
 

 

 

 

報道関係者各位 

2019 年 2 月 21 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

表参道ヒルズ開業 13 周年 
世界最大の旗艦店や日本初のポップアップストアなど新規11 店舗・リニューアル 2 店舗がオープン 
 

表参道ヒルズは、2019 年 2 月 11 日（月・祝）に開業 13 周年を迎えました。これを機に、2 月 8 日（金）より

順次、新規 11 店舗、リニューアル 2 店舗をオープンしています。 

表参道ヒルズは、2006 年の開業以来、上質で個性的なオンオフの境目のないスタイル“Omotesando Hills 

Mode”を提案してきました。今回のリニューアルでは、世界最大の旗艦店や日本初のポップアップストアを 

オープンし、高感度な大人の男女に向けた発信力を更に強化。ファッションやビューティ、グルメなど、   

最先端のトレンドを生み出す日本の情報発信拠点として国内外に強くアピールするとともに、お客様にさらに 

快適にショッピングを楽しんでいただける施設へと進化を続けてまいります。 

 

世界最大の旗艦店など各ブランドを象徴する店舗の拡充 

2月下旬から4月下旬にかけて、大人の男女に向けた上質なファッションブランド

など 8 店舗が登場します。約300 ㎡の広さを誇る世界最大の旗艦店として「MARNI」が 

オープン。3 月下旬にはオープンに先駆けて期間限定のポップアップショップ

「MARNI MARKET」を開催します。その他、リラックス感のある大人のカジュアル

ウェアを展開する日本発のブランド「daboro」や、イタリアンスポーツモードブランド

「ennerre」、創業 10 周年を迎え世界初のコンセプトストアとして新たに生まれ   

変わる「DENHAM THE JEANMAKER」などが登場します。 

また、選りすぐりのベビー用品を取り扱う「DADWAY」や「ergobaby」をはじめ、 

ペットのトリミングや専用スパ、カフェを併設したトータルペットライフショップ

「Chuck's TOKYO」がオープン。今まで以上に、お客様のライフステージに合わせて

幅広いジャンルのお買い物をお楽しみいただける施設へと進化してまいります。 

日本初のポップアップストアなどビューティゾーンの強化 

世界各国で幅広い年齢層に人気のイヴ・サンローラン・ボーテが日本初の

ポップアップストア「YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ POP-UP STORE」をオープン。

シーズン毎にテーマを変え、ブランド独自のエッジーでラグジュアリーな世界観

を展開します。また、日本生まれのスキンケアコスメブランド「OSAJI」が登場。皮膚

科学に基づく、健やかで美しい皮膚を保つケアアイテムを豊富な種類で取り揃え

ます。さらに「Cosme Kitchen BEAUTY」も店舗を拡張しリニューアルいたします。 

有名カフェのエリア最大級店舗や行列のできる飲食店が登場 

「STARBUCKS COFFEE」が原宿・表参道エリア最大級の店舗面積でオープン。

「SHADE GROWN ～ under the zelkova tree ～」のコンセプトのもと、植物や水、

光など自然の要素を店舗デザインに取り入れ、表参道の歴史と調和した豊かな  

時間を体感いただけます。また、銀座 1 号店がオープン後、行列のできる人気店

として話題の「SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋」が満を持して表参道ヒルズに登場。

山椒など素材にこだわり、”痺れ”を極めた本格ラーメンをお楽しみいただけます。 

〈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：青島・相田・阿部 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：長岡 TEL：03-3497-0292 FAX：03-3497-0318 
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【店舗リニューアル情報】 

 

 

 

 

 
「お父さんの子育てをもっとおもしろ楽しくしたい！」をコンセプトにする
「DADWAY」では、インポートの知育玩具や離乳食グッズ、ベビー用品からキッズ
アイテムなど世界各国の選りすぐりの商品を取り揃えています。人気のオリジナル
アイテムはもちろん、ニューヨークの総合育児ブランド「スキップホップ」の表参道 
ヒルズ限定アイテムもご用意しました。ギフト選びにもおすすめです。 
 
