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報道関係資料                                                ２０１７年１２月２０日 

 

今、女性を中心に人気急上昇中のハンドメイドマーケットに注目！ 
渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ ハンドメイドマーケット 

ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ｍｉｎｎｅ 
ハンドメイドイベントならではの個性的な作品や、 

あなただけの素敵なアイテムに出逢える、魅力満載の２週間！ 

２０１８年１月１１日（木）～２４日（水） 

渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ 地下３階～５階、８階 ８/ ＣＯＵＲＴ 

株式会社東急百貨店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ（以下、ＳｈｉｎＱｓ）では、２０１８年１月１１日（木）～２４日（水）の期間中、「渋谷ヒカリエ  

ＳｈｉｎＱｓ ハンドメイドマーケット ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ｍｉｎｎｅ」を開催します。 

国内最大のハンドメイドマーケット「ｍｉｎｎｅ（ミンネ） ｂｙＧＭＯペパボ（以下、ｍｉｎｎｅ）（https://minne.com/）」と

のタイアップイベントをメインコンテンツとし、各階において「ｍｉｎｎｅ」で活躍する１２０名以上の人気作家の作品を

展示・販売するほか、「ｍｉｎｎｅ」の作家が直接ものづくりを伝えるワークショップや、作家が直接作品を販売する特

設販売ブースを展開します。 

そのほかにも、ハンドメイドショップが期間限定で多数登場し、作家のハンドメイドアイテムのほか、自分らしく 

アレンジするカスタマイズアイテムや、作ることを楽しむハンドメイドキットなどを紹介します。 

 

「ｍｉｎｎｅ」は、アクセサリーや雑貨、家具、食品など、手作りの作品を誰でも気軽に販売・展示・購入できる、国内最

大（※）のハンドメイドマーケットです。作家の手によって生み出された、あたたかく、アイデアが詰まった作品はプ

レゼントにも喜ばれます。 

作品が生まれるまでのストーリーも公開中。（https://minne.com/brand/） 

（※）２０１７年１１月末時点、 

国内ハンドメイドマーケット運営主要４サービスの公表登録作家数を比較【GMOペパボ調べ】 

 

※「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ ハンドメイドマーケット ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ｍｉｎｎｅ」の詳細は別紙の通りです。 

 

（参考） 本日、この資料は東商記者クラブにお届けしています。 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

株式会社東急百貨店 経営統括室 秘書広報部  電話：０３－３４７７－３１０３ 

https://minne.com/
https://minne.com/brand/
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【別紙】 

  ｍｉｎｎｅでつくる、わたしの暮らし展 
 

「好き」に囲まれて過ごすから毎日が特別になる。無理しない、背伸びしない。でも、大好きなものにはとことん

こだわりたい。そんなこだわりを持った女性の暮らしをコンセプトに、フロアごとに異なるテーマでハンドメイドイ

ベントを展開します。暮らしの中に盛り込まれた、こだわりの詰まったハンドメイド作品たちは、生活を「わたしら

しく」つくるヒントになるかもしれません。 

■会期：１月１１日（木）～２４日（水） 

■会場：ＳｈｉｎＱｓ ５階特設スペース、３階特設スペース、２階イベントステージ２、地下２階フードステージＢ２ 

 

５階／忙しくても一緒に食べたい。朝ごはんは二人の大切な時間。 

リビングやキッチンを彩る生活雑貨、インテリア雑貨を中心に展開。 
 

○出店作家：Ｋａｎｅａｔｓｕ工房 

https://minne.com/@kaneatsu/ 

岐阜県の美濃焼の中心地でカネアツ釉薬として陶芸釉薬（色）（陶器の表面のガ

ラス質）の製造と、Ｋａｎｅａｔｓｕ工房として手作りで陶器を製造。陶器のカラーにこ

だわりを持って、たくさんのカラーを使い、使っていただく方に、見て、触れて楽し

んでいただけるように心掛けている。 

 

○出店作家：じゃまかわ雑貨アニーモ！ 

https://minne.com/@momomo1013/ 

邪魔だけど、かわいい「じゃまかわ」な、思わず一目惚れしてしまう遊び心のある

動物モチーフ雑貨を制作。 

 

 

 

３階／今夜は大切な人と約束。夜が待ち遠しい平日の朝。 

バッグ・アクセサリー・帽子・靴など、こだわりを持った女性のファッションアイテムを展開。 
 

○出店作家：Ｇｒｏｓｇｒａｉｎ 

https://minne.com/@grosgrain/ 

「凛と、美しく。」をコンセプトに、帽子や服を製作。麦わら、ウールフェルト、布帛

など、さまざまな素材を使用している。カスタムメイドや、１点もののウェディングハ

ット、アンティークハットや無くしてしまった思い出の帽子の再現なども手がけてい

る。 

 

