
 

 

 

報道関係社各位 

2016 年 12 月 15 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS SALE 2017 WINTER 
◆新春セール    ： 1 月 1 日（日）～1 月 15 日（日） 30～50％（最大 70％）オフ 

◆福袋・福チケット ： 1 月 1 日（日）～1 月 3 日（火） 

◆紅白福メニュー ： 1 月 1 日（日）～1 月 15 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 表参道ヒルズでは、新年 1 月 1 日（日）より、お得な新春イベントを実施します。 
 

■新春セール 

元日から 15 日（日）までの 15日間は、「OMOTESANDO HILLS SALE 2017 WINTER（表参道ヒルズ      

セール 2017 ウィンター）」と題した新春セールを開催。館内の人気店舗約50 店舗が参加し、メンズ・     

レディス・キッズのファッションアイテムから、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。 
 

■福袋・福チケット 

正月三が日には、約40 店舗で約1,800 個の福袋を販売します。イタリアのニットブランド「バーク」       

（本館 2F）では、軽くて暖かいニットダウンと肉厚のニットトップスがセットになった福袋を 15 個限定で販売。 

ショコラトリー「ジャン＝ポール・エヴァン」（本館1F）では、人気のショコラや色とりどりのマカロンなど、    

心躍るスイーツが盛りだくさんの福袋を 30 個限定で販売します。 

また、館内のレストラン 5店舗でお得にディナーやランチを楽しめるお食事券「福チケット」を初販売。

8,640円（税込）相当の飲み放題付きのディナーコースを6,000円（税込）で味わえるなど、豪華でお得な   

プランを展開します。 
 

■紅白福メニュー 

元日から 15 日（日）まで、レストラン・カフェ 15 店舗で、おめでたい食材や紅白で彩られた「紅白       

福メニュー」を展開。「蔭山樓」（本館3F）では、有頭の大エビを丸ごと1匹使用した贅沢なエビチリが登場。

「マックス ブレナー チョコレートバー」（本館1F）では、いちごと生クリームで紅白を表現した可愛らしい   

ワッフルスイーツを提供します。  
 

正月三が日には、福袋・福チケットをお買い上げ、または紅白福メニューをご注文の方に、レストラン  

ペアディナーチケットなど素敵な賞品が当たるはずれ無しの福おみくじ抽選会も開催します。 

 

 
 
OMOTESANDO HILLS SALE 2017 WINTER 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 【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 

バーク福袋 マックス ブレナー チョコレートバー 紅白福メニュー 



 

 

■期間： 2017 年 1 月 1 日（日）～1 月 15 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 50 店舗   

 

 

 

 

 

 

 

正月三が日に福袋・福チケットをお買い上げ、または紅白福メニューをご注文いただいた方に、表参道  

ヒルズ内人気レストランの「ペアディナーチケット」や、表参道ヒルズ内でご使用いただける「お買物券」など

の素敵な賞品が当たる福おみくじ抽選会を開催します。はずれ無しの福おみくじ抽選券 [赤いおみくじ 

（税込 5,400 円以上）] 、[白いおみくじ（税込 5,400 円未満）] は対象店舗よりお渡しします。 
 

■期間： 2017 年 1 月 1 日（日）～1 月 3 日（火） 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  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

「福チケット」を初めて販売します。「蔭山樓」（本館3F）では、乾杯用のスパークリングワインが付いた2名  

様分のディナーコース 20,412 円（税込）相当が 15,000 円（税込）に、「バール ア ヴァン パルタージェ」   

（本館3F）では、飲み放題付きディナーコース 8,640 円（税込）相当を 6,000 円（税込）で味わえるプラン     

など、各店舗、豪華でお得な福チケットを展開します。 

 

■販売期間： 2017 年 1 月 1 日（日）～1 月 3 日（火） 

■販売場所： 各店舗店頭 ※各店限定数あり 

■参加店舗： 蔭山樓（本館3F・2 種販売）、バール ア ヴァン パルタージェ（本館3F・2 種販売）、        

37 ローストビーフ（本館 3F）、やさい家めい（本館 3F）、築地玉寿司 ささしぐれ（本館 3F） 

 

 

 

 

福おみくじ抽選会 2017 

OMOTESANDO HILLS SALE 2017 WINTER 

37 ローストビーフ メニューイメージ 

福チケット 



 

■期間： 2017 年 1 月 1 日（日）～1 月 3 日（火）  

■参加店舗： 約 40 店舗で約 1,800 個の福袋を販売 
 
＜一例＞ ※全て税込 

ファッション                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュエリー                スイーツ                                          
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福袋 

