報道関係者各位
2018 年 12 月 17 日
森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS SALE 2019 WINTER
◆新春セール
◆福袋
◆福メニュー

： 1 月 1 日（火・祝）～1 月 14 日（月・祝） 30～50％オフ
： 1 月 1 日（火・祝）～1 月 3 日（木）
： 1 月 1 日（火・祝）～1 月 14 日（月・祝）

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

■新春セールに加え、正月三が日には 30 万円相当が 10 万円で買えるなどお得な福袋をご用意
元日から14 日（月・祝）までの14 日間は、「OMOTESANDO HILLS SALE 2019 WINTER（表参道ヒルズ
セール 2019 ウィンター）」と題した新春セールを開催。館内の人気ショップ約 45 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、ライフスタイル雑貨まで、今シーズンのトレンド商品を 30～50%
オフで販売します。また、正月三が日には、37 店舗で福袋を販売します。大人の男のリアルクローズブランド
「ジュンハシモト」（本館 2F）では、トップス、ボトムス、アウターまでトータルコーディネートできるアイテムを厳選
したお買い得な福袋を販売。また、イタリア屈指のヘアケアブランド「ダヴィネス」（本館 B2F）では、ベストセラー
アイテムばかりをそろえた満足度の高い福袋をご用意しています。
■一年の“福”を呼ぶ、表参道ヒルズ限定多数の「福メニュー」12 品を提供
元日から14 日（月・祝）まで、レストラン・カフェ12店舗で、鯛やキャビア、フカヒレなどの高級な素材をふん
だんに使用した「福メニュー」を展開。「やさい家めい」 （本館 3F）では、契約農家から直送された冬野菜を使
った御膳に、おせち料理をプラスした正月限定御膳を提供。紫黒米とブリ大根の小鉢も付いた豪華なメニュー
が新年にぴったりです。「コスメキッチン アダプテーション」（本館 B2F）では、マグロ、ぼたんエビ、鯛など 7 種
の魚介に、キャビアとビーポレン（蜜蜂花粉）、金箔を散らした、見た目にも美しい豪華海鮮丼が登場します。
■新たな年を祝う「新春ライブパフォーマンス」や無病息災を祈願して「獅子舞」を披露
1 月 1 日（火・祝）には、日本画家「ヒカリタケウチ」や箏奏者「北川綾乃」など新進気鋭のアーティストが
コラボレーションした新春ライブパフォーマンスを行うほか、正月三が日には、獅子舞がお客様をお出迎えし
ます。家族皆で見物するのはもちろん、頭を噛んでもらい、ご利益を授かることもできます。
正月三が日には、福袋をお買い上げ、または福メニューをご注文いただいた方に、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「福おみくじ抽選会」（はずれ無し）も開催します。
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：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

OMOTESANDO HILLS SALE 2019 WINTER
■期間：

2019 年 1 月 1 日（火・祝）～1 月 14 日（月・祝）
※一部店舗により異なる

■値下率：
30～50％オフ
■参加店舗： 約 45 店舗

福おみくじ抽選会
正月三が日に福袋をお買い上げ、または福メニューをご注文いただいた方に、表参道ヒルズ内の人気レストラン
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。はずれなしの福おみくじで、新年の運試しをしませんか。
■期間：

2019 年 1 月 1 日（火・祝）～1 月 3 日（木）
10:30～20:00
※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

37 ローストビーフ メニューイメージ

イベント
＜新春ライブパフォーマンス＞
日本画家「ヒカリタケウチ」、箏奏者「北川綾乃」、津軽三味線奏者
「岩田桃楠（いわたももくす）」、そして、いけばな桂古流（かつら
こりゅう）副家元の「新藤白龍（しんどうはくりゅう）」がコラボレーション
し、新春ライブパフォーマンスを開催。東京藝術大学と東京大学
大学院のアーティストの稀有な競演をお見逃しなく。
■日時： 2019 年 1 月 1 日（火・祝）
12：30～／14：30～／16：00～（各回約 20 分）
■会場： 本館 吹抜け大階段
■協力： 株式会社花茂本店、一般財団法人新藤花道学院
＜獅子舞＞
正月三が日には「丸一 小助・小時」による獅子舞がお客様をお
出迎え。お囃子の音色に合わせて踊りを披露し、無病息災を祈願し
ます。
■日時： 2019 年 1 月 1 日（火・祝）～3 日（木）
11：00～／14：00～（各回約 20 分）
■会場： 本館 1F メインエントランス 他

