
 

 

 

 

報道関係者各位 

2015 年 10 月 15 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2015 

クリスマス限定の赤・緑・ゴールドで彩ったアイテムや 
華やかなメニューが登場 

 
 

表参道ヒルズでは、11 月 5 日（木）から 12 月 25 日（金）まで、「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2015」と  

題したクリスマスプロモーションを実施します。今年のテーマは「クリスマスパーティー」。テーマカラーである赤・緑・ 

ゴールドで彩った表参道ヒルズ限定アイテムを多数販売するほか、パーティー気分を満喫できる限定メニューを 

展開します。さらに、お子様向けワークショップや、心と体に優しいおやつの販売も行います。 
 
 

◆今年のクリスマスのテーマカラーである赤・緑・ゴールドで彩った表参道ヒルズ限定アイテムを多数販売 

物販約 30 店舗では、今年のクリスマスのテーマカラーである赤・

緑・ゴールドで彩った表参道ヒルズ限定アイテムを販売します。   

パーティーに着て行きたくなる鮮やかなレッドのワンピースや、この

時期らしいぺトロールグリーンのコート、優しく華やかな雰囲気を  

演出するゴールドのジュエリーのほか、プレゼントにも最適な    

マニキュアセット、ソックスなど多数展開します。 
 
 
 
◆パーティー気分が満喫できる華やかな限定メニューを展開 

レストラン・カフェ 17 店舗では、限定メニューを提供します。   

パエリアやステーキといった皆でシェアできるボリュームメニュー 

から、ローストターキーハムのハンバーガー、贅沢トッピングの  

ラーメンまで、手軽にパーティー気分を味わえるアラカルトが   

勢ぞろい。また、サンタやトナカイをモチーフにした可愛らしい  

スイーツもご用意しています。 
 
 
 

◆キッズの森では、テレイドスコープを作るお子様向けワークショップや、心と体に優しいおやつの販売を実施 

本館 B2F キッズの森では、12 月 20 日（日）、先端にビー玉を

付けて周りの景色を万華鏡のように映し出す「テレイドスコープ」を

作る、お子様向けワークショップを実施。館内やケヤキ並木の  

イルミネーションを一味違う目線で楽しむことができます。また、 

11 月 21 日(土)・12 月 20 日(日)には、バター・卵・白砂糖不使用で

100 ％植 物性 の 、体 と心 に 優しいお や つが 登場 。 ホリ デー     

シーズンにぴったりなドライフルーツやナッツをたっぷり使用した

焼き菓子などを販売します。    

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・浅井・木暮：TEL ０３-４５７４-６２５０ FAX ０３-３２６５-５０５８ MAIL omotesandohills@ozma.co.jp
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 



 

 

物販約 30 店舗で、今年のクリスマスのテーマカラーである赤・緑・ゴールドで彩った表参道ヒルズ限定アイテムを 

販売します。 ■展開期間：11 月 5 日（木）～12 月 25 日(金) ※一部店舗を除く ※在庫がなくなり次第販売終了 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファッション 

アイテム一例 

アーバンリサーチ （本館 B3F） 
レディスワンピース ￥29,000（税込￥31,320） 
パーティーシーンを華やかに彩る鮮やかな 
レッドのワンピース。生地の表面をベルベット
調の高級感のある雰囲気に仕上げる、今季 
トレンドの「フロッキー加工」のレースが  
ポイント。特別な日に着たくなる一着です。 

表参道ヒルズ限定アイテム 

イリアンローヴ （本館 B1F） 
レディスワンピース ￥45,000（税込￥48,600）
オフホワイトのウールカシミヤの毛糸と、  
ゴールドのラメ糸を様々な柄に編みこんだ  
タ ー ト ル ワ ン ピ ー ス 。 ト レ ン ド の ビ ッ グ  
シルエットに仕立てることで、女性の華奢な体
を引き立てます。 

