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10月は、かぼちゃメニューやお子様向けワークショップなどハロウィーンイベント満載！

表参道ヒルズ ハロウィーン情報
表参道ヒルズでは、ハロウィーンを一足早くお楽しみ頂けるイベントを多数ご用意しています。館内の対象
レストラン・カフェでは 10月1日（木）から10月31日（土）までの期間中、かぼちゃをふんだんに使用したハロウィーン
メニューを展開します。本館3F「サルヴァトーレ クオモ」では、“プッチーニ”かぼちゃをまるごと器にしたチーズ
たっぷりのハロウィーンリゾットが登場。本館3F「デルレイ カフェ & ショコラティエ」では、かぼちゃのシュークリーム
や、紅茶のアイスをお餅で包んだおばけがキュートなスイーツを提供。その他、本館3F「洋食ミヤシタ」では、
グラタン・ピクルス・フライなど様々な食感のかぼちゃ料理を載せた、かぼちゃづくしガレットを提供します。また、
本館B2F「キッズの森」では、お子様向けワークショップを開催。「魔法の杖」をバルーンで作ったり（10/3）、ジャック・
オー・ランタンのお面を作ってゲームをします（10/11）。さらに、表参道のケヤキ並木で行われる毎年恒例の
ハロウィーンパレードに合わせて、本館B3F「スペース オー」には仮装したお子様と一緒に、ステージショーなどを
お楽しみ頂ける「ハロウィーン広場」が登場（10/25）。スペシャルなかぼちゃメニューや、ここでしか体験できない
イベントに参加して、ハロウィーンを存分に満喫してください！
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提供期間：10月1日（木）～10月31日（土）
サルヴァトーレ クオモ （本館3F）
リゾット ハロウィーン 2015 「ズッカ エ フォルマッジョ」
￥1,500 （税込￥1,620）
可愛いオレンジ色のかぼちゃ“プッチーニ”をまるごと器にし、中には
3種のチーズ（グラナパダーノ・タレッジョ・モッツァレラ）を使用した
トロトロでまろやかなリゾットを詰めました。少し甘みの付いたカカオ
パウダーを敷き詰めた上にピッツァ生地で作ったおばけを可愛く
トッピング。器のかぼちゃと一緒にお召し上がりください。
※提供時間 17：00～L.O.22：30（日～21：30）

デルレイ カフェ & ショコラティエ （本館3F）
ハロウィーンパーティ !!
￥1,204 （税込￥1,300）
かぼちゃのシュークリームのおばけと、パチパチキャンディーの上に
紅茶のアイスクリームが入ったお餅のおばけに、蜘蛛の巣を表現した
チョコレートソースやコウモリとてんとう虫のチョコレートで飾り付け。
柿・いちご・ぶどう・ブルーベリーなどのフルーツも添えました。
※提供時間 14：00～L.O.21：30（日～20：30）

洋食ミヤシタ（本館3F）
MIYASHITA ハロウィーンぱんぷきんガレット
￥1,350 （税込￥1,458）
オーダー毎に鉄板で焼きあげるかぼちゃ生地のガレット。かぼちゃの
グラタンやレモンクリーム和え、ピクルス、フライに加え、仕上げに
かぼちゃのコウモリをトッピング。もちもち、カリカリ、ホクホクと様々な
食感が楽しめるかぼちゃづくしのプレートです。
※提供時間 11：00～L.O.22：30（日～21：30）

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・浅井・木暮
TEL ０３-４５７４-６２５０
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 ０３-３２６５-５０５８
FAX ０３-３４９７-０３１８
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場所 ： 本館B2Ｆ キッズの森

10月3日（土）
バルーンで「魔法の杖」を作っちゃお♪
クラウン（道化師）、パントマイミスト、Tokyo Balloon Flower認定講師として活躍している
島留美さんと一緒に、ハロウィーンの「魔法の杖」をバルーンで作ります。バルーンを
膨らませて、ねじったり、結んだり。魔法がたくさん詰まった杖のできあがり！
■日時： 10月3日（土）13：00～、14：10～、15：20～ （各回約40分）
■対象年齢： 小学生以下
■当日受付のみ ※受付各回10分前～
■定員数： 各回10名 ※先着順となります
■参加費： 無料
■島留美さんHP： http://pokka-rubo.at.webry.info/
■一般問合せ先： 03-3497-0310（表参道ヒルズ 総合インフォメーション）
※画像の3種のうち、お好きな1種を選んで作ります。

