
 

 

 

 
 

報道関係各位 

2015 年 2 月 5 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 

表参道ヒルズ 開業９周年 
～ １０周年を控え、新規６店舗・リニューアル２店舗を順次オープン ～ 

 

表参道ヒルズは、2月11日（水・祝）に開業9周年を迎えます。これを機に、2月下旬から3月上旬にかけて、

新規 6 店舗・リニューアル 2 店舗を順次オープンします。 

2006 年の開業以来、上質で個性的なオンオフの境目のないスタイル“Omotesando Hills Mode”を提案  

し続け、ファッション感度の高い大人の男女のニーズを満足させるブランドやサービスの拡充を図って   

参りました。9 周年はユニークで他にはない個性を放つ店舗の導入により、更なるファッションブランドの強化

を図ります。そして、飛躍を遂げる 10 周年というアニバーサリーイヤーに向けて、より一層進化して参ります。 
 

■新規４店舗が国内初出店！ファッション性・独自性の高いブランドを幅広く導入 

 注目は、国内初出店の新規 4 店舗。数々のニットブランドを手掛ける  

手塚浩二がプロデュースし、2015 年春夏コレクションより展開をスタート  

したメンズブランドの 1 号店、「イイザ ローン トーキョー」（本館 B2F）が  

登場。大人の男性のためのワードローブを提案します。“旅”をテーマに 

した大人のライフスタイルショップ「ティッピング ポインテッド トウキョウ」 

（本館 B3F）では、都内に旗艦店のないシューズ・バッグ・フレグランス  

ブランドを中心にセレクトし、なかなかお目にかかれない商品を取り揃え 

ます。また、フランス・パリで生まれたキッズ雑誌『MilK』の日本版『ミルク 

ジャポン』の世界初店舗となる「アニバーサリー ミルク」（本館 B2F キッズ

の森）がオープン。最新キッズファッションやインテリア、雑貨などを幅広く

展開します。さらに、世界各国から今注目を集めているシューズブランドの  

日本初オンリーショップ「ババラ 表参道ヒルズ」（本館 B2F）が登場。愛用 

するうちに足になじみ最高の履き心地になる靴を提供します。その他、レディスファッション「ダイアン フォン   

ファステンバーグ」の“WRAP SHOP”を日本で初めて取り入れたポップアップストアや、国内初のブランドも    

取り揃えた各デザイナーのコンセプトを発信するセレクトショップ「アイデア バイ ソスウ」もオープンします。 

そして、「シュウ ウエムラ ビューティブティック 表参道ヒルズ本店」（西館 1F）は、プロフェッショナル      

メイクアップ アーティストのアトリエを模した店舗デザインに大規模リニューアル。シープスキンブーツで有名

な「アグ オーストラリア」（本館 B2F）は、店舗スペースを拡大し移転リニューアルします。 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 
 

本件に関する報道関係の方のお問合せ先 

表参道ヒルズＰＲ事務局：森本・小村・木暮 TEL ０３-４５７４-６２５０ FAX ０３-３２６５-５０５８ 
森ビル株式会社 表参道ヒルズ運営室 プロモーションチーム：梅木 TEL ０３-３４９７-０２９２ FAX ０３-３４９７-０３１８ 

イイザ ローン トーキョー      ティッピング ポインテッド トウキョウ 

ババラ 表参道ヒルズ           アニバーサリー ミルク 



 
 
 
 
  
世界各国から今注目を集めているシューズブランド「ババラ」の日本初    

オンリーショップが登場します。その人気の理由は履きやすさ。職人が機械 

にはできない繊細な部分まで調整しながら一足一足丁寧に手作りし、快適な 

履き心地と洗練されたスタイルを実現しています。ババラのシューズは本革を

使用しているため、愛用するうちに足に自然と馴染んでいき最高の履き心地

に。内側へのこだわりだけでなくアウトソールまでこだわりをもち、素材感だけ

でなく実用性も重視したイタリア製の最高級アウトソールを使用しています。 

表参道ヒルズ限定商品は、“進化したオックスフォード靴”。ブランドアイコンの

蝶をオリジナルプリントで鮮やかに表現したデザインです。  
 
■業態：レディス＆メンズ＆キッズ シューズ  ■フロア：本館 B2F   

■店舗 TEL：03-6455-4600 ※2/25～ 

■運営会社：株式会社 BABARA JAPAN 050-5864-9640 

 

