
 

 

報道関係者各位 

2016 年 9 月 20 日 

森ビル株式会社 

OMOTESANDO HILLS  

FASHION WEEKS 2016 AUTUMN 
トークイベントなど“ファッションの秋”をさらに楽しむためのイベントが目白押し！ 

10/8（土）～23（日）開催 
 

表参道ヒルズでは、10/8（土）から23（日）までの期間中、「OMOTESANDO HILLS FASHION WEEKS 

2016 AUTUMN」と題したファッションイベントを開催します。各業界注目のゲストを迎えたトークイベントや 

ワークショップ、2017 年春夏 東京コレクション「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S」のライブ・録画 

上映など、最新トレンドが盛りだくさんのイベントを、深まる秋とともにお楽しみください。 
 

◇ファッション・ビューティ・フード・ライフスタイルなど、各業界のトレンドを

牽引してきたゲストが集結しファッションに関連したトークイベントを実施 

10/8（土）から 10（月・祝）は、各業界が注目するゲストによるトークイベント 

を実施。セレクトショップ「スタイリング/」のディレクターでトップスタイリスト  

白幡啓のスタイリングセミナーのほか、セレクトリサイクルショップ「パスザバトン」や

食べるスープ専門店「スープストックトーキョー」を手がける株式会社    

スマイルズの代表取締役 遠山正道、チョコレートブランド「マックス      

ブレナー チョコレートバー」を日本に上陸させた株式会社トランジット    

ジェネラルオフィスの代表取締役 中村貞裕のトークショー、フラワー     

ショップ「ディリジェンスパーラー」のワークショップなどを開催。これまで  

生み出してきたトレンドの裏話や、今後の動向まで、ここでしか聞くことの 

できない話題が盛りだくさんです。 
 

◇「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S」 を吹抜け大階段の   

大型スクリーンでコレクション上映 

10/17（月）から 23（日）には、「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S」

の主会場の１つである表参道ヒルズの本館B3F スペース オーほかで  

開催される「2017年春夏 東京コレクション（招待制）」の模様を、本館  

吹抜け大階段に設置した大型スクリーンでライブ・録画上映。1 年に 2 回、

世界のファッション都市で開催される“ファッションの祭典”で新たに発表

される、最旬のファッションをいち早くお楽しみください。 

 

 

 

 

【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：川手・森本・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 

※イメージ画像 
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10/8（土）から 10（月・祝）は、ファッション・ビューティ・フード・ライフスタイルなど各業界注目のゲストが集結

し、トークイベントを実施。各ゲストの思いを間近で感じていただけるほか、ワークショップ形式のプログラム

もご用意しています。  

10/10（月・祝） 12：00～ 

白幡啓（スタイリスト・styling/ディレクター） 
「スタイリングセミナー」 
 

今春表参道ヒルズ10周年リニュー
ア ル で 新 た に オ ー プ ン し た  
セ レ ク ト シ ョ ッ プ 「 styling/ 」 。  
ブランドを手掛けるトップスタイ  
リスト白幡啓による、秋のトレンドを
盛り込んだスタイリングセミナーを
開催します。 
 

10/10(月・祝) 18：00～ 

浦浜アリサ（ファッションモデル） 
「トークイベント」 
 

ファッションモデルとして活躍する
浦浜アリサが、最新ファッション 
情報やビューティについて語り  
ます。   
 

10/8(土) 15：00～ 

遠山正道（株式会社スマイルズ 代表取締役） 
「トークイベント」 
 

食べるスープ専門店「スープ
ストックトーキョー」や、セレクト
リサイクルショップ「パスザバトン」
など、「現代の新しい生活の在り
方を提案する事業」を作っている
株式会社スマイルズの代表取締
役 遠山正道が、最近気になって
いるヒト・モノ・コトや「ファッション
のこれから」について自由に語り
ます。 

10/10(月・祝) 14：30～ 

中村貞裕（株式会社トランジットジェネラルオフィス
代表取締役） 「トークイベント」 

 
チョコレートブランド「マックス 
ブレナー チョコレートバー」や、
台湾発かき氷「アイスモンスター」
など、様々なスポットを手がけ、
ブームを起こしている株式会社
トランジットジェネラル オフィスの
代表取締役 中村貞裕が食や
ファッションのトレンドについて
語ります。  
 

10/10(月・祝) 15:30～ 

ディリジェンスパーラー 
「フラワーアレンジメントセミナー」 
 

フラワーショップ「ディリジェンス
パーラー」の代表 越智（おち）
康貴による、秋のトレンドカラーを
意識した 7 種類の花でブーケを
作るワークショップを開催します。
基本的な花の組み方から、長く
楽しめる方法まで、新しいお花の
楽しみ方を教えます。  
※1 参加費：4,000 円（税込） 

10/8(土)・9（日） 13：00～ 

SHISEIDO 
「アーティストによるメイクアップイベント」  
 
 
 
 
 
 
 
SHISEIDOのヘア＆メイクアップアーティスト豊田健治が、
新ブランド製品を使用したトレンドメイクイベントを開催
します。  

10/10（月・祝） 13：00～、17：00～ 

シュウ ウエムラ 
「アーティストによるメイクアップイベント」 
 

シ ュ ウ  ウ エ ム ラ  ビ ュ ー テ ィ 
ブティックのメイクアップアーティ
スト木村淳一郎と小島久美子に
よる、自分の魅力を引き出す
メイクアップレッスンや、この秋の
新商品の体験会を実施します。 