エミ （本館 B1F） 

8,640 円（30,000～40,000 円相当）
スポーツ＆ファッションセレクトショップの

エミからは、ヨガをすぐに始められる

トータルコーディネートが揃った福袋が

登場。 ※限定 20 個（レディス）  

※通常使いの福袋も販売 

バーク （本館 2F） 

43,200 円（150,000 円相当） 
特許を取得しているブランドオリジナル

の「バーク編み」で仕上げた、軽くて

暖かいニットダウンと肉厚のニットトップス

のセット。この冬にぴったりの内容です。

※限定 15 個（メンズ） ※レディスの福袋も

販売 

デンハム （本館 B1F） 

16,200 円（100,000 円相当） 
店頭では手に入れることができない、

貴重なアーカイブ商品を詰めました。

自慢のデニムに合うようセレクトされた

福袋です。 ※限定 15 個（レディス） 

※メンズの福袋も販売 

アーカー （本館 B1F） 

32,400 円（129,600 円相当） 
人気のネックレスやブレスレット等が

入ったジュエリーセット。表参道ヒルズ店

のみで購入できる HAPPY BOX です。 

※限定 15 個（レディス） 

マックス ブレナー チョコレートバー

（本館 1F）  

3,500 円（6,550 円相当） 
カラフルなボックスに、口に入れた瞬間に

チョコレートが舌の上でパチパチはじける

人気アイテム「スパークルズ」をはじめと

するチョコレートをぎっしり詰めました。

様々な食感や味わいを楽しめます。  

※限定 50 個 

ジャン＝ポール・エヴァン （本館 1F） 

10,800 円（17,126 円相当） 
新年を祝い、ジャン＝ポール・エヴァンの

魅力を詰め込んだ福袋。人気のショコラ

や色とりどりのマカロンなど、心躍る

スイーツが盛りだくさんです。  

※限定 30 個 

タン（本館 B2F） 

10,800 円（21,492 円相当） 
コメヌカ油やレモングラスといったナチュ

ラル素材を使用したヘア＆ボディーケア

セットと、ジャスミン・ローズなどの優雅な

香りが特徴の「エデンブリーズ」シリーズ

のトラベルセットを組み合わせました。 

※限定 30 個 



 
 