 
 

 
 

 

 

 

数々のニットブランドを手掛ける手塚浩二がデザイン＆プロデュースし、 

2015 年春夏コレクションより展開をスタートした「イイザ ローン」の 1 号店が 

オープン。「ベーシックな中に薀蓄（うんちく）やこだわりを込め、ネオ・ダンディ

ズムを提唱する大人のためのワードローブ」というブランドコンセプトのもと、 

シーズンテーマは持たず、トレンドに流されない愛着を持って長く着られる服

を思い入れを込めて形にして販売。大人の男性が気軽に立ち寄り、今すぐ  

欲しいものを寛いだ雰囲気で買い物できる空間とサービスを提供します。 
 
■業態：メンズ ファッション  ■フロア：本館 B2F   

■店舗 TEL：03-6804-3681 ※2/27～ 

■運営会社：イエリデザインプロダクツ株式会社 03-3460-1775 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

「心地良い旅を続けるために、安心感があって、決して色褪せることのない 

無垢でシンプルなライフスタイルを提案する」という、“旅”をテーマにした大人

のためのライフスタイルショップです。世界のメトロポリタンエリアからリゾート 

エリアまで、オンもオフもさりげなく使いこなせる、上質で無駄のないシンプル

なファッションスタイルを提供します。都内に旗艦店のないシューズ・バッグ・ 

フレグランスブランドを中心にセレクトし、なかなかお目にかかれない商品を 

展開。随時ブランドやメーカーとのタイアップ企画を行い、期間限定のポップ

アップショップを開催することで、常に新鮮で飽きのこない店舗を目指します。 
 
■業態：メンズ＆レディス ファッション  ■フロア：本館 B3F   

■店舗 TEL：03-3475-6022 ※3/7～ 

■運営会社：合同会社 CONVERGENCE JAPAN 03-6276-5390 

 
 

 MEN’S FASHION  

IISER LOEN TOKYO (イイザ ローン トーキョー)           2 月 27 日（金） NEW OPEN

＜オープン特典＞ 

\32,400（税込）以上お買い上げの方に先着で、リバースプロジェクトとコラボレーション

した限定グッズをプレゼントします。 ※数量限定 

 MEN’S & LADIES’ FASHION  

Tipping Pointed Tokyo (ティッピング ポインテッド トウキョウ)    3月7日（土） NEW OPEN

 SHOES  

ＢＡＢＡＲＡ表参道ヒルズ (ババラ 表参道ヒルズ)         2 月 25 日（水） NEW OPEN 

表参道ヒルズ限定商品（3/7 販売開始） 

＜オープン特典＞ 

お買い上げの方に先着で、オリジナルエコバッグをプレゼントします。 ※数量限定 



 
 
 

 

「こどもと 豊かに 美しく 暮らす」をコンセプトにした雑誌『ミルクジャポン』の  

ショップが世界初登場。エディターやスタイリストがセレクトした最新キッズ   

ファッションやインテリア、雑貨を販売します。 

 

■業態：べビー＆キッズ ファッション、雑貨 ■フロア：本館 B2F キッズの森 

■店舗 TEL：03-6434-7990 ※3/7～ 

■運営会社：株式会社アマナ 03-3740-1015 

■ティザーサイト URL：hello.milkjapon.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

