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WEDDING のその先へー

吉祥寺パルコ
ROOF TOP WEDDING 開催のお知らせ
吉祥寺パルコ 屋上にて１０月３日 （土）

株式会社パルコ （本社 ： 東京都渋谷区、 以下パルコ） は、 “旅するパン屋” をコンセプトにした 「TAKIBI
BAKERY」 などを運営する株式会社 CIRCUS( 本社所在地 : 東京都世田谷区、 代表取締役社長 : 鈴木善雄、
以下 CIRCUS） を主催として新たなウェディングマーケット 「&LIFE –NEW WEDDING MARKET-」 を１０月３日
に開催いたします。
昨今、 オリジナリティあふれるウェディングパーティーを求める新郎新婦が増えてきています。 そこで欠か
せないのが、 「ケータリングや会場装飾、」 そして参加していただく方々への 「ギフト」。
それらを考えることこそが楽しみでもあり、 新郎新婦の “らしさ” を表現する場でもあります。 そんな自分
たちならではのウェディングパーティーを作り上げたい新郎新婦のために、 このたび 「&LIFE –NEW WEDDING
MARKET-」 （CIRCUS プロデュース） が誕生いたしました。

【開催概要】
■日時 ： ２０１５年１０月３日 （土） １１:００～１５:００ ※雨天による中止になる場合がございます。
■場所 ： 吉祥寺パルコ 屋上
〒１８０-８５２０ 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目５-１
■主催 ： 株式会社 CIRCUS
■WEB ： www.andlife.info
【参加ブランド】
amabro( 雑貨 ) / giraffe( ネクタイ ) / WHYTROPHY( ロゼット ) / cuicui( ブーケ ) /AURA( 帽子 ) / matic( 装飾 )
farver( 植物 ) / matic( 装飾 ) / RICCO( 似顔絵 ) / SCRAPE PAGES( 装飾 ) / HI Monsieur( 装飾 ) /
SAML WALTZ( 雑貨 )/TAKIBI BAKERY( ラクレットチーズバーガー） / ミコト屋 ( パッタイ ) / content( ラップ
サンド ) / 南風食堂 ( 鹿丼 )/ONIBUS COFFEE( コーヒー ) / GELATO&POTETO( ポテト ) / POMPONCAKE
( ミニケーキ ) / かえる食堂 ( カステラ )/foodmood( グラノーラ ) / たくまたまえ ( 瓶詰め ) / 杉本雅代 ( ローシ
ロップ） / スットコきなこ （焼き菓子） 順不同

TAKIBI BAKERY
www.takibi-bakery.com
旅するパン屋。 TAKIBI BAKERY は世界のパンと料理をロバ
に乗せ、 様々なパートナーとの物語を紡ぎながら、 衣 ・ 食 ・
住の垣根を越えていきます。 新しくも、 どこか懐かしさを感じ
られるアイテムをご提案します。

青果ミコト屋
www.micotoya.com/
自然栽培を中心とした、 おいしいお野菜のセレクトショップです。
ミコト屋号という古いキャンパーをベースキャンプに、 日本全国
旅してまわり、 自分たちの目と舌と感覚でセレクトした野菜を販
売しています。 お野菜の定期宅配と移動販売を手がける他、
各地で開かれるオーガニックマルシェなどのイベントに多数出店
しています。

ONIBUS COFFEE
www.onibuscoffee.com
スペシャルティコーヒーの専門店。 コーヒー産地への豆の買付
けから販売まで行います。

たまちゃんの保存食
tamaetakuma.tumblr.com/
季節ごとの保存食などを作っておいしい暮らしをご提案してます

Raw Syrup Parlor
火を使わずにじっくり抽出された、 飲むと元気になる酵素
たっぷりのシロップで作る、 見た目に美しくておいしいドリ
ンクパーラー。

atelier matic
matic.jp.net/
空間 ・ ディスプレイデザインを中心に活動する一方、 アン
ティークパーツを利用して一点モノのプロダクトを製作。
本年より新たに、 光る看板やフォトブースなど空間装飾で
きる家具シリーズをスタート。

HI Monsieur & SCRAP PAGES & THE HOTEL LINKS
www.himonsieur.com
scrappages.jp
店主が世界のあちこちから集めた楽しいアンティークのお店
Hi Monsieur、ヴィンテージ家具や古道具で空間プロデュース
を行う SCRAP PAGES と、 この世界のどこか素敵な場所に
ある THE HOTEL LINKS が この日のためにコラボレーション。
ウェディングを楽しくするモノ、 コト、 ちょっとした工夫をご提
案します。

amabro
www.amabro.com
コンセプトは表現の再構築。 既に存在しているさまざまな
ジャンルの創造物を見つめ直し amabro が考えるアートの
橋渡しができるよう、 多方面とのコラボレーションも精力的に
展開。
※出店者ご紹介は一例です。※変更になる場合もございます。

■
「＆LIFE

-NEW WEDDING MARKET-」とは

二人が作り上げる WEDDING には、 これから始まる暮らしのイメージや人との繋がりを感じさせるさまざま
な夢で満ち溢れています。 「＆LIFE -NEW WEDDING MARKET-」 では、 まさにこれから結婚する二人の
世界観を CIRCUS がウェディングマーケットとして表現します。 ケータリング仕様のフードやギフトマーケット
など多彩なブランドを招聘し、 ウェディングパーティーを形づくるためのウェディングマーケットとしてお披露
目いたします。 ウェディングパーティーのみならず、 二人で歩む新たな生活をより豊かにするアイテムも取
り揃えております。

報道関係の方からの問い合わせ先
吉祥寺パルコ営業課／担当：宮瀬
TEL：0422－23－0066 FAX：0422－23－0068

