
 

 

 

 

報道関係各位 

2015年 12月 14日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS SALE 2016 WINTER 
新春セール ：  1月 1日（金・祝）～1月 17日（日） 30～50％（最大 70％）オフ 

福袋  ：  1月 1日（金・祝）～1月 3日（日）  

紅白福メニュー ：  1月 1日（金・祝）～1月 17日（日） 
 

表参道ヒルズでは、新年 1月 1日（金・祝）より、お得な新春イベントを開催します。 

元日から 17 日（日）までの 17 日間は、｢OMOTESANDO HILLS SALE 2016 WINTER（表参道ヒルズ   

セール 2016 ウィンター）｣と題した、新春セールを開催します。館内の人気ショップ約 45 店舗が参加し、

メンズ・レディス・キッズのファッションから、アクセサリー・雑貨類まで、今シーズンのトレンドアイテムを  

30～50％（最大 70％）オフで販売します。また、一部の店舗ではお買い上げの方にノベルティプレゼント

やポイントサービスなど、新春特別サービスをご用意します。 

正月三が日には、約 40 店舗で約 2,000 個の福袋を販売。メンズ＆レディスファッション「オスクレン」    

（本館B1F）では、人気のトートバッグ自体が福袋になった充実の福袋が限定5個登場。ジュエリー「アーカー」

（本館 B1F）では、お好みで選べる干支のネックレス 1点にアクセサリー2点が付いた福袋を限定 10個販売。

「トラヤカフェ」（本館B1F）では、さるのイラスト入り風呂敷で包んだ福包を限定 200個販売します。   

また、17 日（日）までは、レストラン・カフェ 13 店舗で、日本文化を象徴する食材やおめでたい紅白で    

彩られた、縁起の良い「紅白福メニュー」を提供。「デルレイ カフェ & ショコラティエ」（本館 3F）のあずきと  

チョコレートの温かいスープに苺大福を浮かべた新感覚ぜんざいや、「フォービドゥン フルーツ」（西館 1F）の

体の芯から温まる五穀と麹の甘酒雑煮、「やさい家めい」（本館 3F）の全国各地から取り寄せた旬の野菜を  

ふんだんに使った初春御膳など、新年をお祝いするメニューを多数提供します。 

さらに、正月三が日には、福袋や紅白福メニューをお買い上げの方に、 素敵な賞品が当たるはずれ

無しの福おみくじ抽選会を開催します。 
 

   
 オスクレンの福袋 デルレイ カフェ & ショコラティエの紅白福メニュー 

  

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 



 
 

■期間： 2016年 1月 1日（金・祝）～1月 17日（日） ※一部店舗は異なる 

■値下率： 30～50％（最大 70％）オフ 

■参加店舗： 約 45店舗   
 

＜新春特別サービス一例＞ 

※プレゼントは数に限りがあり、期間内でもなくなり次第終了となります 

・アーガ（本館 B2F）：お買い上げの方にノベルティをプレゼント ※～1月 11日（月・祝） 

・エスワイサーティトゥ バイ スウィートイヤーズ（本館B3F）：10,800円（税込）以上お買い上げの方にノベルティをプレゼント 

・イー・エム（本館 B1F）：リングやネックレスがセットになった 20 周年限定 BOX をスペシャルプライスの 32,400円（税込）で販売  

・THANN（本館 B2F）：12,000円（税込）以上お買い上げの方にバブルバス AＷをプレゼント。16,000円（税込）以上お買い 

上げの方にシャワージェルＥＢをプレゼント 

・ハンナリ（本館 B2F）：1月 11日（月・祝）のワンワンデーに自店ポイントカード 2倍サービス 

 

 

 

 

お正月の 3 日間に福袋をお買い上げ、または紅白福メニューをご注文いただいた方に、「アンダーズ 

東京 宿泊券」や「お買物券」など素敵な賞品が当たる、福おみくじ抽選会を開催します。はずれなしの 

福おみくじ抽選券 [赤いおみくじ] [白いおみくじ] は対象店舗よりお渡しします。 

 

■期間： 2016年 1月 1日（金・祝）〜1月 3日（日） 11:00～20:00  

 ※賞品が無くなり次第終了 

■会場： 本館 1F メインエントランス 特設ブース 

■対象店舗： 表参道ヒルズ各店舗 ※一部店舗を除く  

■賞品： [赤いおみくじ]                          

 ※5,400円（税込）以上の福袋をお買い上げの方 

 ◎大吉 アンダーズ 東京 宿泊券      3 本 

 ◎吉 お買物券 10,000円分      5 本 

 ◎中吉 お買物券 1,000円分       80 本 

 ◎小吉 ハンドウォッシュセット   

 ◎末吉 カファレル チョコレート      

 [白いおみくじ]   