[業態] ベビー用品・雑貨   [フロア] 本館 B2F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社ダッドウェイ 045-471-3458 

 

 

 

 
世界中のパパママに愛用されている、親子の快適性を追求した「Ergobaby」の  
専門店。ベビーキャリアの全ラインナップに加え、専用アクセサリーも豊富に揃え、
落ち着いた店内で、ゆっくりとお選びいただけます。また、店内では専門アドバイザー
が使い方やおすすめアクセサリーのご案内や、ベビーキャリアなどの装着診断、
快適な抱っこやおんぶについてサポートします。 
 
[業態] ベビー用品・雑貨   [フロア] 本館 B2F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社ダッドウェイ 045-471-3458 

 

 

 
 

デザイナーの小澤勝一氏による大人のカジュアルウェアブランド。「浜辺から街迄
のノスタルジー。心地よい風の中でゆったりとした時間を過ごす大人の男が憧れる 
自由人」をテーマに VINTAGE SURF をモダナイズし、リラックス感のあるストレスフリー
なアイテムを展開。直営店として初めてユニセックスの商品を取り扱います。ヴィンテージ
加工や INDIGO 加工、刺繍、ワッペンなどを巧みに施した VINTAGE SURF アイテム
を得意としており、ウェットスーツやサーフボードなどサーフアイテムのオーダーや
表参道ヒルズ限定商品などこだわりの商品を販売します。 
 
[業態] メンズ & レディス ファッション   [フロア] 本館 2F  
[運営会社（問合せ先）] ダボロジャパン株式会社 03-4350-9592 

 

 

 
 
フィッシングを愛する人たちに絶大な人気を誇る「DAIWA」。そのテクノロジーを 
使用した本物の機能性に、ファッション要素を加えたアパレルブランドのコンセプト
ショップが佐藤可士和氏のディレクションのもとオープン。完全防水レインウエアや
強力撥水コートなど、厳しい環境にさらされるフィッシングでの使用に耐えられる小物
やウェアを開発してきた「DAIWA」ならではの商品を展開。天候を気にせず自然に
おける「雨」、「風」、「光」等の環境の中でもおしゃれを楽しめる“体験”を提供   
いたします。 
 
[業態] メンズ & レディス ファッション   [フロア] 本館 B1F 
[運営会社（問合せ先）] グローブライド株式会社 042-475-2408 

 

 
daboro （ダボロ） 

3 月 2 日（土） NEW OPEN  

 
D-VEC TOKYO EXCLUSIVE  
（ディーベック トウキョウ エクスクルーシブ） 

3 月 2 日（土） NEW OPEN 

MEN’S・LADIES’ 

 
DADWAY （ダッドウェイ） 

2 月 22 日（金） NEW OPEN     
BABY 

 
ergobaby （エルゴベビー） 

BABY 

MEN’S・LADIES’ 

FASHION ＆ LIFESTYLE：NEW OPEN(7 店舗) 

2 月 22 日（金） NEW OPEN     



 

 

 
機能素材×天然素材の融合をコンセプトにする‘イタリアンスポーツモードブランド’
「ennerre」。耐熱性や耐寒性にも優れたネオプレーンや、天然素材の中でも密度が 
高く保湿性に優れたウールメルトンを組み合わせたウエアは、今までにない新しさを 
表現。他にもスポンジ、ボンディング、ストレッチなど、現代のスポーツ新素材を採用し、
革新を求めたウエアを提案します。 
 
[業態] メンズ & レディス ファッション   [フロア] 本館 2F 
[運営会社（問合せ先）]株式会社フラッグ 03-6455-5201 
 

 

 

