
 

 

 

 

報道関係者各位 

2017年 10月 11日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2017 with Panasonic Beauty 

No.1パフェを決めるクリスマスパフェグランプリを開催 
～物販店舗ではクリスマス限定アイテムが登場～ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

表参道ヒルズでは、11月8日（水）から 12月25日（月）まで、「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2017 

with Panasonic Beauty」と題したクリスマスプロモーションを展開します。「100 色のクリスマスツリーの森」を

テーマに、アートを取り入れたクリスマスイルミネーション※を初めて実施するほか、飲食店舗ではお客様の

投票により No.1 のパフェを決定する「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」を開催します。また、物販 

店舗では表参道ヒルズ店のみで販売するクリスマス限定アイテムを展開、キッズの森ではお子様向けの  

クリスマスワークショップを開催します。表参道ヒルズでしか味わえない特別なクリスマスをお楽しみください。 

 

◇全 7品のパフェから投票で No.1 を決める「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」を開催 

“クリスマスに食べて欲しいパフェ”をテーマに、表参道ヒルズに出店する人気の飲食店 7 店舗にて、  
表参道ヒルズ店限定パフェを展開。色鮮やかでフォトジェニックなパフェの中から No.1 を決める      
「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」を開催します。 
 
◇クリスマスプレゼントやパーティールックに最適な表参道ヒルズ限定アイテムが目白押し 

 物販約 40 店舗では、クリスマスプレゼントやクリスマスシーズンのパーティールックに最適な表参道ヒルズ

限定アイテムを販売します。ファッションやジュエリーなど豊富なラインナップをご用意します。 
 

◇クリスマス気分を高めるお子様向けワークショップや、最新の美容家電を体験できるサロンが登場 

本館 B2F キッズの森では、12 月 17 日（日）にお子様向けワークショップを開催します。テレイドスコープで

表参道ヒルズのクリスマスツリーを覗き、お子様と一緒に一足早いクリスマス気分を楽しめます。 

また、本館 B3F スペース オーでは、12月 15日（金）から 12月 25日（月）まで、表参道ヒルズクリスマス

プロモーションを協賛する「Panasonic Beauty」の最新の美容家電でスペシャルケアができるサロン

「Panasonic Beauty SALON 表参道」が登場します。 

 

 

 

 
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：門本・相田・近江 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 

※クリスマスイルミネーションの詳細は、右記のURLをご参照ください。 http://www.omotesandohills.com/press_release/pdf/data170920.pdf 

http://www.omotesandohills.com/press_release/pdf/data170920.pdf


 

 

“クリスマスに食べて欲しいパフェ”をテーマに、表参道ヒルズに出店する人気の飲食店 7 店舗にて、  

こだわりのオリジナルパフェを展開し No.1 を決める「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」を、      

11 月 8 日（水）から 12 月 25 日（月）まで開催します。各店舗が考案した色鮮やかでフォトジェニックな    

表参道ヒルズ店限定パフェの中から、お客様の投票により No.1のパフェを決定します。 

また、「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」に合わせて、表参道ヒルズのお買物券が当たる SNSを

活用したキャンペーン「表参道ヒルズクリスマスパフェ フォトジェニック大賞」を実施します。 

 

イベント名 ： 表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ 

開 催 日 ： 2017年 11月 8日（水）～12月 25日（月） 

参加店舗数 ： 7店舗 

参 加 方 法 ： 店舗でクリスマスパフェをご注文いただいたお客様に投票用紙をお渡し、5 段階で評価。

投票用紙は、店頭の投票箱に投函いただき、集計の結果 No.1に輝いたクリスマスパフェは、

2018年 1月中旬に表参道ヒルズホームページにて発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表参道 
ヒルズ 
限定 