 ※5,400円（税込）未満の福袋をお買い上げまたは紅白 

 福メニューをご注文の方 

 ◎大吉 金沢｢箔座｣食用金箔 ふり筒     50 本 

 ◎吉 お買物券 1,000円分        50 本 

 ◎中吉 タリーズコーヒー ドリンクチケット  150 本 

 ◎小吉 ククルザ ポップコーン（Sサイズ）     

 ◎末吉 カファレル チョコレート       

 

  

福おみくじ抽選会 2016 

OMOTESANDO HILLS SALE 2016 WINTER 

アンダーズ 東京 

金沢｢箔座｣食用金箔 ふり筒 



 
 
■期間： 2016年 1月 1日（金・祝）～1月 3日（日）  

■参加店舗： 約 40店舗で約 2,000個の福袋を販売 
 
＜一例＞ ※全て税込 

 

     

       

  

   

       

 

   

        

ハンナリ（本館 B2F） 

5,000円（10,000円相当） 

犬用衣類 4 枚と干支おもちゃ（猿）の 

セット。おもちゃは当たりつきで、    

当たるとクーポン券がもらえます。        

※限定 30個 

 

ボーズ・ダイレクトストア（本館B3F） 

30,000円（35,640円相当） 

大人気の Bluetooth スピーカーを、  

専用カバー、トラベルバッグと一緒に 

した、福袋だけの特別セット。外でも 

自由に、本格サウンドを楽しめます。  

※限定 10個 

 

ミッレフィオーリ（本館 B2F） 

10,800円（25,920円相当） 

電動式カプセルディフューザー

「Mille-e」と 3 種のカプセル。新年に 

ふ さ わ し い フ レ ッ シ ュ シ ト ラ ス      

フレーバーのハンドケアセットが    

入っています。実用性抜群の福袋  

です。 ※限定 5個 

 

LIFESTYLE 

トラヤカフェ（本館 B1F） 

2,916円（3,700円相当） 

さるや鏡餅、富士山など、めでたい 

デザインのオリジナル風呂敷に   

包まれたお菓子とお茶のセット。  

“福包”限定販売のあんペースト   

（マスカルポーネ）入り。※限定 200個 

 

 

マックス ブレナー チョコレートバー

（本館1F） 3,000円（5,050円相当） 

マックスブレナーのポップでビッグな 

BOX に、パチパチはじける人気の  

チョコ『スパークルス』の入った福袋。 

オリジナルのグッズとチョコが 4 種   

入っています。 ※限定 20個 

 

アーカー（本館 B1F） 

32,400円（108,000円相当） 

縁起の良い干支のネックレスを、   

お好みで 1 点選べます。さらに    

アクセサリー2点付き。 ※限定 10個 

 

FOOD JEWELRY&ACCESSORIES 

オスクレン（本館 B1F） 

21,600円（60,000～100,000円相当） 

ブラジルを代表するブランド。人気の 

トートバッグ自体が福袋になっており、

1 年を通して使用できるアイテムも  

入った充実の内容です。 ※限定 5個 

 

アール＆コー（本館 2F） 

30,000円（120,000円相当） 

国内外の約 60 ブランドの中から    

セレクトした、アウター、トップス、   

ボトムス、小物などが入った、トータル

で着用できる豊富な内容です。   

※限定 10個 

 

アーバンリサーチ（本館 B3F） 

10,800円（45,900円相当） 

トレンドに左右されないベーシック   

アイテムをセレクト。コートやニット、  

バッグなどでトータルコーディネートが

揃います。 ※レディス限定 20 個、   

メンズ限定 14個 

FASHION 

福袋 



 
 
■期間： 2016 年 1 月 1 日（金・祝）～1月 17日（日） 

■参加店舗： レストラン・カフェ 13 店舗 ※一部、提供期間・時間が異なる店舗あり 
 

＜一例＞ ※全て税込 

 

     

     

     

     

     

     

やさい家めい（本館 3F） 
初春御膳とお祝い 3点盛り 
2,700円 
全国各地から取り寄せた旬の野菜をふんだんに使った、

初春にふさわしい御膳です。9 種類の前菜に、おかき  

揚げ、炊き物、御飯まで、自慢の野菜をたっぷりいただけ

ます。※提供時間 ～L.O.16:00 

フォービドゥン フルーツ（西館 1F） 
五穀と麹の甘酒雑煮 
2,160円 
甘酒と雑穀を使った体にやさしいお雑煮です。クコの実、

高麗人参などの薬膳のほか、ショウガや青唐辛子も    

入っているので体の芯から温まります。オマール海老、 

真鯛と一緒にお召し上がりください。※各日限定 10食 

サルヴァトーレ クオモ（本館 3F） 
鯛のヴァポーレ ホワイトアスパラのスプーマ  
イクラと金粉をあしらって  2,177円 
お祝いごとには欠かせない鯛をお正月メニューとして  