○出店作家：Ｒｙｏｋｏ Ａｋａｓｈｉ 

https://minne.com/@ryokoakashi/ 

福岡を拠点に活動。デザイン画を作らずに自由な感性を大切にしながら手織りと

フェルト、手編みを使った作品作りを行っている。 

 

 

※写真は販売予定の「輪花中皿」 

 

※写真は販売予定の「じゃまかわブックカバー しろくまデニム」 

 

※写真は販売予定の「広つばのウールハット Cecil Bordeaux」 

※写真は販売予定の「２WAY ツイードパッチワーク BAG」 

https://minne.com/@kaneatsu/
https://minne.com/@momomo1013/
https://minne.com/@grosgrain/
https://minne.com/@ryokoakashi/


 

3 

 

 

２階／今日はどれにしようかな？「カワイイ」に囲まれるお出かけ前 

スマホケース、アクセサリー、そのほか個性的な小物など、「女の子の一人暮らしの部屋」をイメージした作品を

展開。 
 

○出店作家：ｕｉ． 

https://minne.com/@uishop/ 

日常にさりげないアクセントを。どんなシーンでも使いやすく、身につけたとき ち

ょっとワクワクするアクセサリーを制作。世界でたった一つの美しい天然石を使用

し、一点物としてのオリジナリティ溢れるデザインが特徴。 

 

 

○出店作家：ｐｕ・ｐｕ・ｐｕ 

https://minne.com/@yucon-p/ 

思わず「ぷぷぷ」と笑ってしまうような、使うのが楽しくなる布雑貨を製作中。   

イラストを描いて、布にプリントして、縫製。その全ての作業を自身で行っている。 

 

 

 

 

 

地下２階／思わずひとりじめ、ちょっと贅沢な手作りおやつ 

からだにやさしいお菓子を中心に展開。５階で販売する食器の中から、お菓子がおいしく見えるプレート、カト

ラリーなども併せて展示。 
 

○出店作家：菓子屋ＫＩＣＨＯ 

https://minne.com/@marikotorigo/ 

手にとって、思わずにこっとしてしまうようなお菓子づくりを目指し、クッキーや焼

き菓子を制作。 

 

 

 

 

○出店作家: 菓子屋ＫＩＣＨＯ 

https://minne.com/@marikotorigo/ 

山梨県南アルプス市で果物作りの傍ら、ジャムやお菓子作りをするＮＰＯを主宰

しているお百姓さん。「２０１７デルメイン国際マーマレードアワード」において、ア

ルチザン（プロ）部門金賞受賞。 

 

 

 

 

※写真は販売予定の「金木犀の花びらジャム」 

※写真は販売予定の「Sally Pierce BLUE」 

※写真は販売予定の「三角のサンドイッチポーチ」 

※写真は販売予定の「アイシングクッキー：めで鯛」 

https://minne.com/@uishop/
https://minne.com/@yucon-p/
https://minne.com/@marikotorigo/
https://minne.com/@marikotorigo/
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  作家がつなぐ、暮らしマーケット 
 

「ハンドメイド作品で暮らしをもっと楽しく」をテーマに、作家による対面販売やワークショップを実施するほか、

「ｍｉｎｎｅハンドメイド大賞２０１７」の受賞作品をはじめとしたｍｉｎｎｅの作品を展示します。 

■会期：１月１６日（火）～２１日（日） 各日１１：００～２０：００ 

■会場：渋谷ヒカリエ ８階 ８/ ＣＯＵＲＴ 

 

インテリアに映える苔のテラリウム作り 

〇講師：Feel The Garden 

https://minne.com/@rb120jp/ 

「都会で植物に囲まれた生活がしたい」「忙しい毎日なので手間を掛けたくない」「出来

れば鉢植えのように長く楽しみたい」その解決策として室内で植物のある風景を感じら

れる苔テラリウムを提案。 

【開催日】１月１６日（火）・１７日（水） 各日１１：００、１３：００、１５：３０、１８：００ 

【参加費】３，０００円 

 

つまみ細工で作るお花のアクセサリー 

〇講師：つまみ細工の鳥待月 

https://minne.com/@waiting-bird/ 

ピンセットで正方形の布を折りたたんで作る「つまみ細工」は、縫わずに糊付けだけで仕

上げる、布で行う折り紙のようなもの。花などの形のアクセサリーを作るワークショップで

す。 

【開催日】１月１６日（火）～１９日（金） 各日１２：３０、１４：３０、１６：３０、１８：３０ 

      ※１月１９日（金）のみ、１６：３０までの３回 

【参加費】２，５００～３，５００円 

 