アン ドゥムルメステール （本館 1F） 
メンズコート ￥390,000（税込￥421,200） 
防水性・耐久性に優れるバージン・ウール
100％のコートは、世界的芸術家である  
アルマン、フェルメール、オロスコから着想を
得た今シーズンのコレクションです。この時期  
らしいペトロールグリーンが、マキシ丈コート
に鮮やかさを加えます。 

ジュエリー 

SJX （本館 2F） 
ネックレス＜K18YG×ダイヤモンド×アコヤパール＞ 

￥50,000（税込￥54,000） 

クリスマスをイメージさせるパールを使用した
星型のチャームは、男女ともに楽しめるユニ 
セックスなデザインです。ツヤのあるグレー 
パールをセットした周りにダイヤモンドを  
ちりばめており、イエローゴールドとの相性も
バッチリです。 ※チェーンは別売り 

アーカー （本館 B1F） 
ネックレス＜K18PG×ダイヤモンド＞ 
￥40,000（税込￥43,200） 
流れ星の尾で描く柔らかいハートが繊細な 
オープンハートのネックレス。全体的に丸みを
持 た せ る こ と で 優 し い イ メ ー ジ を 表 現  
しました。クリスマスパーティーのドレスアップ
スタイルにも映えるネックレスです。 

イー・エム （本館 B1F） 
ピアス＜K18YG×ダイヤモンド＞ 

￥28,000（税込￥30,240） 
ダイヤモンドをさりげなくあしらった、アシン  
メトリーのチェーンピアス。クリスマスの華やか
さを演出するとともに、地金を使った“メタル
感”をプラス。程よい長さのチェーンが耳元を
華やかに演出し、様々なコーディネイトに合う
デザインです。 

ライフスタイル 

ネイルズ インク ロンドン （本館 B2F） 
マニキュアセット ￥5,000（税込￥5,400） 
ニューヨークのファッションブランド「alice + 
olivia」とコラボレーションしたマニキュアキット
は、ボルドーやゴールドグリッターなど、  
クリスマスにぴったりのミニポリッシュが 4 本 
入っています。リッチでグラマラスなネイルに
仕上がります。 

タビオ （本館 B2F） 
レディスソックス 各￥1,900（税込￥2,052） 
ソフトで履き心地の良いコットンソックス。  
クリスマスパーティー！をイメージし、トナカイ
や雪の結晶など、ツリーに飾るオーナメントを
プリントしました。クリスマスのワクワク感を  
お楽しみください。 
 

アイデア バイ ソスウ （本館 2F） 
テディベア ￥9,000（税込￥9,720） 
ファッションブランド「MIHARAYASUHIRO」で
人気のテディベアの、ゴージャスにドレス  
アップしたクリスマスバージョンの限定カラー
を idea by SOSU で発売。ここでしか手に入ら 
ないレアなデザインはギフトにもおすすめです。



 

 

レストラン・カフェ 17 店舗では、期間限定のクリスマスメニューを提供します。アラカルトからスイーツやドリンク、  

ケーキやスパークリングワインのテイクアウトまで、華やかなメニューでパーティー気分を満喫してください。 

■展開期間：11 月 5 日（木）～12 月 25 日（金） ※一部、提供期間・時間が異なる店舗あり 

 
 

 

  

クリスマス限定メニュー 一例① 

アラカルト 

フォービドゥン フルーツ （西館 1F） 
モロッカンシーフードパエリア 
￥1,204（税込￥1,300） 
大人気のシーフードパエリアがクリスマス限定
で復活。オマール海老からとったスープや、
アサリ、ムール貝などのうまみがしみ込んだ 
サフランライスは、一度食べたらリピート  
間違いなしです。 ※1 日限定 10 食  
※提供時間 11：00～L.O.20：30（日～L.O.19：30） 