ご用意。身が引き締まった鯛を蒸し、フワフワのアスパラ

のスプーマを添えました。紅白の食材が新年の気分を 

盛り上げます。※各日限定 10食 ※提供時間 17:00～ 

ゴールデンブラウン（本館 3F） 
ローストビーフとごぼうのホットサンド 
2,160円 
ポートワインとフォンドボーを煮含めたごぼうと、やわらかい

ローストビーフをたっぷり挟みました。爽やかな香りと辛さ

を演出するホースラディッシュがアクセントです。 

京 お野菜バル めい（本館 3F） 
新春 松華堂御膳 
2,700円 
だしをきかせて「京風」に仕上げた、野菜と焼豆腐の   

煮しめをメインに、お正月の定番、黒豆や栗きんとんなど

極上の一品を味わうことができます。牛トロご飯はとろける 

ような旨さです。※提供時間 ～L.O.16:00 

R style by 両口屋是清（本館 3F） 
福々雑煮（ドリンク付き） 
1,500円 
海老、湯葉、お餅などの具材を鯛のだしでまろやかに  

仕上げた彩り豊かなお雑煮です。小皿の黒豆は、1 年間

「まめ（健康的）」に暮らせるようにと願いを込めました。  

※提供期間 ～1月 5日（火） 

お食事 

紅白福メニュー 



     

     

 

     

     

 

     

    

 

   
 

はせがわ酒店（本館 3F） 
十四代 角新 本丸 新酒 
1,000円 
新酒の華やかな香りと心地よい旨みが秀逸なプレミアム

銘柄の日本酒を、新年のお祝いにご提供。十四代のロゴ

が入ったオリジナルの塗り升で味わえます。升は記念に   

お持ち帰りいただけます。※限定 50 杯（なくなり次第  

終了） 

新年のお祝い 

トラヤカフェ（本館 B1F） 
紅白白玉入 福汁粉セット 1,500円 
ほうじ茶風味の葛汁粉に、ほんのりいちご味の紅白白玉

を浮かべました。くるみ入りのサクサクとしたおこしは、   

お好みでお汁粉にイン。セットのドリンクはコーヒー、  

紅茶、煎茶から選べます。※提供期間 ～1月 14日（木） 

デルレイ カフェ & ショコラティエ（本館 3F） 
ショコラスープに浮かんだ苺大福 1,800円 
クレープ生地の上にイチゴジャムが入ったホワイトチョコ   

ムースとあまおうを乗せ、牛皮で包んだ冷たい苺大福。あずき

とチョコレートの温かいスープとともに温冷の共演も楽しめ  

ます。※提供期間 ～1月 4日（月） ※提供時間 14:00～ 

SWEETS 

タリーズコーヒー（西館 B1F） 
チョコレート＆抹茶モカ（HOT/ICE） 530円（Sサイズ） 
ほろ苦い宇治抹茶にスチームミルクをあしらい、クーベル

チュールチョコレートをトッピング。ほのかに香るカカオ 

フレーバーとチョコレートソースで、やさしい甘さに仕上げ

ました。 

グリーンバー（本館 B3F） 
アサイー ソイスムージー 600円 
豆乳とバナナのスムージーに、アサイーとベリーのソース

を飾りました。スーパーフーズのアサイーを使った、   

さっぱり＆ヘルシーなドリンクを飲んで、新年を元気に 

お過ごしください。 

DRINK 

レーゼン ヴァルト（本館 B3F） 
真鯛と海老のポワレ スペルト小麦のラグー  
白ワインソースで 3,024円 
おめでたい席に欠かせない魚介を使った、ドイツ風・新年

の一皿です。健康に良いというスペルト小麦のプチプチと

した食感と白ワインソースが、真鯛と海老のおいしさを  

引き立てます。※各日限定 10食 ※提供時間 14:30～ 

ラーメンゼロ PLUS（本館 3F） 
鯛だし香る塩ラーメン鯛飯セット 
1,200円 
スープのベースに鯛のアラを使い、すっきりとコクのある 

1杯に仕上げました。コンフィしたやわらかいチャーシュー

も美味。〆は鯛飯にスープを入れて鯛茶漬けに。 

※各日限定 10食 ※提供期間 ～1月 11日（月・祝） 



 

＜Information ／ 表参道ヒルズ 総合インフォメーション＞ 

【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  

新年は 1月 1日（金・祝）11:00から営業します。 

2015年 12月 31日（木）〜2016年 1月 3日（日）は通常営業時間を以下のように変更して営業します。 
 

2015年 12月 31日（木） 

ショッピング・サービス  11:00～19:00 

レストラン  11:00～21:30（L.O. 20:30） 

カフェ  11:00～20:30（L.O. 19:30） 
 

2016年 1月 1日（金・祝） 〜 1月 3日（日） 

ショッピング・サービス  11:00～20:00 

レストラン  11:00～22:30（L.O. 21:30） 

カフェ  11:00～21:30（L.O. 20:30） 
 

2016年 1月 4日（月）〜 

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。 

 

■休館日  

無休（年 3日休館日あり）  

※次回休館日： 2016年 2月 22日（月）、23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 