 
犬や猫のことを 1 番に考えた日本製の高品質なケアコスメブランド「Chuck's 
TOKYO」が手掛けるトータルペットライフショップ。自然食にこだわったオリジナル
フードや世界中からセレクトしたアパレルの販売に加え、最高級ケアグッズを使用
したスペシャルトリミングサロン、犬や猫と一緒に楽しめるカフェを併設。「Chuck's 
TOKYO」だからできる最高のおもてなしを提供します。 
 
[業態] ペット用品・サロン・カフェ   [フロア] 本館 B2F  
[運営会社（問合せ先）] WONDER LINE 株式会社 03-3401-1888 
 
 

 

 

約 300 ㎡の広さを誇る世界最大の旗艦店「MARNI」。ウィメンズ、メンズ、アクセサリー、
キッズのフルラインナップがそろうのは国内でここだけです。ブランドのルーツである
ファー、花柄・プリントなど色彩豊かなアイテム、そしてマルニ×ポーターまでマルニ
の世界観をフルに体感いただけます。オープンを記念し、表参道限定のインナーが
選べるスケルトン PVC バッグを数量限定で販売いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[業態] レディス、メンズ & アクセサリー   [フロア] 西館 1F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社マルニジャパン 03-6416-5486 
 
 
 

 
MARNI （マルニ） 
4 月 26 日（金） NEW OPEN     MEN’S・LADIES’ 

ACCESARY 

 
Chuck's TOKYO （チャックス トウキョウ） 
3 月 2 日（土） NEW OPEN     

PET 

【期間限定 OPEN】  

MARNI MARKET 日時：3 月 21 日（木・祝）～29 日（金） 
MARNI MARKET 場所：西館 1F  

2015 年に青山で開催され、大好評を博した MARNI MARKET が表参道ヒルズ
に戻ってきます。世界初の販売となるハンモックバッグをはじめ、東京初の販売
となるクロシェバッグ、カナパバッグ、新作ピクニックバッグ、そして、MARNI  
ブティックで大人気のトランクバッグのオブジェや家具などを発売します。   
大人気のストライプバッグは、ニューカラーの Pink Candy と Lacguer Red の 2 色を
含む、全 8 色を展開します。 

※入店は混雑を避けるため、初日の 3 月 21 日（木・祝）含む一部の営業日で、
PassMarket による入場制限をいたします。詳細は表参道ヒルズホームページ
www.omotesandohills.com（3 月 14 日（木）11 時より詳細公開）をご参照ください。 

 
ennerre （エネーレ） 

3 月 2 日（土） NEW OPEN 
MEN’S・LADIES’ 



 
 
 
 
 

昨年ブランド 10 周年を迎えた DENHAM が次の 10 年を新たにスタートするため 
パワーアップ。世界初のコンセプトストア「DENHAM THE JEANMAKER」として    
リニューアルオープンします。‘ブラック’‘スポーティ’をテーマにした機能的で  
着心地の良いトレンドアイテムは、全て表参道ヒルズ限定のカプセルコレクション 
として取り揃えます。また、店内はブランドの創設者であり CCO のジェイソン・  
デンハム氏の自宅からインスピレーションを得た内装で、表参道にいながらも  
地中海の空気を味わえます。 
 
[業態] メンズ & レディス ファッション   [フロア] 本館 B1F 
[運営会社（問合せ先）] 株式会社デンハム・ジャパン 03-3496-1086 
 
 
 
 
 

 

 

 
皮膚科学に基づき美しく健やかな肌へ導く、日本生まれのスキンケアコスメブランド
「OSAJI」の旗艦店がオープン。江戸時代、薬さじを使って薬を調合する医師を「おさじ」
と呼んだことにちなみ名付けられ、コスメを通してお客様に寄り添うブランド「OSAJI」。
表参道ヒルズ店では、リラックスしてスキンケアのカウンセリング相談ができるスペース
を設置予定です。 
 
[業態] ビューティ   [フロア] 本館 B2F   
[運営会社（問合せ先）] 日東電化工業株式会社 03-6240-9800  
 

 
 
 

 

 