福袋
■期間：
■参加店舗：

2019 年 1 月 1 日（火・祝）～1 月 3 日（木）
37 店舗で福袋を販売

＜一例＞ ※全て税込

※店舗によりお一人様の購入数に制限がある場合がございます
※店舗により袋の中の内容が変わります

ファッション

グルメ

ジュンハシモト （本館 2F）
108,000 円（330,000 円相当）

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F）
5,400 円（9,225 円相当）

2019 年に絶対ゲットしておきたいアイテムを厳選した、お
買い得な福袋です。トップス、ボトムス、アウターまで
トータルコーディネートできる充実した内容です。

焼き菓子やショコラなどバラエティーに富んだスイーツ
のセットは、ホームパーティにもぴったりです。
※限定 30 個

※限定 5 個

ビューティ

シュウ ウエムラ （西館 1F）
12,960 円（23,280～23,980 円相当）

ダヴィネス （本館 B2F）
10,800 円（22,000 円相当）

毎年大好評のハッピーバッグには、不動の定番である
クレンジングオイル（450ml）を中心に、人気アイテムを揃
えました。

シャンプーやコンディショナーをはじめとする、イタリア
屈指のヘアケアブランドのベストセラーアイテムばかり
を取りそろえた満足度の高い福袋です。

※限定 105 個

※限定 20 個

※画像は福袋の内容の一例

ビューティ

コスメキッチン アダプテーション （本館 B2F）
3,780 円（9,482 円相当）
持ち運びに便利な特製タンブラー2 種に加え、酵素サプリ
やオリジナルレシピ本、国際コンクールで最高金賞を受賞
したサステナブル白ワインをセットにしました。
※限定 10 個

福メニュー
■期間：
2019 年 1 月 1 日（火・祝）～1 月 14 日（月・祝）
■参加店舗： レストラン・カフェ 12 店舗 ※一部、提供期間・時間が異なる店舗あり
フード ※全て税込
表参道
ヒルズ
限定

コスメキッチン アダプテーション
（本館 B2F）
新春！ 7 種の彩り海鮮丼 ～柚子ぽん
酢ジュレと金箔を散らして～ 2,354 円
マグロ、ぼたんエビ、鯛など 7 種の魚介
に、キャビアとビーポレン（蜜蜂花粉）、
金箔を散らした豪華海鮮丼は見た目にも
美しい一品。国産のはとむぎや黒大豆
を合わせた「五穀茶」付きです。
表参道
ヒルズ
限定

表参道
ヒルズ
限定

京 お野菜バル めい （本館 3F）
福小町 1,680 円
刺身、天ぷら、煮物、おせち料理各種を詰
めた色鮮やかなお重と、葉わさびを乗せた
ご飯、なめこ汁のセット。正月らしさたっぷり
の一品は、1 月6 日（日）までの限定メニュー
です。
※提供時間 11：00～L.O.15:00

表参道
ヒルズ
限定

蔭山樓 （本館 3F）
フカヒレ姿煮あんかけご飯と鶏白湯
塩ソバのハーフ＆ハーフ set 3,240 円
鶏白湯スープで煮込んだフカヒレ姿煮
に金箔を乗せたあんかけご飯と、一番
人気の「鶏白湯塩ソバ」のハーフサイズ
をセットにしたスペシャルメニューです。
※1 日限定 15 食
※提供時間 11：00～L.O.22:00