10月11日（日）
ハロウィーンだから！
ジャック・オー・ランタンのお面を作って、ゲームで遊ぼう！
キッズの森のホームページや、表参道ヒルズハロウィーンのイラストなどを手掛ける、
武蔵野短期大学准教授・造形作家の小山一馬さんによる、ハロウィーンのかぼちゃの
お面を作るワークショップを開催します。かぼちゃのお面を作ったらみんなでかぶって、
おばけの口をめがけてお菓子のボールを転がし、点数を競うゲームをします。
■日時： 10月11日（日）13：00～、14：30～ （各回約40分）
■対象年齢： 小学生以下
■当日受付のみ ※受付各回10分前～
■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
■参加費： 無料
■小山一馬さんHP： http://ameblo.jp/kazumart/
■一般問合せ先： 03-3497-0310（表参道ヒルズ 総合インフォメーション）
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場所 ： 本館B2Ｆ キッズの森

10月11日（日）
出張！おやつ屋さん～ELEMENTS編～
バター・卵・白砂糖不使用。100％植物性の、体と心に優しいおやつを販売。
ハロウィーン時期の今回は、パンプキンマフィン、焼き菓子などを販売します。
■日時： 10月11日(日) 11：00～16：00 ※おやつが無くなり次第終了
■ELEMENTSとは？
ヴィーガン・マクロビスイーツのブランド。卵・乳製品や精製された白砂糖・化学調味料
は使用せず、可能な限り無農薬・有機素材を使用。100％植物性の体と心に優しい
スイーツを提案し、素材の持つエネルギーを感じる‘eat better,feel better’を大切にして
います。
※HP： https://www.facebook.com/elements.tokyo
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場所 ： 本館B3F スペース オー

10月25日（日）
ハロウィーン広場 in 表参道ヒルズ
「原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレ ード2015」開催に
合わせて、仮装したお子様と一緒に、シルバニアファミリー（仮）の
ステージショーなどをお楽しみ頂ける「ハロウィーン広場 in 表参道
ヒルズ」を開催します。
■日時： 10月25日（日） 11：00～17：00
■対象年齢： 12歳以下
■参加費： 無料
■主催： 商店街振興組合原宿表参道欅会
■一般問合せ先： 03-3406-0988
（原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード事務局）
■HP： http://www.harajuku-halloween.com/ ※9月中旬～

街情報
原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード 2015
今 年 で 33 回 目 を 迎 え る 、 毎 年 恒 例 の 原 宿 表 参 道 の ハ ロ ウ ィ ー ン パ レ ー ド 。
約1,300人の仮装した子ども 達（12歳以下）が参加し、表参道を約1kmに渡り
パレードします。また、お菓子ラリーやハロウィーン抽選会、協力店舗での
ハロウィーン特別メニュー展開などを実施します。※雨天中止（パレードのみ）
■日時 ： 10月25日（日） 11：00～17：00 （パレード13：00～）
■場所 ： 原宿・表参道周辺
■主催 ： 商店街振興組合原宿表参道欅会
■問合せ先 ： 03-3406-0988
（原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード事務局）
■参加方法はHPにて発表 http://www.harajuku-halloween.com ※9月中旬～
＜展開内容＞
①パンプキンパレード： 表参道を交通規制して12歳以下の子ども達の仮装パレードを実施。
②ハロウィーン広場 in 表参道ヒルズ： 表参道ヒルズに休憩・飲食可能エリア、シルバニアファミリー（仮）のステージショ―、特設ブースが登場。
③ハロウィーンメニュー・サービス： 協力店舗で期間限定特別メニュー及びサービスを提供。
④ハロウィーン抽選会： 協力店舗でお買い物やお食事をされたレシート1枚につき¥1,000毎に1回、最大3回まで抽選会に参加可能。
※レシート対象期間は10月1日（木）から10月25日（日）まで ※抽選会場はまちかど庭園
⑤お菓子ラリー： 表参道周辺店舗協力のもと「お菓子ラリー」を実施。
⑥ハロウィーン写真館： ピアザビルアッセンブリーホールにて仮装したお子様をプロのカメラマンが無料で撮影。

＜表参道ヒルズ 施設データ＞
【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
■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：2月22日（月）、23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

