味わいなのか想像しながら選ぶ時間も楽しめます。また、「ハロウィンお菓⼦の家キット」を

限定予約販売。可愛いハロウィンモチーフのクッキーたちに、お⼦様だけでなく⼤⼈も⼼ときめく「お菓⼦の家」です。

ハロウィン当⽇の10/31(⼟)は、ランチタイムとサンセットタイムにLIVEも開催。五感で愉しむハロウィンウィークを「

マリブファーム 逗⼦マリーナ」で体感してください。

店舗名：マリブファーム 逗⼦マリーナ

⽇時：2020年10⽉24⽇(⼟)〜10⽉31⽇（⼟）

ランチ/11:00〜15:00(14:30L.O.)  カフェ/15:00〜16:30(平⽇限定) ディナー/17:00〜21:00(20:00L.O.)

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

ＴＥＬ：0467-23-0087

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

 

メニューメニュー

▼フード

① 南⽠に射こんだチキンと野菜のグルテンフリーグラタン （ディナーのみ）

② 南⽠のポタージュ パイ包み焼き （ディナーのみ）

③ ハロウィン限定オリジナルデザート （ランチ・ディナー）

④ ハロウィン期間限定ジェラート3種 葡萄・南⽠・ミルク （ランチ・ディナー）

▼ドリンク

① ハロウィンミモザ（ハロウィンカラー3種）

・クラフトコーラのスパークリングカクテル

・葡萄スパークリングカクテル

・グアバスパークリングカクテル

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


② オーガニック アップルパイティー（ノンカフェイン）

 

10/31(⼟)限定ライブ10/31(⼟)限定ライブ

▼ランチタイム / 11:30〜12:30

アーティスト / Yacht Bianco（Bass&Keyboard：遠⼭無⾨ Sax&EWI：藤⽥かおり）

▼ディナータイム / 17:00〜19:00

アーティスト / VOCAL：Ema（from Sony music）     Acoustic Guitar：⼆宮楽

▼マリブファーム「ライブシート」（10席〜15席限定）：チャージ 1,000円（税別）

✔ディナータイムのみ 開場/16:45

✔おひとり様 1フード 1ドリンク制（フード/ドリンク800円〜）（税別）

✔完全予約制 マリブファーム 逗⼦マリーナ（0467-23-0087）

※レストラン内の座席はチャージ無しでお楽しみいただけます。

 

ハロウィンお菓⼦の家キットハロウィンお菓⼦の家キット

お菓⼦の家と、ハロウィンのキャラクターデザインのアイシングクッキーなど、お⼦様やご友⼈同⼠で楽しめるデ

コレーションキット。ご⾃宅で「おうち時間」に楽しむことも、マリブファームでのお⾷事中に組み⽴て、完成し

た「お菓⼦の家」を最⾼のロケーションをバックに撮影しても良い思い出になります。ご友⼈やお⼦様へのお⼟産

、プレゼントにも喜ばれます。

商品名：「ハロウィンお菓⼦の家キット」

料⾦：6,000円（税別）

予約販売：受け取り希望⽇の3⽇前の予約

受け渡し：10⽉24⽇(⼟)〜10⽉31⽇(⼟)



「南⽠に射こんだチキンと野菜のグルテンフリーグラタン」（ディナーのみ）

「南⽠のポタージュ パイ包み焼き」（ディナーのみ）



「ハロウィンお菓⼦の家キット」6,000円（税別）

④ロンハーマン カフェ 逗⼦マリーナ④ロンハーマン カフェ 逗⼦マリーナ

フォトジェニックな「ロンハーマン カフェ 逗⼦マリーナ」はハロウィン装飾が毎年可愛いと⼤好評。この時季ならでは

のドリンクメニューも登場予定。ヨットハーバーを望む⼼地よい空間で極上の時間をお過ごしください。

店舗名：ロンハーマン カフェ 逗⼦マリーナ

営業時間：11:00〜19:00（18:30L.O.）

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

ＴＥＬ：0467-25-2153

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

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


■「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5万坪の『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60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。全11室のスモールラグジュアリーホ

テル『マリブホテル』と、⽇本初上陸となるレストラン『マリブファーム』が新たに加わり、滞在型マリーナリゾートへ

⽣まれ変わりました。2006年から「リビエラ未来創りプロジェクト」の⼀環として、「エコロジータウンリビエラ逗⼦

マリーナ」を掲げて街づくりに取り組み、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://w

ww.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/000000085.000049154.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

【本件に関するお問い合わせ先】

報道関係：リビエラグループ PR TEL:03-5474-8120 E-mail:pr@riviera.co.jp

お 客 様：リビエラ逗⼦マリーナ TEL:0467-23-0028

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000049154.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/49154

	今年も【逗子マリーナハロウィン2020】は10月末までイベント盛り沢山！10/31(土)は『リビエラマルシェ』が再開し「パンとコーヒーまつり」を開催。ハロウィンファッションショーは本日募集開始！
	「リストランテAO」「マリブファーム」「ロンハーマンカフェ」ではカボチャを使った特別メニューや限定ドリンクを販売。感染症対策を徹底し安心して楽しめるハロウィンイベント、【リビエラ逗子マリーナ】へ！


