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2019.8.23(FRI)-8.25(SUN) 3days
スパイラルホール（東京・青山 /スパイラル 3F）

もっと自由にウエディングアイテムやゲストアイテムを見たり、触れたり、楽しんだり、
お買い物したりする場が欲しいという声から生まれた【マルシェフォーウエディング】

ご自身の結婚を考えられている方以外でも、ご友人同士でちょっと先のパーティシーズンに向けてのサプライズなアイテム選びや、
こだわりのクリエーター探し等おしゃれなパリのマルシェのような感覚で、自由に楽しんで頂けるイベント。

Craftsman Wedding クラフツマンウエディング
結婚を通し独創的で自分らしい表現の姿

相澤樹 /  アイザワミキ
2005 年よりフリーのスタイリストとして

活動開始。
エディトリアルを始めアーティスト、

広告、CM などジャンルを問わず活躍中。
衣装デザイン、エディトリアルディレク
ション、空間プロデュースなど多方面の

活動も行なっている。
2017 年ラッキースター所属

［著書］
ReBONbon! 祥伝社

kawaii 図鑑文化出版局
その他

スペシャルインスタレーション

相澤樹 / te-n. × クラフツマンパーク

雑誌・書籍、広告、CM、音楽業界の

衣装デザインなどで幅広く活躍中の

【ファッションスタイリスト相澤樹】による

形にはまらぬ新クリエイションで

クラフツマンパーク参加ブランドの商材を生かしつつ

神楽坂の花屋 te-n. と共に ‘gift’ をテーマにした

独創的なインスタレーションを展示



Cli'O mariage

HP: http://cord3.co.jp/ccc/
プレスコンタクト　RATTAN SEVEN　TEL: 03-6419-7871　MAIL: info@rattan7.com

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-16 道玄坂一丁目ビル 5F( 受付 )
TEL: 03-3770-9722　FAX: 03-3477-7976　HP: http://www.cliomariage.com　MAIL: info@cliomariage.com

BLOG: http://ameblo.jp/cliomariage　Facebook: https://www.facebook.com/CliOmariage　Instagram: https://www.instagram.com/cliomariage/　twitter: http://twitter.com/CliOmariage

Cli'O mariage ～ Event Information ～   Press Release 2/3

インスタレーション

IWAI OMOTESANDO by CRAZY WEDDING

ヘアメイクアーティストによるヘアスタイルの相談会を実施

会場や空間プロデュース・フォトウエディングの提案

会場内の音のスタイリングや香りの演出

似顔絵のライブドローイング

アートインスタレーション

Q-TA & Casie

IWAI OMOTESANDO by CRAZY 
WEDDING / イワイ オモテサンドウ 

バイ クレイジーウエディング
クレイジーウエディングから生まれ
た新会場【IWAI OMOTESANDO by 

CRAZY WEDDING】が登場
非日常と上質な挙式の新体験スペ

シャルインスタレーションと共に挙
式場のご紹介と、近隣青山の会場と

の繋がるアクションも体感

クレイジーウエディングから

生まれた新会場【IWAI 

OMOTESANDO by CRAZY 

WEDDING】が登場

非日常と上質な挙式の新体験

スペシャルインスタレーショ

ンと共に挙式場のご紹介と、

近隣青山の会場との繋がるア

クションも体感

ファンタジーとミステリアスが融合す る

【コラージュアーティスト Q-TA 】による

マルシェフォーウエディングをイメージした

インスピレーション作品が受付に登場

イベント当日配布のパンフレットの

表紙のデザインにも携わっている

また、受付前のブースにはアートディレクターと作家の 2 面性で活躍する Q-TA のミニ画廊が

ウエディングアートのディレクションや定額制アートレンタルで話題の【Casie】とコラボし

アートなフォトスポットとして登場
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マルシェ フォー ウエディング vol.7　出店ラインナップ

【ドレス・タキシード】
クリオマリアージュ

Cli'O mariage
歩いて来た道を思い出し、いつか観た映画
のワンシーンの様に、毎日のおしゃれの延
長線上にあるウエディングドレス＆タキ
シードのウエディングサロン。
こだわりのフォトプランや会場紹介なども
ご案内しております。 【リング】 【シューズ】

【フォト】

produced by Cli'O mariage ×

エバーグリーンウェディング

EverGreen-wedding
～ feel natural ～をテーマに掲げ森や草原
太陽のあたたかな光澄み切った空気から感
じられる優しい色や質感を大切にしたウェ
ディングドレスを、作り手たちが丁寧な手
仕事でお仕立てしています。

