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2016 年 6 月 16 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

2016 年夏 キッズ向けスペシャルワークショップ 
人気飲食＆新店舗で親子向けワークショップを実施！世界にひとつだけの思い出を作ろう 

 

 表参道ヒルズでは、7 月から 8 月にかけて、レストランやカフェ、フラワーショップなどの 5 店舗とキッズ

の森で、親子向けワークショップを開催します。定番のクラフトワークショップのほか、10 周年リニュー 

アルで新たにオープンしたフラワーショップや、人気の飲食店舗でも実施。世界でひとつだけのメニュー・    

アイテムは、特別な夏の思い出となるはずです。 
 
 
 

■アート・クラフト：新店舗のフラワーショップが参加！定番クラフトワークショップではスノードームを作成 

10 周年リニューアルを機に新たにオープンした   

フ ラ ワ ー シ ョ ッ プ 「 デ ィ リ ジ ェ ン ス パ ー ラ ー 」 が 、      

ワークショップを開催。お店の人気商品である、    

カーネーションのかわいいプードル型フラワーアレンジ

メント「フラワープードル」作りを体験いただけます。  

また、キッズの森では、スノードーム作りのワーク   

ショップを開催。発泡スチロールに描いてあるタツノ 

オトシゴの絵を綺麗に塗り、スノードームに入れて  

ゆらゆら揺れる涼しげなオブジェを完成させます。  

お子様の感性をさらに豊かにするワークショップです。 
 
 
 

■クッキング：人気レストラン・カフェで、シェフと一緒にオリジナルメニューを作ろう！ 

夏休みの恒例企画、館内の人気飲食店 4 店舗

のシェフが教える、本格料理体験ワークショップを 

今年も開催。「マックス ブレナー チョコレート   

バー」ではチョコレートケーキ、「トラヤカフェ」では  

かき氷、「タリーズコーヒー」ではパンケーキに、 

お子様お好みの果物やチョコレート・生クリーム

などを トッピングしてオリジナルメニューを作り 

ます。また、「サルヴァトーレ クオモ」では、経験

豊かなピッツァ職人が教える石窯焼きの本格的な    

ピッツァ作りを体験いただけます。食べる楽しみ 

だけでなく、作る醍醐味を感じていただける、お子

様にもご家族にもおすすめのワークショップです。 

 

 

 

 

 

 

＜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・川手・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 

ディリジェンスパーラー キッズの森

マックス ブレナー チョコレートバー サルヴァトーレ クオモ 

トラヤカフェ タリーズコーヒー 



 

 

 

10 周年リニューアルを機に新たにオープンしたフラワーショップ「ディリジェンス

パーラー」がスペシャルワークショップを開催。お店の人気商品でもある、   

カーネーションのかわいいプードル型フラワーアレンジメント「フラワー     

プードル」を、フローリスト越智氏とともに作ります。 

 

【日時】8 月 7 日（日）・21 日（日） ①13：00～14：00 ②14：30～15：30  

※受付各回 15 分前～ ※要事前予約 

【場所】キッズの森（本館 B2F）  

【参加費】お子様・親御様 1 組 2,700 円（税込） 

【対象年齢】小学生（保護者の方のお手伝いがあれば未就学児も参加可能） 

【定員数】各回お子様 8 名 ※要保護者同伴  

【事前予約】6 月 25 日（土）11：00 から電話にて受付開始 

【主催・問い合わせ】ディリジェンスパーラー [TEL] 03-6434-7826 

 

 

「キッズの森」の HP イラストなどを手掛ける、武蔵野短期大学准教授／造形  

作家の小山一馬氏による、スノードーム作りのワークショップを開催。発泡   

スチロールに描いてあるタツノオトシゴの絵を綺麗に塗り、スノードームに入れる

と、ゆらゆら揺れる涼しげなオブジェが完成です。 

 

【日時】7 月 18 日（月・祝） ①13：00～ ②14：30～ ※受付各回 10 分前～ 

【場所】キッズの森（本館 B2F）  

【参加費】無料 

【対象年齢】小学生以下  

【定員数】各回お子様 10 名  

※当日受付のみ。参加希望者多数の場合は抽選となります。 

【主催・問い合わせ】表参道ヒルズ総合インフォメーション [TEL]03-3497-0310 
 
 

 

 

 

 
 