やさい家めい （本館 3F） 
冬野菜たっぷりミートローフ 
￥1,790（税込￥1,933） 
人参、かぼちゃ、ごぼうなどの冬の根菜類  
約 8 種類を、国産鶏のミンチに詰め込み、  
海苔で巻いた和風ミートローフ。トリュフで香り
づけした特製の和風ダレをつけてお召し  
上がりください。 ※1 日限定 10 食  
※提供時間 17：00～L.O.22：30（日～L.O.21：30） 

レーゼン ヴァルト （本館 B3F） 
牛ホホ肉の赤ワイン煮込み～炎と共に～ 
￥2,400（税込￥2,592） 
赤ワインと香味野菜でじっくりと煮込んだ、  
とろけるように柔らかい牛ホホ肉の煮込み。 
仕上げに火を付けたバターをかけてサーブ 
する演出がディナーをより一層盛り上げます。 
※提供時間 17：00～L.O.22：30（日～L.O.21：30） 

サルヴァトーレ クオモ （本館 3F） 
Ｔボーンステーキ  
￥6,800～（税込￥7,344～） 
フィレとサーロインの 2 種類の部位が楽しめる
ボリュームたっぷりのＴボーンステーキが  
登場。クリスマスパーティーでがっつり、皆で
シェアしてお召し上がりください。  
※提供は 600g～ ※1 日限定 10 食  
※提供期間 11/5（木）～12/22（火）   
※提供時間 17：00～L.O.22：30（日～L.O.21：30） 

ゴールデンブラウン （本館 3F） 
ローストターキーバーガー クランベリーソース
￥1,167（税込￥1,260） 
ローストターキーハムに、オリジナルの  
クランベリーソースとクリームチーズ、ルッコラ
を合わせた、クリスマス限定バーガーと  
フレンチフライのセット。クリスマスの王道  
料理、ローストターキーを手軽にお楽しみ  
いただけます。  
※提供時間 11：00～L.O.22：00（日～L.O.21：00） 

京 お野菜バル めい （本館 3F） 
冬キャベツと鶏もものチョキチョキ ピクルス添え 

￥1,556（税込￥1,680） 
山椒風味で仕上げた骨付き鳥もも肉の照り 
焼きに、野菜のピクルスを添えました。鳥もも
肉とピクルスをはさみでお好みの大きさに  
カットし、キャベツにくるんでお召し上がり  
ください。※1 日限定 10 食  
※提供期間 12/1（火）～12/25（金） 
※提供時間 17：00～L.O.22：30（日～L.O.21：30） 

ラーメンゼロ PLUS （本館 3F） 
比内地鶏スープとフォアグラテリーヌの 
クリスマスラーメン  
￥1,481（税込￥1,600） 
日本三大地鶏の一つ、比内地鶏のガラを使用
し 、 生醤油を 合わ せ た ス ー プ が絶品の  
ラーメン。比内地鶏にフォアグラを詰めた特製
バロティーヌを贅沢にトッピングしました。 
※1 日限定 10 食 ※提供時間 11：00～L.O.22：30
（日～L.O.21：30） 

洋食ミヤシタ （本館 3F） 
オマール海老ととれたてシーフードのフリュイドメール
￥2,200（税込￥2,376） 
今が一番おいしい、プリプリのカナダ産オマール  
海老と、水揚げされたばかりの新鮮なシーフードを、
フルーツや食用花を使用しイルミネーションのごとく
きらびやかに盛りつけたオードブルです。  
※1 日限定 10 食 ※提供期間 12/23（水・祝）～25（金）の 
ディナータイムは除く ※提供時間 11：00～L.O.22：30（日
～L.O.21：30） 



 

 

 

 

 

 

  