ギャルデコレクティイブ ドレス

gardé collective-dress-
特別な日に着ていただけるドレスの新しい
ブランド garde collective-dress-
パーティー・ウェディング・ブライズメイ
ド等、それぞれのシーンでその人の魅力を
引き出せるドレスを提案します。

グルームバイトレイト

GROOM by Trait
"Nonconventional"（創造的な・独創的な）
をテーマに、ウエディング衣装をもっと自
由に、格好良く。
一組一組のお客様の結婚式に合った新郎の
衣裳をご提供いたします。

ルーシー

Lucy
春の訪れを祝うミモザ、幸せが訪れるとい
うスズランなどポカポカとあたたかな幸せ
をイメージした Lucy の Wedding。
洋服を選ぶようにナチュラルで自分らしい
ウエディングドレスをご提案致します。

メゾンドブランシュギンザ

MAISON DE BLANCHE GINZA
「365 日違う自分に出会える場所」真っ白な自分に戻
り、その日になりたい自分をその日の気分で決められ
る。ご自身のパーソナルカラーや骨格診断に基づき、
科学的に「美しさ」を創り上げていきます。繊細なディ
ティールや個性的なラインを持つインポートドレスを
中心に、「好き」×「似合う」をすべての花嫁様に寄
り添ってご提案いたします。

アトリエナエ

nae. ATELIER
「大好きと 大切を すべてまとって」をコンセプトに、
シルエット、カッティング、上質な素材にこだわり、
花嫁様の本来持っている魅力と女性らしさを絶妙なバ
ランスで引き出す、シンプルでありながらも上品かつ
時代の空気感をまとうモード性を兼ね備えたドレスを
ご提案いたします。

ニュアンス

Nuance
鎌倉のアトリエで一着一着を手作りで作
成。花嫁さまひとりひとりが感覚的にもっ
ているニュアンスを取り入れ。ほんのり甘
くて上品、やさしい雰囲気をまとう細部ま
でこだわった繊細なドレスを提案いたして
おります。
プレパラージュ

preparage
ウェディングは、愛してくれる人たちに囲
まれて、その人たちに愛と感謝の気持ちを
伝える日
preparage のドレスは、特別な日にあなた
が心地よく過ごし、大切な時間を愛する人
達と過ごすお手伝いをします
ピュアート

Pureart
“ 私らしさ ” を大切に。リアルクローズのようなドレ
スを纏い、エフォートレスなウェディングを
エフォートレスとは、肩肘を張らない自然体で自分ら
しくある事。着飾るのではなくあなたらしく着こなせ
るウェディングドレスを見つけてほしいと私たちは
願っております。結婚式という大切な日だからこそ、
いつもあなたらしく過ごしてもらいたい。

カザリ

Qazari
人生の素晴らしい時間にふさわしいドレスを。ヨー
ロッパの繊細なレースや上質なサテンを使用してアト
リエで製作する、花嫁さまの思いを込めた世界に一つ
のオーダードレスとヴィンテージレースや刺繍などの
手仕事をちりばめたオリジナルのレンタルドレス。

ザクローゼットバイウエディングスクエア

The Closet by WEDDING SQUARE
"ANJERI" と "Maria et Mariee" 異なる 2 つ
のブランドのオリジナルウエディングドレ
スを一度に試着が出来るセレクトショッ
プ。トレンドを意識しながらも、日本の花
嫁が一番輝くその瞬間の本質にこだわった
ドレスを展開しています

ユキエシンバシ

yukiesinbasi
いつか描いた景色を色褪せない記憶に
小さな頃の宝物に出会うような大切な一着
を

イーエム

e.m.
ジュエリーは形のあるモノですが、それを
手に入れることで得られる「気持ち」は形
のないモノ。
それが、e.m. の考えるモノづくりです。
形ある最高のモノを作りながら、形にはな
らない「あなたのよろこび」も作りたい。
エトワライト

Étoilight
ハイセンスでこだわりを持ったお二人に、
一生物を毎日つけていられる "Daily & 
Timeless" をコンセプトにしたウェディン
グジュエリー。

ジプシーアンティークス

GYPSY ANTIQUES
美しさを追求して作られた、すべて一点物
のアンティークジュエリー。
タイムレスな魅力を放つ物のみをセレクト
しています。
世界であなただけの特別なエンゲージリン
グを。
ハスナ

HASUNA
永続的に受け継がれる "PERPETUAL 
JEWELRY" がコンセプト。素材にはエシカ
ルダイヤモンド・ゴールドを用い、デザイ
ンはもとより手に届くまでのストーリー全
てが美しいジュエリーを追求しています。