自分で作るインテリアフラワー 

〇講師：ｑｕｅｕｅｄｅ ｒａｎｕｎ 

https://minne.com/@ranun0127/ 

プリザーブドフラワーやドライフラワーを使って、リースまたはスワッグ、ハーバリウムなど

をお作りいただけます。 

【開催日】１月２０日（土）・２１日（日） 各日１１：３０、１２：３０、１４：３０、１５：３０ 

【参加費】２，５００～４，０００円 

 

ミニ刺繍枠チャームを作ろ 

〇講師：＃ＣＨＩＳＡ 

https://minne.com/@kankouryu/ 

スパイダーローズ刺繍（バラの刺繍）を施してミニ刺繍枠にはめ、ネックレスもしくはキー

ホルダーを作ります。 

【開催日】１月１６日（火）～１９日（金） 各日１１：２０、１２：２０ 

【参加費】４，８００円 

https://minne.com/@rb120jp/
https://minne.com/@waiting-bird/
https://minne.com/@ranun0127/
https://minne.com/@kankouryu/
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ｍｉｎｎｅハンドメイド大賞 2017 

「ｍｉｎｎｅハンドメイド大賞２０１７（https://minne.com/handmade-award/2017/）」は 、 

創意工夫を凝らしたハンドメイド作品を発掘・表彰するコンテストです。第３回の開催

では１７，０００点超もの応募作品が集まり、個性あふれる１４点の受賞作品が決定しま

した。今回、その受賞作品を渋谷ヒカリエ８階 ８/ COURTにて展示します。 

 

グランプリ作品「▷『アニマルトロフィー』と暮らそう！」 

〇作家：Ｈａｎｄｅ_ｕｎｄ_Sｔｉｔｃｈ 

https://minne.com/@hand-stitch/ 

ひとつひとつ手仕事で作られた『アニマルトロフィー』は、剥製でもなく、ぬいぐ

るみでもなく、独特な雰囲気をフェルト生地で表現。動物によって、シルクスク

リーンやパッチワークなどさまざまな技法を施しています。 

今回、グランプリ受賞作家自らワークショップと作品販売を行います。 

アニマルトロフィーを作ろう！ 

【開催日】１月１９日（金）～２１日（日） 各日１１：００、１４：００ 

【参加費】５，９４０円 

 

 

  ＳｈｉｎＱｓ ハンドメイド ＰＯＰ‐ＵＰ 
 

ハレノヒＣＯＴＯＣＯＴＯ 

日々の小さなイベント、誕生日、大切な記念日など、自分らしい「晴れの日（ハレノヒ）」

を楽しく彩るショップ。手作りドールハウスキット「Ｂｉｌｌｙ」や職人による手作りのオリジナ

ルトートバッグを展開します。 

■会期：１２月２５日（火）～２０１８年２月１５日（木） ※予定 

■会場：５階 ザ・マーケットプレイス 

 

 

 

 

 

 

ｔｉｍｔｏｍ ｃａｎｄｌｅ 

思い出の灯りになるように、心を込めて一本一本丁寧に手作りで作られている、   

ｔｉｍｔｏｍ ｃａｎｄｌｅ。カラーリングやカタチにこだわった本物の花や貝殻を使ったキャン

ドル、リラックス効果のあるアロマを使ったキャンドルたちは、既製品にはない温かみ

のある灯りをともしてくれます。それぞれにテーマを持つキャンドルを制作しているの

で、季節に合わせた贈り物、誕生日やウエディングなどの特別なシーンを彩る贈り物

としても人気です。 

■会期：１月１６日（火）～２月１５日（木） ※予定 

■会場：５階 ザ・マーケットプレイス 

ＴＨＥ ＣＡＮＶＥＴ（ザ・キャンヴェット）実演販売 

革ハンドルのカラーが自由に選べるミニトートバッグをオーダー

メイド。その場で職人がバッグを完成させます。 

ミニトートバッグ ３，２４０円 ※実演販売実施日調整中 

https://minne.com/handmade-award/2017/
https://minne.com/@hand-stitch/
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ヴィンテージＤｅｃｏ 

世界中から集めた珍しいアンティークビーズやリボン、ボタンなどの

手芸用品が所狭しと並びます。特別なハンドメイドに使える素敵な

アイテムがいっぱいの「乙女の蚤の市」をぜひお楽しみください。 

■会期：１月１６日（火）～２月１５日（木） ※予定 

■会場：５階 ザ・マーケットプレイス 

 

タピエスタイル 

関西発のクリエイターズ雑貨＆ギャラリーショップ「タピエスタイル」が

ＳｈｉｎＱｓに再登場！冬のおしゃれがもっと楽しくなる、旬なハンドメイ

ドアクセサリーを中心に、心躍るクリエイターズ作品を紹介します。 

春が待ち遠しくなるような、これからの季節に向けた作品も登場しま

す。「ｋａｗａｉｉ」が溢れる空間で、ぜひお気に入りの作品を見つけに来てください。 

■会期：１月１６日（火）～３１日（水） ※予定 

■会場：５階 ザ・マーケットプレイス 

 