No.1パフェを決める「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」を開催 

参加店舗と全 7品のクリスマスパフェ一覧         

みかんのジュレといちごの 
パフェ 
￥1,200（税込￥1,296） 
 
みかんのジュレとホイップクリーム、 
フレッシュなイチゴを重ねた色鮮やか

なパフェは、ピスタチオアイスとみかん
の甘酸っぱさで最後まで飽きずに 
楽しめる一品。アーモンドで作った 

チュイルとイチゴのサンタを添えて。
※1日限定 20食 
※12月 15日（金）まで販売 

 
［提供時間］15:00～L.O.17:00 

37 ローストビーフ  （本館 3F） 

ピットレスコ 
￥1,680（税込￥1,814） 
 
イタリア語で「絵画のように美しい」  
という名前のパフェ。淡いピンクの  

マスカルポーネクリームにイタリアの
伝統菓子ズブリゾローナをホワイト 
チョコでコーティング。ストロベリー  

クーリーやピスタチオソルベ、ココナッツ
生クリームをのせました。グラスにのった
パブロバ（メレンゲのお菓子）を崩して、

混ぜながらお召し上がりください。 
※1日限定 20食 
 

［提供時間］11:00～L.O.22:00 

フラテリパラディソ （本館 3F） 

チョコミント&ストロベリー  
パフェ 
￥1,278（税込￥1,380） 
 
ストロベリーシェイクやホイップクリーム

のなめらかさに、チョコやココナッツ 
シリアルの食感が楽しいパフェ。チョコ
ミントアイスがアクセントになって甘す

ぎず、爽やかな味わいです。最後は
シェイクとして、二度美味しいパフェ
をお楽しみください。 

 

［提供時間］11:00～L.O.22:00 

（Sun〜L.O.21:00） 

パフェ ド ノエル 
￥1,700（税込￥1,836） 
 
イチゴやマンゴー、ラズベリーなどを

組み合わせた甘酸っぱい味がくせに
なるパフェです。イチゴの上に煌びや
かな金箔を添えて、クリスマスらしい 

ゴージャスなスイーツをご堪能ください。 
 

［提供時間］11:00～L.O.20:30 

（Sun〜L.O.19:30） 

ゴールデンブラウン （本館 3F） ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F） 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスパフェ 

ドイツからの贈りもの 
￥1,481（税込￥1,600） 
 
ドイツの銘菓シュトーレンを主役に、
シナモンなどの香辛料を使用した 

大人向けのパフェ。スノードーム  
のようなグラスの中には、イチゴや  
ブルーベリー、アイスをクレープで包み

ました。 
※1日限定 10食 
 

［提供時間］15:00～L.O.17:00 

 
 

シュペッツレ カフェ&ワイン （本館 B3F） 

ベリーメリーショコラの 

ホーリークリスマスパフェ 
￥1,700（税込￥1,836） 
 
ベースに豆乳ソフトを使用し、完全  
菜食主義のヴィーガンの方もお召し

上がりいただくことができるパフェ。 
イチゴのベリーソースやガトーショコラ
などが層になり、豆乳のチョコジェ  

ラートをトッピングしました。ヘルシー
でさっぱりとしたスイーツです。 

 

［提供時間］11:00～L.O.22:00 

（Sun〜L.O.21:00） 

コスメキッチン アダプテーション （本館 B2F） 

ノエルマカロンパフェ 

ピスタチオ＆ベリー 
￥833（税込￥900） 
 
ストロベリー果肉ソースと爽やかな 

酸味のチーズムース、グラノーラの 
ザクザク食感が楽しめる限定パフェ。
層の中にはピスタチオアイスやマカ 

ロン、ホイップクリーム、フリーズドライ
ストロベリーで華やかに仕上げました。
赤、白、緑のクリスマスカラーでクリス

マス感を演出します。 
 

［提供時間］8:00～L.O.22:00 

 

タリーズコーヒー （西館 B1F） 

「表参道ヒルズクリスマスパフェ フォトジェニック大賞」を開催 

 

「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」に合わせて、表参道ヒルズのお買物券が当選する SNS

を活用したキャンペーン「表参道ヒルズクリスマスパフェ フォトジェニック大賞」を実施します。 

イベント名  ： 表参道ヒルズクリスマスパフェ フォトジェニック大賞 

開 催 日 ： 2017年 11月 8日（水）～12月 25日（月） 

参加店舗数 ： 7店舗 

参 加 方 法 ： 表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリにエントリーしているパフェ全 7 品の中から、