イヴ・サンローラン・ボーテの日本初のポップアップストアが表参道ヒルズにオープン。
女性に自信、大胆さ、センシュアルな魅力、自分に誇りを持って人生を前向きに
生きてもらうために美しさとスタイルを提案します。ブランドが放つエッジーで 
ラグジュアリーな世界観と、シーズン毎に変わるテーマで展開されるストアで   
最先端のビューティを体験いただけます。オープン時は 2019 年春の新作、    
ヴォリュプテ プランプインカラーをテーマにしたストアデザインでスタートします。 
 
[業態] ビューティ   [フロア] 本館 1F  
[問合せ先] イヴ・サンローラン・ボーテ コンシューマー コミュニケーションセンター 

 0570-064381 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ POP-UP STORE 
（イヴ・サンローラン・ボーテ ポップアップ ストア） 

2 月 27 日（水） NEW OPEN     

COSMETIC 

 

 
DENHAM THE JEANMAKER （デンハム ザ ジーンメーカー） 

3 月 2 日（土） RENEWAL OPEN  

 

MEN’S・LADIES’ 

FASHION：RENEWAL(1 店舗) 

BEAUTY：NEW OPEN(2 店舗) 

 
OSAJI (オサジ) 
2 月 8 日（金） NEW OPEN  

SKIN CARE 

RESTAURANT：NEW OPEN(2 店舗) 



 

 

 

 

 
 “Beauty in face”をコンセプトに、スキンケアからメイクアップまで、ナチュラル 
原料中心のコスメにこだわり、世界中から個性豊かなブランドをラインナップし、 
オーガニックな美しさと自分らしさを表現できるアイテムを見つけることができる 
「コスメキッチン ビューティー」。洗練モードを追及したブランド「Celvoke」の  
世界観を表現できるようスペースを拡大リニューアル。これまで以上にラグジュアリー
な空間をお楽しみいただけます。 
 
[業態] ビューティ   [フロア] 本館 B2F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社マッシュビューティラボ 03-5774-5565 

 

 

 

 

 

 
アメリカ シアトル生まれのスペシャリティ コーヒーストア。高品質のアラビカ種  
コーヒー豆を使ったエスプレッソビバレッジを中心に、バラエティ豊かなドリンクや
ペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。表参道ヒルズ店は青山・表参道 
エリア最大級の店舗面積として登場。「SHADE GROWN ～ under the zelkova tree ～」の
コンセプトのもと、植物や水、光をふんだんに店舗デザインに取り入れ、明治神宮の
表参道という環境とのつながりを感じていただける空間でお客様をお迎えします。
コーヒーと、自然と、地域のストーリーが体感できる特別な場所で、ゆっくりとした 
時間をお過ごしください。 
 
[業態] カフェ   [フロア] 西館 B1F  
[運営会社（問合せ先）] スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 03-5745-5774 

 

 

 

 

 
銀座ガス通りに本店をオープンして以来、数々のメディアに取り上げられ行列の 
できる人気ラーメン店。「旨さに痺れる！」をコンセプトに、上品で旨味の奥深さが
ある「痺れ」にこだわりました。一番人気の「麻婆麺」をはじめ、「汁なし担々麺」など
SHIBIRE 系ラーメンのみを提供。表参道ヒルズ店限定で、パクチーをたっぷりのせた
「パクチー麻婆麺」もお楽しみいただけます。 
 
[業態] レストラン   [フロア] 本館 3F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社アデッソ 048-658-2220 
 

 
STARBUCKS COFFEE （スターバックス コーヒー） 

4 月 12 日（金） NEW OPEN     
CAFE 

 
SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋 （シビレヌードルズ ロウソクヤ） 

4 月下旬 NEW OPEN     
RAMEN 

 RESTAURANT：NEW OPEN(2 店舗) 

 
Cosme Kitchen BEAUTY （コスメキッチン ビューティー） 

4 月中旬 RENEWAL OPEN     

BEAUTY：RENEWAL(1 店舗) 

COSMETIC 


