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拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
「阪急メンズ･トーキョー」と「ルミネ有楽町」では、冷房時の室温 28℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイル「クールビ

ズ」を推進しています。その一環として、この度、2012年6月8日（金）、共催により、2012 年夏の新しいSUPER COOLBIZ の

スタイルを提案する「HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO SUPER COOLBIZ COLLECTION」を開催いたしま

す。 

2012 年夏「阪急メンズ･トーキョー」と「ルミネ有楽町」は「ファッションを楽しむこと」「ビジネスシーンにふさわしい装い」「クー

ルなかっこよさ」を兼ね備えた装いの新しい SUPER COOLBIZ のスタイルを提案します。また、イベント当日は、ゲストとして、

俳優の石田純一さんや敦士さん、モデルの舞川あいくさん、近藤しづかさん、クリエイティブディレクターの干場義雅さんにも

ご出演頂く予定です。 

  

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ぜひともご参加いただけますようお願い申し上げます。  
 

記 

■タイトル：    HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO SUPER COOLBIZ COLLECTION 

■主催：        阪急MEN'S TOKYO、ルミネ有楽町 

■特別協力：   環境省 

■日時：        2012 年6 月8日（金） 12：15 ～ 13：15（受付開始11：40～） 

■会場：        阪急MEN'S TOKYO、ルミネ有楽町間の通路センターモール 

           ※各店内でもスーパークールビズのスタイリングマネキンを展示しています 

■当日プログラム  ：  11：40  受付開始 

                  ： 12：15  MC による開会の挨拶     

    ：  12：20  HANKYU MEN'S TOKYO  Styling SUPER COOLBIZ 

    ：  12：35  SUPER COOLBIZ ファッションチェック 

    ：  12：42  石田スタイル SUPER COOLBIZ 

     ：  12：46  LUMINE YURAKUCHO Styling 男と女の SUPER COOLBIZ 

    ：  12：56  SUPER COOLBIZ FOOD 

    ：  12：59  SUPER COOLBIZ HAIRMAKE SEMINER 

    ：  13：04  HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO SUPER COOLBIZ 

    ：  13：10  フィナーレ 

    ：  13：15  閉会 

※撮影位置はムービー、スチールともに会場先着順となりますのでご了承ください。 

※駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。 

※個別取材をご希望の場合は、事前にお問合せ下さい。 

※イベント終了後、来場ゲスト（石田純一さん、敦士さん、近藤しづかさん）による囲み取材を予定しております。 

～2012 年夏の新しい SUPER COOLBIZ のスタイルを提案～ 

石田純一さんや敦士さん等もファッションショーに出演 

「HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO 
SUPER COOLBIZ COLLECTION」の開催のご案内  

日時 ： 6 月8 日（金） 12：15～13：15（受付開始11：40～）  

会場 ： 阪急MEN'S TOKYO、ルミネ有楽町間の通路センターモール 

(東京都千代田区有楽町2 丁目5 番1 号) 



【SUPER COOLBIZ コンセプト】 

■HANKYU MEN'S TOKYO 

阪急MEN'S TOKYO が提案するスーパークールビズは、「SMART COOL NATURAL」。 

シルエットやディティールにこだわり、アクセサリーでアクセントをつけることで阪急MEN’S TOKTOらしいスマートなビ

ジネススタイルを提案します。また、節電の中でも快適な、天然素材が持つ涼感へのこだわりも特徴の一つとして展開

します。 

 

 

■LUMINE  YURAKUCHO 

ルミネ有楽町が提案するスーパークールビズは、オンでもオフでも＋αのオシャレが楽しめる大人ファッションです。

暑い夏でも機能性だけでなく毎日のファッション選びが楽しくなるような、こだわりのスパイスをプラスしたスタイリング

が特徴です。ルミネ有楽町らしいスーパークールビズファッションを、メンズレディスセレクトショップを中心に展開しま

す。 

 

ファッションショー参加ブランド：ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、アーバンリサーチ アンド ロッソ、 

                    アダム エ ロペ、ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング（順不同） 

 

 

 

【SUPER COOLBIZ FOOD について】 

フードコーディネーターとしても活躍している、Can Cam 専属モデル近藤しづかさんとのコラボレーションにより 

この夏お勧めの冷たい食べ物やスイーツ、夏の体温を下げる食材を使用したクールフード・クールドリンクを提案。 

阪急MEN'S TOKYO の「フルーツ ギャザリング」、ルミネ1 8F「バルバラ ルミュウ」「京都石塀小路 豆ちゃ」の 

各店舗でクールフード・クールドリンクメニューを期間限定で販売します。 

 

 

 

 

 

 

【ゲスト プロフィール】 
■石田純一 
1954 年東京生まれ。早稲田大学商学部中退。 

1979 年ＮＨＫ『あめりか物語』でデビュー。1988 年フジテレビ『抱きしめたい！』、 

1990 年ＴＢＳ『想い出にかわるまで』などトレンディドラマに出演し人気を博す。 

その後も映画、バラエティ、キャスターなど幅広く活躍。近著に『石田純一 お金のくどき方』 

(日経ホームマガジン)。4 月からはテレビ朝日『やじうまテレビ！』の金曜日の 

レギュラーコメンテーターを務めている。 

 