■期間： 2017 年 1 月 1 日（日）～1 月 15 日（日） 

■参加店舗： レストラン・カフェ 15 店舗 ※一部、提供期間・時間が異なる店舗あり 
 
※全て税込 

フード                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

蔭山樓 （本館 3F） 

新年快楽 有頭大エビのチリソース 

蒸しパン添え 1,620 円 
有頭ブラックタイガーを丸ごと 1 匹使用

したエビのチリソース。エビ味噌の旨味

がスープに溶けこんだ格別な一品

です。ソースを蒸しパンに浸して食べる

のがおすすめ。 ※1 日限定 10 食  

※提供時間 17：00～ 

バール ア ヴァン パルタージェ （本館 3F）

めでたい 甘鯛のウロコ焼き 

カブのブルーテ 2,160 円 
パリッとしたウロコとフワッとした身の食感

が楽しめる甘鯛のウロコ焼きに、クリーミー

なカブのブルーテソースを合わせました。

紅白をイメージしたラディッシュと金粉を 

のせたお正月らしいメニューです。 

※1 日限定 20 食 

築地玉寿司 ささしぐれ （本館 3F） 

七福にぎり 3,240 円 
おめでたい数の子や、鯛のにぎりと

い っ た お 正 月 ら し い ネ タ の ほ か 、

こだわりのづけ鮪、小肌昆布じめ、煮

穴子など、ささしぐれの自然米を使用

した全 10 種類のお寿司。新春を飾る

華やかな一品です。 

ゴールデンブラウン （本館 3F） 

Sea Bream Fish BURGER 

（鯛バーガー） 1,940 円 
真鯛を使っ た 、 贅沢でお め でた い

フィッシュバーガー。ふわふわのバンズ

に大きな鯛のフライと、自家製ピクルスを

使用したタルタルソース、カニマヨを

挟みました。 ※1 日限定 15 食 

京 お野菜バル めい （本館 3F）

新春御膳 1,680 円 
おせち料理の定番であるエビの芝煮、

田作り、栗きんとんや、産地直送の野菜

をふんだんに使用した煮物、揚げ物、

お雑煮がセットになった御膳。新年の

お祝いにふさわしい充実の内容です。 

※提供時間 11：00～L.O.16：00 

サルヴァトーレ クオモ （本館 3F） 

ピッツァ カポダンノ 2017 2,178 円
天国に一番近い島ニューカレドニアで養殖

された高品質の“天使のエビ”や、イカ、

ムール貝など、魚介をたっぷりトッピング

して焼き上げた漁師風のナポリピッツァ。

仕上げに金箔で彩りを添えた、豪華な一皿

です。 ※1 日限定 10 食  

※提供時間 15:00～ ※展開期間 ～1/5（木） 

やさい家めい （本館 3F） 

福御膳 2,490 円 
ヤーコン（生産：神奈川県 松澤さん）や

蓮根（生産：茨城県 宮本三兄弟）など、

全国各地から取り寄せた、今が旬の新鮮

野菜を使用した色鮮やかなメニュー。

野菜本来の繊細なうまみや甘みを味わ

えます。 ※提供時間 11:00～L.O.16：00 

37 ローストビーフ（本館 3F） 

新春 37 堪能コース 5,000 円 
自慢のローストビーフ 100g と、紅白

カラーの前菜、人気のチョップドサラダ

などが味わえるフルコースに、乾杯用

スパークリングワインをセットにしました。

新年のパーティーにぴったりなコース

です。  ※提供時間 17：30～ 

紅白福メニュー 
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＜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】  www.instagram.com/omotesandohills_official/ 

■営業時間  

新年は1月1日（日）11:00から営業します。  

2016年12月31日（土）～2017年1月3日（火）は通常営業時間を以下のように変更します。

・2016年12月31日（土）  

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 11:00～19：00  

・2017年1月4日（水）～ 

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）  

■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 

・2017年1月1日（日）～1月3日（火）  

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 11:00～20:00  

マックス ブレナー チョコレートバー 

（本館 1F） ホワイトストロベリー 

ニューイヤーワッフル 1,200 円 
ワッフルの上に、いちごと甘さ控えめの

生クリームをたっぷりのせて、ホワイト

チョコレートソースと、ストロベリーソース

を添えました。新年のお祝いが楽しく

なる、可愛らしいスイーツです。 

ジャン=ポール・エヴァン （本館 1F） 

ガレット デ ロワ エクアトゥル 

4,212 円 
フランスの新年を祝う伝統菓子「ガレット デ

ロ ワ 」 。 こ だ わ り の 濃厚な シ ョ コ ラ と 、

アーモンドクリームを包み込みました。中に

1 粒忍ばせたアーモンドが当たった人には

幸福な 1 年が訪れると言われています。 

トラヤカフェ （本館 B1F） 

紅白白玉入 福汁粉セット 

1,500 円 
紅白の白玉を浮かべた、ほうじ茶風味の

葛汁粉とおこし、ビスケット、ドリンクの

セットです。おこしはお好みで、お汁粉

に入れてお召し上がりください。  

※展開期間 12/26（月）～ 

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F） 

Meilleurs
メ イ ユ ー ル  ・

 voeux
ヴ ー

 1,188 円 

世界中で愛される老舗チョコレートブランド

「カカオバリー」のイナヤ 65％のチョコ

レー トをふん だん に使用し た濃厚な

ショコラショーを新年らしい金箔で飾り

ました。セットのガレット デ ロワとともに

お召し上がりください。 ※1 日限定 10 食 

タリーズコーヒー （西館 B1F） 

チョコレート＆抹茶モカ 530 円 
ほ ろ 苦い 宇治抹茶に 、 ま ろや か な

スチームミルクを注ぎ、生クリーム、

クーベルチュールチョコレートをトッピ

ング。チョコレートの食感とカカオの風味

が抹茶の味わいを引き立てます。 

※ホット・アイス ※画像のケーキは別売り 

グリーンバー （本館 B3F） 

アサイーベリー バナナヨーグルト 

スムージー 600 円 
バナナヨーグルトのスムージーに、

アサイーがたっぷり入ったベリーソース

を加えました。やさしい甘みとスッキリ

した酸味で、新年のスタートを健康的

に。 ※画像のケーキは別売り 

はせがわ酒店 （本館 3F） 

十四代 本丸 角新 新酒 

1,000 円 
華やかな香りと心地良い旨みが秀逸な

プレミアム日本酒「十四代 本丸 角新

新酒」を、新年のお祝いに、十四代の

ロゴ入りオリジナル塗枡で提供。枡は

お持ち帰りいただけます。 

※期間中限定 50 杯 