 

 

ｅｎ ｍａｒｋｅｔ 

ヒト・モノ・バでつながる縁を通じて、Ａｒｔ、ｄｅｓｉｇｎ、ｆａｓｈｉｏｎなどのジャンルを問わず、

より自由な見地からアプローチを行うクリエイターが作り出したモノを発掘し、提案し

ていく移動型セレクトショップです。 

■会期：１月１６日（火）～３１日（水） ※予定 

■会場：５階 ザ・マーケットプレイス 

 

 

ＨＯＷ ＨＯＵＳＥ 

谷中のハンドメイドショップ＜ＨＯＷ ＨＯＵＳＥ＞より、人気クリエイターが集合。

ここでしか買えないアクセサリーやオブジェ、ステーショナリーなどをセレクトしま

した。 

■会期：１月１６日（火）～３１日（水） ※予定 

■会場：５階 ザ・マーケットプレイス 

 

 

ウメロイーク・ベビーシューズキット受注販売会 

針穴を拾って縫っていくだけで靴が出来上がる＜ウメロイーク＞のベビーシュー

ズキット（８，６４０円から）。期間限定ですべてのシューズ型（１０型）を取り揃える

ほか、完成品も特別販売します。 

■会期：１月１１日（木）～２４日（水） 

■会場：５階 ギビング ストア 
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ＦＵＮ ＦＵＮ ＺＡＫＫＡ ＧＡＬＬＥＲＹ 

愛嬌のあるイラストや小物がワクワクする＜Ｒｏｃｈａ（ロチャ）＞、      

ムダにかっこいい革小物シリーズが人気の＜ｃｏｍｍａ（カンマ）＞、            

鮮やかなストライプ柄に心を惹きつけられる＜ＲＩＯＷＡ（リオワ）＞、 

生活を彩る、ユニークでポップなブランドを集めた期間限定ショップです。 

■会期：１月１１日（木）～２４日（水） 

■会場：２階 ＳｈｉｎＱｓ パーツ ジョイスト 

 

 

 

＜ＨＯＵＳＯ＞ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ 

水を弾く、破れにくい紙をメインに、普通では使わないような素材を使って、身近

に使える楽しく愉快な実用品を作る＜HOUSO＞。着こなしのアクセントになるよう

な、見て・使って・楽しめるデザインを心がけ、大量生産ではあまり見かけない、

特定の人に喜ばれる絵柄を多く取り揃えています。実際に使えて、使う人も見た

人も楽しめて話のネタにもなる、ゴキゲンになれる雑貨＜HOUSO＞が期間限定

でＳｈｉｎＱｓに登場。 

■会期：１月１１日（木）～２４日（水） 

■会場：２階 ＳｈｉｎＱｓ パーツ ジョイスト 

 

＜ｍｉ２＞×＜Ｌｕｅｕ＞ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ 

木とガラスを組み合わせた＜ｍｉ２（ミニ）＞、光を感じさせる＜Ｌｕｅｕ

（リュール）＞二つのアクセサリーブランドのセッションストアが、期間

限定でＳｈｉｎＱｓに初登場。 

■会期：１月１１日（木）～１７日（水） 

■会場：１階 イベントスペース 

 

ＨＡＲＩＯ Ｌａｍｐｗｏｒｋ Ｆａｃｔｏｒｙ 

バーナーワークという技法でガラスのアクセサリーを手掛ける工房。ＨＡＲＩＯ 

Ｌａｍｐｗｏｒｋ Ｆａｃｔｏｒｙの期間限定ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ。職人が一つ一つ丹念

に、手加工で限りなくピュアな素材「耐熱ガラス」に命を吹き込んだアクセサリ

ーを取り揃えました。 

■会期：１月１１日（木）～３１日（水） 

■会場：１階 イベントスペース 

 

 

 

 

 

 

以上 

ｍｉ2 Ｌｕｅｕ 

ｃｏｍｍａ Ｒｏｃｈａ 

ＲＩＯＷＡ 

暮らしに花を～お買い上げプレゼント～ 

■引換日時：１月１６日（火）～２１日（日） 各日１１：００～２０：００ 

１月１６日（火）～２１日（日）の期間中、ＳｈｉｎＱｓ（地下３階～５階）と 

８/ ＣＯＵＲＴ（８階）にて、２，０００円（税込）以上お買い上げのうえ、 

８/ ＣＯＵＲＴにてレシートをご提示いただいた方に、「ｍｉｎｎｅ」作家による

「ドライフラワーミニスワッグ」をプレゼントします。（各日先着５００名限定） ※写真はイメージです 