 

 

 

 

 



■敦士 
1976 年2 月22 日生まれ、岐阜県出身。俳優。 

1996 年にモデルデビュー後、ARMANI や HERMES をはじめ数々の 

海外一流メゾンのショーに出演する他、「2010 Asia Model Festival Awards」 

モデルスター賞を受賞するなど、日本 のトップモデルの一人となる。 

2009 年より俳優として活動を始め、数々のテレビドラマや舞台に出演し注目を集める傍ら、 

「めちゃ×２イケてるッ！」(CX)の新メンバーに抜擢され人気を博し、ドラマ、舞台、バラエティ、 

番組MC と多方面に幅広く活躍中。 

 

■舞川あいく 

1988 年08 月17 日生まれ。 

2005 年からPopteenの読者モデルとしてティーンのカリスマとなり、 

2009 年より CanCam 専属モデルを務める。 

自身がプロデュースを手掛ける D.U.P(ﾃ ｨ゙ ｱーｯﾌ)゚EYE LASH シリーズのつけまつげは 

年間200 万個を売り上げ、Mac-House とデニムをコラボするなど、 

プロデュースの分野にも挑戦中。 

この春からは趣味のカメラを極めるべく、本格的にカメラの勉強も始めた。 

現在はファッション誌の他、TV やイベントなど多方面で活躍し、 

同世代の女性たちから絶大な支持を受けている。 

 

■近藤しづか 

1984 年10 月10 日生まれ。千葉県出身。 

CanCam 読者モデルを経て、2007年から CanCam 専属モデルを務める。 

8 年間のイタリア在住経験もあり、語学堪能。 

現在は得意の料理を生かし、フードコーディネーターの資格を取得。 

CanCam では「自炊モデル近藤しづか」として親しまれており、 

2011 年12 月から、モデルプレスで初の料理連載「Weekly レシピ」をスタートさせた。 

農林水産省「めざましごはんキャンペーン」でのフードコーディネート・レシピ提案や 

FOODEX JAPANで美食女子オフィシャルサポーター就任など 

フードコーディネーターとしても活躍の場を広げている。 

 

■干場義雅 

1973 年 東京生まれ。BEAMS で販売、雑誌『POPEYE』でモデルを経験後、 

20 歳のときに編集者として活動を始める。『MA-１』、『モノ・マガジン』、 

『エスクァイア日本版』など、さまざまな男性誌の編集者を経て、創刊編集長 岸田一郎 

率いる人気雑誌『LEON』の創刊に参画。その後『OCEANS』を立ち上げ、 

副編集長 兼 クリエイティブディレクターとして活躍。 

「クラシックで艶のあるファッションを身近に」「どんな人もモテるように変身させる」を 

テーマに、2010年フリーランスのファッションディレクター／クリエイティブディレクターとして独立。 

 

 

 



取材申込書 

「HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO  

SUPER COOLBIZ COLLECTION」 

開催のご案内 
FAX:03-5572-6065 

 
「HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO SUPER COOLBIZ COLLECTION」 

PR事務局  
担当：乗鞍（のりくら）、堀井 行 

 
ご出欠につきまして、内容をご記入の上、6月5日（火）17：00までに 

ご返送いただくようお願い申し上げます。 

 
■日 時：日時 ： 6月8日（金） 12：15 ～ 13：15（受付開始11：40～）  
■会 場：阪急MEN’S TOKYO、ルミネ有楽町間の通路センターモール 

（所在地：東京都千代田区有楽町2丁目5番1号）  
 

□ご出席（  名様）  □ご欠席 
フリガナ  

ご芳名 
 

御社名  

媒体名  

部署名  

機材の有無      □ ムービー        □ スチール        □ 無し  

電話番号  FAX 番号  

≪注意事項≫ 
■ 当日の撮影位置に関しては、先着順にてご案内させて頂きます。 

（受付にて整理券をお配り致します。） 
個人情報のご記入にあたって 
ご記入頂きました個人情報は、今回のイベント関連の出席者管理・ご連絡のみに利用させて頂きます。イベント関係者以外の第三者への提供・預託はおこないません。
本ご返信状に個人情報を記入頂く場合には、下記内容を御確認・ご同意の上、 
同意欄にチェックの上ご返信をお願い致します。 
□個人情報の送信に同意する 
当社の個人情報保護方針、並びに個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは privacy@antil.co.jpまでお願い致します。 

 <本件に関するお問合せ先> 
「HANKYU MEN'S TOKYO × LUMINE YURAKUCHO SUPER COOLBIZ COLLECTION」 ＰＲ事務局  

担当：乗鞍（のりくら）、堀井 
TEL 03-5572-6064 FAX 03-5572-6065 担当者携帯：090-7340-3164 

h-norikura@vectorinc.co.jp 
＜売場・商品取材に関するお問い合わせ先＞ 

阪急MEN'S TOKYO  担当：石原、豊川 ＴＥＬ：03-6252-5247 

ルミネ有楽町  担当：徳井、丑田 ＴＥＬ：03-6268-0732  