クリスマス限定メニュー 一例② 

スイーツ・アルコール・ドリンク 

デルレイ カフェ & ショコラティエ （本館 3F） 
プレゼント フローム サンタクロース 
￥1,482（税込￥1,600） 
キャラメル風味のミルクチョコレートムースを 
濃厚なカシスソースでコーティング。自家製の
アーモンドフィナンシェとピスタチオアイス  
クリーム、マカロン生地で仕立てた雪だるまと
サンタクロースのクッキーを添えました。 
※提供時間 14：00～L.O.21：30（日～L.O.20：30） 

R style by 両口屋是清 （本館 3F） 
クリスマスパルフェ 
￥１,３８９（税込￥１,５００） 
クリスマスツリーをイメージした綿菓子が  
可愛らしいパルフェ。ライスミルクのソースを 
かけると綿菓子の中から、隠れていたあんで
できたトナカイやアイスクリーム、いちごなどの
フルーツが出てきます。 ※ドリンク付き  
※提供時間 11：00～L.O.21：30（日～L.O.20：30） 

マックス ブレナー チョコレートバー （本館 1F）
フェイバリットパーティープレート 
￥2,777（税込￥3,000） 
チョコレートチャンクピザ、バナナワッフル、 
ストロベリークレープ、チョコレートフォンデュ 
など人気のメニューを、少しずつワンプレート
で提供。2～3 名様ほどのボリュームがある  
ため、シェアしてお楽しみください。  
※提供期間 11/5（木）～通年展開 
※提供時間 11：00～L.O.22：00（日～L.O.21：00） 

ジャン=ポール・エヴァン （本館 1F） 
手前）ビュッシュ ディヴィーヌ  

台座付￥10,000（税込￥10,800）、本体のみ￥5,500（税込￥5,940） 

奥）ビュッシュ ダンフェール  
台座付￥10,000（税込￥10,800）、本体のみ￥5,500（税込￥5,940） 

カカオの産地にこだわったショコラムース。天使と悪魔を  
かたどった台座も全てチョコレートで作られています。 
※予約期間 11/1（日）～12/13（日） 
※お渡し期間 12/23（水・祝）～12/25（金） 
※ともに数量限定   
 

 

トラヤカフェ （本館 B1F） 
クリスマスパフェ 
￥1,100（税込￥1,188） 
赤・白・緑のクリスマスカラーが可愛らしい、 
あんとベリーのクリスマスパフェ。キャラメル 
寒天ゼリーをベースに、求肥やあんペースト、 
ラ ズ ベ リ ー の ア イ ス 、 フ ル ー ツ な ど を  
合わせました。もちもちとした求肥、パリッと  
したアーモンドとごまのキャラメリゼなど、様々
な食感もお楽しみいただけます。 
※提供時間 11：00～L.O.21：30（日～L.O.20：30） 

レーゼン ヴァルト （本館 B3F） 
シュトーレン＆グリューワインセット 
￥1,500（税込￥1,620） 
ド イ ツ か ら 直輸入で 取り 寄せ た 伝統の  
クリスマスケーキ“シュトーレン”と、スパイシー
なドイツのホットワイン“グリューワイン”のお得
なセット。スパイシーなワインとドライフルーツ  
たっぷりのシュトーレンで体もぽかぽかに。 
グリューワインのマグカップは、プラス￥500
（税込￥540）でお持ち帰りも可能です。 
※提供時間 11：00～L.O.22：30（日～L.O.21：30） 

はせがわ酒店 （本館 3F） 
高畠 嘉（たかはた よし）スパークリング 
2015 クリスマス限定ボトル 
￥4,000（税込￥4,320） 
山形県高畠町の完熟シャルドネを100％  
使用した、淡いレモンイエロー色の本格  
スパークリングワイン。クリスマスの様子が 
エッチングされたボトルは、パーティーの 
お供に最適です。 
※販売時間 11：00～21：00（日～20：00） 