ジャムホームメイド

JAM HOME MADE
JAM HOME MADE は創立以来「肌に最も
近いプロダクト」としてブライダルジュエ
リーをブランドの核として展開してきまし
た。シンプルなルックスに潜ませたのは、
絆の証、強い想いを表現するデザインへの
こだわりです。
カノエ

KANOE
アナログな手仕事とデザインとの融合によ
り生み出される独自の立体感が魅力の
KANOE＜カノエ＞。しなやかながら芯の強
さを感じさせる優美な佇まいを目指したハ
ンドメイドジュエリーを展開している。

プラントプラント

PLANT / PLANT
植物、温室をテーマにジュエリー制作を続ける
PLANT / PLANT。自然のフォルムを生かしたダイヤ
モンドには、ナチュラルなムードと洗練されたスタイ
ルが同居し、シンプルに仕上げられたジュエリーもど
こか手作りの味わいが残る。デザイナー自身が細部ま
でこだわって集めたユニークな天然石との出会いを楽
しんでほしい。

ユカホウジョウ

YUKA HOJO
"Light inside you"
泣いたり、笑ったり、恋をしたり。こころをしめつけ
られるような瞬間。儚くて、愛おしい、何でもなくて、
特別な毎日。あるがままに身をゆだねて、見えてくる、
きれいな光、きれいな世界。毎日を楽しむリラックス
した大人のための上質なジュエリーコレクションで
す。

アオキユリ

aoki yuri
パールの持つ概念を超えるデザインを提案。
耳の形、大きさはそれぞれ違い
全体のバランスも皆さん違います。
“ 自分のバランス ” を見つけるメイク道具
のような装飾物。

【ヘッド・アクセサリー】

アトリエ テテ

atelier tété
移ろう時代のなかでも、変わらぬ美しいと
いう価値観。
ていねいに、しなやかに生きるあなたの今
日が特別なものになりますように。

ボヌール

BONHEUR
天然石・淡水パールを使用した、ビーズ刺
繍ジュエリーブランド。
着ける人が "Bonheur= 幸せ " な気持ちにな
りますように・・・と思いを込め、一粒一
粒刺繍しています。

カシラ ブライダル

CA4LA Bridal
CA4LA 表参道アトリエでは、一生の思い出となる、
結婚式での花嫁様、花婿様の美しいウエディング姿に、
さらに輝きを加えるような、誰にも真似できない、世
界に 1 つしかない、ウエディングハット、ウエディ
ングヘッドドレスの製作をするお手伝いをしておりま
す。

ティンク

tnc
ウエディング / ステージ衣装 / 各種イベントの髪飾り
やウエディングアイテムをご提案します。
和紙、ブリザーブフラワー、造花、をコラージュした
フラワーアクセサリー
人生の節目の様々なイベントにお花を添える
花に時を閉じ込めて

ジュノー

Juno
女性の守護神であり、結婚や出産を司る
ローマ神話最大の女神　Juno。その名にち
なみ、幸せな花嫁を印象的　且つエレガン
トに演出するための、心のこもったお手伝
いをさせていただきます。

【雑貨・引出物】
ハウスオブブルーチップ

House of BULECHIP
個性的でセンスの良い引き出物をご用意し
ております。
ゲストによっての贈り分けや、オリジナリ
ティー溢れる引き出物などご相談ください

ザ タイムレス

THE TIMELESS
～贈るあなたを、貰うあの人を、もっとう
れしく。～
時代（とき）を超えて永く愛されるものを
セレクト。
二人からのはじめての贈り物だからこそセ
ンスのいい贈り物を。
シンクス

THINKS
だれかに地球のよいことをデザインコン
シャスに。

ウッデンピクチャーズブライダル

Wooden Picture's Bridal
佳き日の思い出を日々の暮らしに…
デザイナーが作るブライダルアイテム

【ペーパーアイテム】
ファヴォリ

favori
豊富なデザイン・ハイクオリティーな印刷・
直感的な校正システム、全てにおいて婚礼
のプロがこだわり抜き新郎新婦様の “ こん
なサービスが欲しかった ”を形にする商品・
サービスを展開しています。

フロムカルミン　ナガクラヤ

FROM KALMIN + NAGAKURAYA
自然の素材を使った、素朴で優しいラス
ティックデザインのペーパーアイテム・プ
チギフトをご提案します。
おふたりらしく、ありのままの自然体で過
ごす一日をイメージし、温もりあふれるア
イテムで特別な日のお手伝いをいたします。
ネスパ・ディディ