DVF（ ダ イアン  フォ ン フ ァステ ンバー グ） の 最新コ ンセプト ショッ プ     

“WRAP SHOP”を日本で初めて取り入れたポップアップストアが、表参道ヒルズに

オープンします。1974 年に誕生してから 40 年以上経った今もタイムレスな    

デザインで愛され続けている「ラップ ドレス」をフォーカスし、ショップデザインに

はブランドのシンボルである「チェーンリンクプリント」を使用。従来の DVF SHOP

とは違った楽しさに溢れています。また、2015 SPRING にローンチされる     

ジュエリーラインを豊富に取り揃え、表参道というインターナショナルエリアに  

ふさわしく、サイズも拡大して 5 サイズを展開します。 
 
■業態：レディス ファッション  ■フロア：本館 1F   

■店舗 TEL：03-6434-7910 ※3/7～ 

■運営会社：株式会社サンエー・インターナショナル 03-6748-0076 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

2005 年 9 月に原宿でオープン。世界中のハイセンスなブランドを取り揃え、 

隠れ家的クローゼットのようなショッピングを楽しめることで人気のセレクト  

ショップ「アイデア バイ ソスウ」が、表参道ヒルズに出店します。国内初の  

ブランドも取り揃えており、各デザイナーのコンセプトを発信できる国内唯一

の空間を目指します。「ショップは物を買うだけの自動販売機のような場所  

ではなく、情報発信やお客様との交流の場でありたい。」という思いで、    

スタッフ自らが情報発信源となり、お客様に合ったスタイルを提案します。 
 
■業態：メンズ＆レディス ファッション  ■フロア：本館 2F   

■店舗 TEL：03-3478-3480 ※3/7～ 

■運営会社：株式会社ソスウインターナショナル 03-5775-7941 

 

 

  

 MEN’S & LADIES’ FASHION  

idea by SOSU (アイデア バイ ソスウ)                    3月7日（土） NEW OPEN

＜オープン特典＞ 

\32,400（税込）以上お買い上げの方に先着で、MIHARAYASUHIRO のオードトワレ

「RAIN FOREST」をプレゼントします。 ※数量限定 

 BABY & KID’S FASHION  

ANNIVERSARY MilK (アニバーサリー ミルク)             3月7日（土） NEW OPEN

＜オープン特典＞ 

\5,400（税込）以上お買い上げの方に先着で、NOMESS COPENHAGEN の 

MilK オリジナルノートをプレゼントします。 ※数量限定 

 LADIES’ FASHION  

DIANE von FURSTENBERG (ダイアン フォン ファステンバーグ)     3 月 7 日（土） NEW OPEN

＜オープン特典＞ 

お買い上げの方に先着で、オリジナルノベルティをプレゼントします。 ※数量限定 



 
 
 

 
 
2009 年 7 月、表参道ヒルズに本店を移転オープンして以来高い人気を誇る

「シュウ ウエムラ ビューティブティック」が、この度大規模リニューアル。   

プロフェッショナル メイクアップ アーティストのアトリエを模した店舗デザイン

に生まれ変わります。これを記念して、2015 年春夏のトレンドファッションに   

おすすめの“カスタマイズ ラッシュ”（4 種類/合計 20 個）を、表参道ヒルズ限定販売。

また、数量限定商品やメイクアップイベントなどの企画もご用意しています。 
 
■業態：ビューティ  ■フロア：西館 1F   

■店舗 TEL：03-3486-0048 ※2/14～26 ⇒ 03-6911-8560 

■運営会社：日本ロレアル株式会社 03-6911-8184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

  
 
「アグ オーストラリア」が、同フロアに移転し店舗スペースを拡大して      

リニューアルオープンします。レディス向けのアイテムはもちろんのこと、   

メンズ、キッズ、バッグ、アクセサリーも更にバリエーション豊富にラインナップ

しています。ブランドコンセプトである「ラグジュリアス＆コンフォート」を全面的

に打ち出した新しい店舗で、“比べようのない心地よさ”をお楽しみください。 
 
■業態：レディス＆メンズ＆キッズ シューズ、バッグ、アクセサリー、スモール

レザーグッズ等  ■フロア：本館 B2F ■店舗 TEL：03-5413-6552  

■運営会社：デッカーズジャパン合同会社 03-4577-5033 

 