ファッション トークイベント・ワークショップ               場所：本館 吹抜け大階段付近 

※一部（※1）を除きプログラム参加無料 
※内容により定員を決めさせていただく場合も 
ございます。 
※各プログラムは一部を除き 40 分程度です。 
※詳細は表参道ヒルズ公式 HP 
（www.omotesandohills.com）をご確認ください。 

※イメージ画像 



 

 

10/17（月）から 23（日）には、「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 

S/S」の主会場の１つである表参道ヒルズの本館B3F スペース オー 

ほかで開催される「2017年春夏 東京コレクション（招待制）」の模様

を、本館 吹抜け大階段に設置した大型スクリーンでライブ・録画  

上映します。1 年に 2 回、世界のファッション都市で開催される    

“ファッションの祭典”で新たに発表される、最旬のファッションを  

いち早くお楽しみください。 
 

【期間】10/17（月）～23（日） 【場所】本館 吹抜け大階段 

※スペース オーでのファッションショーは一部を除き招待制 
※10/17（月）は過去のダイジェスト映像を上映 

 

 

 

 
  

10/8（土）から 23（日）の期間中、対象店舗で1 回につき 20,000円（税込）以上お買い上げの方に、表参道

ヒルズのお買物券（1,000円分）や、飲食券（1,000円分）が当たるスクラッチカードをお渡しします。 
 

【期間】10/8（土）～23（日）  

※スクラッチカードはお買い物いただいた店舗にてお渡しします。 
※レシートの合算はできません。 
※レストラン＆カフェ、ハリー・ウィンストン、マック、ジョー マローン ロンドン、リュネット・ジュラ、各ギャラリーは、  
お買物券の利用対象外です。 
※ベン＆ジェリーズ、ククルザ ポップコーンは、飲食券の利用対象外です。 
※お買物券・飲食券のご利用期間は 2016/10/31（月）までです。 

 

 

  

「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S」 コレクション上映 

※イメージ画像 

ハッピー！スクラッチ 

 

＜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  

【Instagram】 omotesandohills_official   

■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。 

■休館日 無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2017 年 2 月 20 日（月）、21 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 

＜Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S 概要＞  
【主催】一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 【詳細】http://amazonfashionweektokyo.com 
【ファッションウィークに関する問合せ】03-3406-5261 



 
 

FASHIONSNAP ARCHIVES -STREET PHOTO EXHIBITION- 

 

 

 

 

 

表参道ヒルズとファッションメディア FASHIONSNAP が初めてコラボレーション。開発ユニットAR 三兄弟     

が手がけた、AR によるユニークな写真展です。 
 
【期間】10/8（土）～23（日） 【場所】本館 吹抜け大階段 

STREET PHOTO EXHIBITION by AR三兄弟                                           

FASHIONSNAPの膨大なストリートスナップのアーカイブを、開発ユニットAR三兄弟がユニークな写真展に

仕立てました。会場に展示された写真に専用 iPad をかざすと、関連するその他のスナップ写真が次々に 

ご覧いただけます。AR による今までにない写真展です。 
 

AR STREET SNAPフォトブース by AR三兄弟                                        

ARを用いたフォトブースが登場。会場に設置されたパネルに自分の顔をはめて撮影すると、表参道ヒルズ

にいながら世界の街角でのストリートスナップが撮影できます。様々なファッショニスタのスタイルにも変身

できます。 
 

FASHIONSNAP 写真上映                                                   

FASHIONSNAPが東京やニューヨークなどの高感度な人たちを撮りためたアーカイブを吹抜け大階段に 

設置された大型スクリーンでご紹介。世界のファッション都市の、ファッションとカルチャーの変遷を    

お楽しみください。 
 

AR三兄弟トークイベント                                                    

「FASHIONSNAP ARCHIVES -STREET PHOTO EXIBITION-」でコラボしたAR三兄弟によるトークショー。

ファッションとテクノロジーの繋がりや可能性について語ります。 

【日時】10/9(日) 15：00～ 【場所】本館 吹抜け大階段付近 

同時開催イベント情報 

 

＜AR三兄弟プロフィール＞  
川田十夢が率いる開発ユニット。ミシンメーカー在職中から、メーカー内外の広告、システム  
開発、特許発案、展示会プロデュースなどに関わる。2010 年 5 月に ALTERNATIVE DESIGN++
として独立。現在は、様々なメディアを通じて既存の枠にとらわれない新作の発明と発表を続けて
いる。 

＜AR とは＞  
Augmented Reality（拡張現実）の略称で、スマートフォンなどを利用して、現実の風景に情報を重ね合わせて表示する
今注目の技術。ゲームやイベントなど様々な場面で活用されている。 

※イメージ画像 

＜FASHIONSNAP とは＞  
2005 年に設立された情報サイト。ファッションニュースを提供するほか、東京のストリート  
スナップ、最新のコレクション情報、オピニオンなどを発信。 
[URL]www.fashionsnap.com 