NespaDD
一生に一度。大切な人たちが集うふたりの
はじまりの日に
伝えたい想いは何ですか ?
オリジナルムービーとオーダーメイドデザ
インのペーパーアイテムでおふたりだけの
結婚式のお手伝いをいたします。
プリントワークススタジオシブヤ

Printworks Studio Shibuya
ふたりにとって大切な人達へ。シンプルに
あたたかさが伝わる、古き良き「活版印刷」
でつくるペーパーアイテムのご提案。

サトウリサグラフィックデザイン

SATO RISA GRAPHIC DESIGN
ペーパーアイテム・会場装飾デザイン。
ご希望に沿ってゼロからデザインを作るフ
ルオーダーと、選ぶだけのセミオーダーを
ご用意。当日はサンプルを多数展示します。
型にはまらない自由なデザインをお楽しみ
ください。

スウィッチオモテサンドウ

SWITCH 表参道
SWITCH は “ 自由でふたりらしく幸せを感
じて頂けるフォトウェディングを叶えて欲
しい ” という想いからスタートしました
単なる “ 前撮り ” ではなく、結婚式当日で
は叶えられない「花嫁の夢」をとびきりス
テキなカタチにします

【ビューティー】
イイマリネイル

iimari Nail
- なりたい “ わたし ” になれる -
自分らしさを表現したり、心が少しウキウ
キしたり、いつもと違う自分のになった
り・・・。
小さな世界に “ わたし ” のすべてが詰まっ
ている。そんなネイル体験を。
ヘアーメイク セレーノ

HairMake Sereno
あなただけのスタイルで　あなたらしく輝
く至福の一日　あなたらしい美しさを提案
します。
Quality / Coordinate / BaseMake の 3 つを
コンセプトに特別な日のお手伝いをいたし
ます。
ルッカ ヘアーメイク

RUKKA  hairmake
なんでもない日から　特別な日まで　
happy のお手伝いを。
ヘアメイクを通して最高に輝く幸せな瞬間
をサポートさせていただきます。

【会場・プランナー】
ピィースタイルウェディング

P-style wedding
わたしたちは、お花とウェディングを通し
て、『地球という存在』と『自然という贈
り物』に感謝したいと考えています
いまだ伝統文化の色濃く残る沖縄の地で大
自然に囲まれながら、完全オーダーメイド
ウェディングを叶えます

【フラワー】
ルクール

le coeul
あなただけの空気感やストーリを花に添え
時が過ぎても色褪せないオンリーワンの
コーディネートをお作りします。

【フード・ドリンク】
コボ ラボ コーヒー

cobo labo coffee
「Coffee を楽しむ」を日々発信するラボ
コーヒーフードペアリング、オリジナルブランド豆の
販売、出張でカフェなど、福岡県を拠点に活動中。

《受賞歴》
全国 SC 接客ロールプレイングコンテスト 全国大会 
優秀賞
技能五輪全国大会 洋菓子部門  優秀賞

オナカ

Onaka
なくてもいいけど、あったら嬉しい。毎日がちょっと
たのしくなる、そんなおやつの時間を onaka は提案
します。大切な人に贈ったり、休日にみんなで楽しん
だり、忙しいときに心をホッと落ち着かせたり。みな
さまの "onaka" が幸せいっぱいで、満たされますよう
に。

【スペシャルインスタレーション】
アイザワミキ      テン

相澤樹 / te-n. × クラフツマンパーク

【スペシャルサンクス】
マティック ソトヤマショウ

matic 外山翔 / 会場全体の施工とデザイン

サウンドクチュール

Sound Couture / 会場内のサウンドスタイリングとDJ
シュガーマンフィルムズ

Sugarman films / 会場内のムービー撮影
ヒラヤマコウイチ

平山広一 / 似顔絵ライブドローイング

【特別展示】
クラフツマンパーク

Craftsman Park / 結婚準備サイト

【プロデュース】
カズコ タケダ

Kazuko Takeda / Cli'O mariage

【インスタレーション】
イワイ オモテサンドウ バイ クレイジーウエディング

IWAI OMOTESANDO by CRAZY WEDDING
キュータ　　　カシエ

Q-TA & Casie

ブライダルプロデュース キクヅル

KIKUZURU
「花嫁にもっとワクワクを」。私たちのミッ
ションは「花嫁さん」に憧れる女性をもっ
と増やすこと。パリやウィーンで披露し、
称賛された和装コレクションの数々と、
オートクチュール白無垢を京都舞鶴からご
提案

ナイス

nice! / 会場内のフォト撮影