マックス ブレナーで人気のチョコレートケーキに、チョコレートガナッシュ

やストロベリー、バナナなど好きな果物やスイーツをデコレーション！ 

甘い香りに包まれながら世界でひとつの自分だけのオリジナルケーキ

を作ります。 

 

【日時】8 月 24 日（水）・25 日（木） ①11：00～12：00 ②16：00～17：00  

※受付時間 ①11：00～、②16：00～ ※要事前予約 

【場所】マックス ブレナー チョコレートバー（本館 1F）  

【参加費】お子様・親御様 1 組 1,200 円（税込） 

【対象年齢】小学生  

【定員数】各回お子様 12 名 ※要保護者同伴  

【事前予約】6 月 25 日（土）11：00 から電話にて受付開始 

【主催・問い合わせ】マックス ブレナー チョコレートバー [TEL] 03-5413-5888 

 ■アート・クラフト ワークショップ一覧 

ディリジェンスパーラー 「お花でつくるプードルアレンジメント！」  8/7（日）・21（日） ①13：00～14：00 ②14：30～15：30 

キッズの森 「海の日だから！タツノオトシゴのスノードーム作り！」 7/18（月・祝） ①13：00～ ②14：30～ 

 ■クッキング ワークショップ一覧 

マックス ブレナー チョコレートバー 「マックス ブレナーオリジナルチョコレートケーキをつくろう！」    
8/24（水）・25（木） ①11：00～12：00 ②16：00～17：00 



 

 

 

世界 No.1 ピッツァで有名なピッツェリア「サルヴァトーレ クオモ」の   

経験豊かなピッツァ職人が、お子様向けにナポリピッツァ作りを教え  

ます。生地を手で伸ばして、好きなトッピングを好きなだけ乗せて、石窯

で焼き上げた本格的なピッツァ作りを体験できます。 

 

【日時】8 月 3 日（水）・4 日（木） 15：15～17：00 ※受付時間 15：00～  

※要事前予約 

【場所】サルヴァトーレ クオモ（本館 3F）  

【参加費】お子様・親御様 1 組 3,000 円（税込） 

【対象年齢】3 歳～小学生 【定員数】各回お子様 12 名 ※要保護者同伴  

【事前予約】6 月 25 日（土）11：00 から電話にて受付開始  

【主催・問い合わせ】サルヴァトーレ クオモ [TEL] 03-5785-1665 

 

 

 

 

昨年開催し好評だった、自宅でも作ることができる、かき氷作りの   

ワークショップを今年も開催。あんペースト、寒天ゼリー、ようかん、  

フルーツ、アイスクリーム、白玉などからお好きなトッピングを選んで、

世界にひとつのだけのかき氷を作ります。 

 

【日時】7 月 27 日（水） 11：00～12：30 ※受付時間 11：00～  

※要事前予約 

【場所】トラヤカフェ（本館 B1F）  

【参加費】お子様・親御様 1 組 2,160 円（税込） 

【対象年齢】小学生  【定員数】お子様 10 名 ※要保護者同伴  

【事前予約】6 月 25 日（土）11：00 から電話にて受付開始  

【主催・問い合わせ】トラヤカフェ [TEL] 03-5785-0533 

 

 

 

 

ふわふわしっとりのタリーズコーヒー自慢のパンケーキに、ベリーや 

バナナなどのフルーツや、チョコレート、生クリームをお好きなように  

トッピング。飾りつけをしながら、カラフルなオリジナルパンケーキを作り

ます。子どもの想像力をかきたてる楽しいワークショップです。 

 

【日時】8 月 7 日（日） 10：00～11：00  

※受付時間 10：00～ ※要事前予約 

【場所】タリーズコーヒー（西館 B1F）  

【参加費】お子様・親御様 1 組 1,400 円（税込） 

【対象年齢】3 歳～8 歳  【定員数】お子様 20 名 ※要保護者同伴  

【事前予約】6 月 25 日（土）11：00 から電話にて受付開始  

【主催・問い合わせ】タリーズコーヒー [TEL] 03-6804-6310 

 

 

 ■クッキング ワークショップ一覧 

サルヴァトーレ クオモ 「オリジナルのナポリピッツァを作ろう！」             8/3（水）・4（木） 15：15～17：00

トラヤカフェ 「オリジナルかき氷を作ろう！」                           7/27（水） 11：00～12：30

タリーズコーヒー 「世界にひとつだけのオリジナルパンケーキを作ろう！」           8/7（日） 10：00～11：00