タリーズコーヒー （西館 B1F） 
手前）ノエルハニーミルクラテ ￥491（税込￥530） 
フ ラ ン ス 北部や ベ ル ギ ー に か け て ホ リ デ ー  
シーズンに楽しまれる クッキー「スペキュロス」が
モチーフのハニーミルクラテ。シナモンやカルダ 
モンといったスパイスの優しい甘さが特徴です。 
奥）アイリッシュラテ ￥472（税込￥510） 
アイルランド発祥と言われる「アイリッシュコーヒー」
をモチーフにしたエスプレッソドリンク。エスプレッソ
のコクと焦がしキャラメルのような芳醇な味わいを 
堪能できます。 
※ともに提供期間 11/2（月）～12/25（金）  
※ともに販売時間 8：00～22：00 
※ともに価格はトールサイズ 
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■場所：本館 B2F キッズの森 ■HP：http://www.omotesandohills.com/kids-no-mori/ 

 

 

キッズの森 HP のイラストなどを手掛ける、武蔵野短期大学准教授／造形作家の

小山一馬によるワークショップを開催します。今回は、先端にビー玉を付け、周り

の景色を万華鏡のように映し出す「テレイドスコープ」を作ります。サンタさんに 

お願いするプレゼントを、テレイドスコープに書いて完成させたら、クリスマスの  

イルミネーションを見に行こう！ 

 

【日時】12 月 20 日（日） （1）13：00～（2）14：30～ 

※受付各回 10 分前～ ※当日受付のみ 

【対象年齢】小学生以下  

【定員数】各回 10 名 ※参加希望者多数の場合は抽選となります  

【参加費】無料  

【小山一馬公式ブログ】 http://ameblo.jp/kazumart/ 

 
       
バター・卵・白砂糖不使用。100％植物性の、体と心に優しいおやつを販売する

「出張！おやつ屋さん～ELEMENTS 編～」が特設ブースを出店。クリスマス時期

の今回は、ホリデーシーズンにぴったりなドライフルーツやナッツを使用した焼き

菓子などを販売します。 

 

【日時】11 月 21 日(土)・12 月 20 日(日) 11：00～16：00 ※おやつがなくなり次第終了          

【ELEMENTS 公式 HP】 https://www.facebook.com/elements.tokyo 

【ELEMENTS とは？】 

ヴィーガン・マクロビスイーツの ELEMENTS は、卵・乳製品や精製された白砂糖・ 

化学調味料は使用せず、可能な限り無農薬・有機素材を使用した 100％植物性の 

体と心に優しいスイーツです。私達の体は食べたもので作られます。素材の持つ 

エネルギーを感じ‘eat better,feel better’を大切にしています。 

 

 

 

 

ワークショップ： クリスマスだから！テレイドスコープでイルミネーションを見ちゃおう！      12 月 20 日（日）

キッズの森 スペシャルワークショップ＆ポップアップストア 

ポップアップストア： 出張！おやつ屋さん～ELEMENTS 編～          11 月 21 日（土）・12 月 20 日（日）

＜参考＞ 表参道エリア情報  

表参道イルミネーション 2015  
今年も表参道イルミネーションの開催が決定！ケヤキ並木に 

温かみのある電球色の LED イルミネーションが点灯します。  
 
【タイトル】表参道イルミネーション 2015  

【開催期間】12 月 1 日（火）～12 月 25 日（金）  

【点灯時間】日没～21：00（予定） ※12 月 19 日（土）～12 月 25 日（金）は、～22：00（予定） 

【開催場所】表参道  

【主催】商店街振興組合原宿表参道欅会  

【問合せ先】表参道イルミネーション事務局 （TEL：03-3406-0988）  ※2014 年の開催時の様子

＜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】 @omohills 

■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。 

※12 月 20 日（日）は通常と同じ、12 月 22 日（火）～12 月 25 日（金）は、ショッピング 22：00 まで、カフェは 23：00（L.O.22：00）まで、 

レストランは 23：30（L.O.22：30）まで。 

■休館日 無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2015 年 2 月 22 日（月）、23 日（火）予定 

■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 