表参道
ヒルズ
限定

表参道
ヒルズ
限定

築地玉寿司

ささしぐれ （本館 3F）
海鮮丼～極み～ 5,400 円

バール ア ヴァン パルタージェ （本館3F） シュペッツレ カフェ&ワイン （本館B3F）
甘鯛ウロコ揚げ季節のブルーテ 1,620円 大海老のトマトクリームパスタ 2,592 円

本マグロの大トロ、ウニ、イクラをたっぷり
乗 せた三色 丼にサラダ、茶碗 蒸しと
味噌汁をプラス。新年の始まりにふさわし
い贅沢極まる逸品です。

揚げた甘鯛にカブとビーツの紅白ソースを
あしらった特別メニューは仕上げに金箔を
トッピング。しっとりとした身、サクサクの
ウロコ、クリーミーなソースの三重奏が絶品
です。

大ぶりの海老を贅沢に使用し、トマト
クリームでまろやかな味わいにまとめた
ひと皿。パスタは、店名にもなっている
ドイツのショートパスタ「シュペッツレ」を
使用しています。

※1 日限定 10 食

※提供時間 14：30～L.O.22:30

※1 日限定 10 食

表参道
ヒルズ
限定

表参道
ヒルズ
限定

表参道
ヒルズ
限定

ゴールデンブラウン （本館 3F）
トリュフ香るメンチカツバーガー
契約農家から直送された冬野菜を使った 1,680 円

フラテリパラディソ （本館 3F）
豪華きのこづくしのリゾット白トリュフがけ
3,996 円

やさい家めい （本館 3F）
お正月福御膳 2,400 円

ひらたけ、タモギたけ、朱鷺色ひらたけ、
柳松茸、ポルチーニ茸を加えたきのこ
づくしのリゾットに、白トリュフを目の前で
削ってかける贅を尽くした一品。

御膳に、おせち料理をプラスした正月
限定御膳。紫黒米とブリ大根の小鉢も付い
た豪華なメニューです。
※提供時間 11：00～L.O.16:00

豚ミンチを約 160g も使った分厚いメンチ
カツに、香り豊かなトリュフソース、赤ワイン
＆ブラックカシスソースをかけた贅沢な
バーガーです。

ドリンク

アルコール
表参道
ヒルズ
限定

タリーズコーヒー （西館 B1F）
黒蜜きなこ抹茶ラテ（HOT/ICED）
550 円

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F）
Meilleurs Voeux（メイユール・ヴー）
1,080 円

黒蜜のコクのある甘さと、きなこの香ばし
い香りが、宇治抹茶の上品な味わいを引
き立てた抹茶ラテ。1 月 6 日（日）までの
限定メニューです。

カカオバリー社「メキシック カカオ 66％」
のチョコレートを贅沢に使用した濃厚な
ショコラショー。ライムの皮の代わりに金箔
を浮かべた新年らしく豪華な一品です。

※Tall サイズのみ

表参道
ヒルズ
限定

ワインショップ・エノテカ ＆ バー
（本館3F）
2008 年ルイ・ロデレール・クリスタル
50ml ＆ ロゴ入りグラスプレゼント
2,700 円
最高傑作との呼び声高い 2008 年の
クリスタルを、ルイ・ロデレールのロゴ入り
グラスで味わえる新年ならではのサービス。
グラスは持ち帰りいただけます。
※限定 30 杯

＜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（火・祝）10:30から営業します。
2018年12月31日（月）～2019年1月3日（木）は通常営業時間を以下のように変更します。
・2018年12月31日（月）
・2019年1月1日（火・祝）～1月3日（木）
ショッピング・サービス 11:00～19:00
ショッピング・サービス 10:30～20:00
レストラン 11:00～21:00（L.O. 20:00）
レストラン 10:30～22:00（L.O. 21:00）
カフェ 11:00～19：00
カフェ 10:30～20:00
・2019年1月4日（金）～
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。
※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 ： 2019年2月18日（月）、19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