 

 

 

 BEAUTY  

shu uemura beauty boutique omotesando hills (シュウ ウエムラ ビューティブティック 表参道ヒルズ本店) 

＜リニューアル特典＞ 

①1 品以上お買い上げの方に先着で、アイラッシュ・アドへシブのセットをプレゼントします。

※先着 100 名様 

②\5,400（税込）以上お買い上げの方に先着で、表参道ヒルズ本店限定のキャンバストート

バッグをプレゼントします。※数量限定 ※他のプレゼントとの併用は致しかねます 

 SHOES & FASHION GOODS  

UGG Australia (アグ オーストラリア)                  3 月 6 日（金） RENEWAL OPEN

＜リニューアル特典＞ 

①表参道ヒルズ店限定のモカシン、Meena II のコーラルリーフカラーを限定発売します。  

②シューズをお買い上げの方に先着で、UGG オリジナルマグカップをプレゼントします。

③ご来店頂き、メールアドレスをご登録頂いた方に先着で、UGG オリジナルのアイシング

クッキーをプレゼントします。  ※①～③ともに数量限定 

店舗イメージ 

表参道ヒルズ限定カスタマライズ ラッシュ ※イメージ

＜表参道ヒルズ 施設データ＞ 
【TEL】 03‐3497‐0310（総合インフォメーション）    【ADDRESS】 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 
【HP】 www.omotesandohills.com    【facebook】 www.facebook.com/omotesandohills    【twitter】 @omohillfukukan 

 
■営業時間 ショッピング・サービス 11:00～21:00 日曜～20:00 
 レストラン 11:00～23:30（L.O.22:30） 日曜～22:30（L.O.21:30） 
 カフェ 11:00～22:30（L.O.21:30） 日曜～21:30（L.O.20:30） 

※一部営業時間が異なる店舗もございます。※日曜日が祝日、休日の前日の場合、営業時間は通常と同じになります。  
※連休最終日の祝・祭日の営業時間は日曜日と同じになります。 
※3 月 6 日（金）はイベント開催の為、一部店舗を除き 15：00 迄の営業となります。 

 
■休館日 無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2 月 16 日（月）、17 日（火） 

 
■アクセス 東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2 出口より徒歩 2 分 
 東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5 出口より徒歩 3 分 

ＪＲ山手線「原宿駅」表参道口より徒歩 7 分 

＜リニューアル企画①＞ メイクアップ イベント 

シュウ ウエムラ専属メイクアップ アーティストが新発売のリップ「ラック

シュプリア」全15色の中からお客様にぴったりのカラーをセレクトします。
 
 Live make up show  
■日時：2 月 28 日（土） 18:00～18:20 

■出演：シュウ ウエムラ インターナショナル  

アーティスティック ディレクター 打出角康  
 make up Event  
■日時：2 月 28 日（土）～3 月 1 日（日） 11:00～20:00 

■お 1 人様約 50 分 ※完全予約制 定員になり次第締め切り 

■アーティスト：木村淳一郎、梁裕和 

＜リニューアル企画②＞ shu CLOCK 

シュウ ウエムラのアイコニックな商品や  

メイクシーン動画が時を刻む「shu CLOCK」

で、スマートフォン操作のスロットゲーム

「shu SLOT」（期間・時間限定）をお楽しみ

い た だ け ま す 。 絵柄が 揃う と 素敵な    

プレゼントを差し上げます。（はずれ無し） 
 
■日時：2 月 27 日（金）～3 月 20 日（金） 

平日 15:00～18:00 

土日祝日 13:00～18:00 

 

※イメージ 

表参道ヒルズ限定商品（3/6 販売開始） 

2 月 27 日（金） RENEWAL OPEN