お好みのクリスマスパフェの写真をインスタグラムもしくはツイッターに投稿、最も   

「美しい！」、「美味しそう！」な写真を投稿された 20 名様に、表参道ヒルズの商品券

5,000円分プレゼントします。 

※参加上の注意 

１．本キャンペーンは、当選の際に賞品の発送先が国内の方を対象に、どなたでもご参加いただけます。また、投稿できる写真は「表参道ヒルズ クリスマスパフェグランプリ」

に出品している 7店舗のクリスマスパフェに限らせていただき、「＃表参道ヒルズクリスマスパフェ」のハッシュタグがついていない写真は参加とみなされません。 

２．当選された方には、インスタグラムもしくはツイッターのダイレクトメッセージにてご連絡します。投稿される方は、表参道ヒルズ公式アカウント（インスタグラム：

omotesandohills_official、ツイッター：@omohills）をフォローしてください。 

３．投稿の際には、必ず表参道ヒルズホームページ内(11月8日公開)にございます約款をご覧ください。投稿された場合、約款に同意いただいたものとみなします。 

４．投稿された写真は表参道ヒルズ公式サイトに掲載されることをご了承ください。投稿された写真はこちらでご確認いただけます。 http://www.omotesandohills.com/ 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 



 
 
 

物販約 40店舗では、11月 8日（水）～12月 25日（月）の期間に、クリスマスギフトやパーティールックに

おすすめの表参道ヒルズ限定アイテムを販売します。 

※一部販売期間の異なる店舗あり ※在庫がなくなり次第販売終了 ※価格は全て税込 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表参道ヒルズ限定アイテム 

アイテム一例 

マルティニーク ルコント （西館 1F） 
モヘアシルク クルーカーディガン
￥32,400 
人気のモヘアシルクニットのカーディ
ガンに、表参道ヒルズ限定モデルとして
今季トレンドカラーのレッドが登場。 
デイリーカジュアルにも華やかなパー
ティーシーンの挿し色としてもお使い
いただけます。 

ダブルスタンダードクロージング 
（本館 B1F） 
ストレッチファインウール ￥41,040 
取り外し可能なフォックスファーが高級
感を演出するリブ編みカーディガン
は、フィット感があり着心地も抜群。  
表参道ヒルズ限定色のグレーは、 
どんなアイテムとも相性が良く、上品
に仕上がる万能カラーです。 

スタイリング/ （本館 B1F） 
kei shirahataチュールスカート 
￥36,720 
鮮やかなピンクカラーを表参道ヒルズ
限定色として販売。チュールの下に 
刺繍スカートを重ねてレイヤードスタイル
を楽しんだり、ボリューム感のあるニット
やコートと組み合わせたりと、沈みがちな
秋冬ファッションのスパイスになる一枚
です。 ※12月上旬販売開始予定 

フェスタリア ビジュソフィア 
（本館 B1F） 
ペンダント〈K10PG/WG×ダイヤモンド〉 
￥30,240 
ラッキーモチーフである「月」のペンダント。
リバーシブルなので、その日の気分や  
各シーンによって使い分けることが可能。
光り輝くダイヤモンドを身に着けて、華や
かなクリスマスイヴを過ごしましょう。 

エスジェイエックス （本館 2F） 
チャーム〈750YG×ダイヤモンド〉 
￥73,440 
定番人気モチーフの星デザインの 
チャームは、既存のアイテムよりも 
ボリュームを抑えたユニセックスな 
デザイン。ペアで身につけたり、クリ
スマスプレゼントとして贈り物にも  
最適です。 
※チェーンは別売り 

ヒロタカ （本館 B1F） 
ネックレス〈K10YG×ダイヤモンド〉 
￥46,980 
ヒロタカ定番アイテム、バーネックレス
のショートサイズ。センスが光るダイヤ
モンドのネックレスは、身に付ける  
だけで程よい艶やかさと大人の輝きを
際立たせてくれます。既存ネックレス
との重ね付けや大きめイヤリングとの
コーディネートにもぴったりです。 

クレ・ド・ポー ボーテ （本館 1F） 
ルージュアレーブル n  
エングレイビングサービス 各￥6,480 
鮮やかな色と繊細なつや、肌まで美しい
印象に見せてくれるラグジュアリー  
ルージュ。お買い求めいただいた「ルー
ジュアレーブル n」にその場でお名前
やイニシャルをお入れするエングレイ
ビングサービスを11月8日（水）～12月
25日（月）の期間限定で実施します。 

ヒポポタマス （本館 B3F） 
ぬいぐるみ（全長60cm） ￥27,000 
（全長45cm） ￥11,880 ※限定サイズ 

リリース以来、人気商品となっている 
かばのぬいぐるみからお洒落なストラ
イプ柄や限定サイズが登場。タオル 
同様にエコテックスクラス１を取得して
いるため、お子様が口に含んでも安心
です。 

アール&コー （本館 2F） 
maxsix別注スエット ￥28,080 
マックスシックスのアイコンを起毛   
ワッペンにしてアクセントにすることで、
クリスマスらしいアイテムに仕上げま 
した。シンプルながらも遊び心あふ 
れるデザインで、さりげない抜け感を
演出。ブラックとグレーの２色を展開 
します。 



 
 
 
本館B2F キッズの森にて、武蔵野短期大学准教授／造形作家の小山一馬氏によるお子様向けのワーク

ショップ「表参道ヒルズのクリスマスツリーをテレイドスコープで覗いちゃおう！」を 12 月 17 日（日）に開催  

します。テレイドスコープにサンタさんへのお願い事を書いたら、表参道ヒルズのクリスマスツリーを覗きに 

行こう！ 

 

イベント名 ： 表参道ヒルズのクリスマスツリーをテレイドスコープで覗いちゃおう！ 

開 催 日 時 ： 2017年 12月 17日（日） （1）13:00～／（2）14:30～ 

             ※受付各回 10分前～ 

※当日受付のみ 

場 所 ： 本館 B2F キッズの森 

料 金 ： 無料 

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。 

 

 

 

 

 

  
 
 

2017 年の表参道ヒルズクリスマスプロモーションは、「Panasonic Beauty」の協賛のもと開催します。    

12月 15日（金）から 12月 25日（月）の期間、本館 B3F スペース オーにて、最新の美容家電でスペシャル

ケアができる「Panasonic Beauty SALON 表参道」が登場。このサロンでは、「忙しいひとを、美しいひとへ。」

をコンセプトに、内面からも外見からも輝ける美容メソッドをご体験いただけるほか、ご来店の方全員に、  

明日のキレイにつながる素敵なプレゼントをご用意します。髪もお肌も心も潤う、特別なクリスマスを    

お楽しみください。 

 

イベント名 ： Panasonic Beauty SALON 表参道 

開 催 日 時 ： 2017年 12月 15日（金）～12月 25日（月） 11:00～21:00 ※12月 17日（日）は 20：00 まで 

場 所 ： 本館 B3F スペース オー 

料 金 ： 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズの森 クリスマスワークショップを開催                   12 月 17日（日） 

Panasonic Beauty SALON 表参道がオープン      12月 15日（金）～12月 25日（月） 



 

 
＜参考＞ 表参道エリア情報  

Epson presents 表参道イルミネーション 2017 
 
今年も表参道が温かいシャンパンゴールドの灯りに彩られる 

イルミネーションを開催します。7 年ぶりに神宮橋交差点から 

表参道交差点までの全域で点灯が行われ、ケヤキ並木が 

約 90万球の LEDで照らされます。 

 

イベント名 ： Epson presents 表参道イルミネーション 2017  

開 催 日 時 ： 2017年 11月 30日（木）～12月 25日（月） 日没～22:00 

※低木への装飾は 2017年 11月 30日（木）～2018年 1月 4日（木）まで実施 

場 所 ： 神宮橋交差点～表参道交差点 

主 催 ： 商店街振興組合原宿表参道欅会／表参道イルミネーション実行委員会 

協 賛 ： エプソン販売株式会社 

後援（予定） ： 渋谷区 

協力（予定） ： 原宿神宮前まちづくり協議会／表参道ヒルズ／東急不動産／日本看護協会 

          神宮前地区町会連合会／日本ガーディアン・エンジェルス／NPO法 green bird 

          原宿地区美化推進委員会／原宿交通安全協会 

お問 合 せ  ： 表参道イルミネーション事務局 原宿表参道欅会内 03-3406-0988 

U R L ： http://omotesando.or.jp/illumi/ 

※過去の様子 

 
＜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 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 11:00～21:00（L.O.20:30） 日曜～20:00（L.O.19:30） 

※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。 

※日曜日を含む連休最終日の祝日、休日の営業時間は日曜日と同じになります。 ※12 月 22 日（金）～25 日（月）は営業時間が一部

変更になる場合がございます。 

■休館日 無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2018 年 2 月 19 日（月）、20 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 


