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大人気スイーツブランドの限定メニューや子供も大人も楽しめるワークショップで、ハロウィーンを満喫しよう！

表参道ヒルズ ハロウィーン情報 2016
表参道ヒルズでは、秋の一大イベントハロウィーンを一足早くお楽しみ頂けるよう、たくさんの仕掛けをご用意します。
館内の対象カフェでは、ハロウィーンをイメージして各店が新たに考案した、大人のための本格的な「ハロウィーン
スイーツ」を展開。本館1F「ユーゴ アンド ヴィクトール」では、かぼちゃをたっぷり使用したハロウィーン仕様のフランス
伝統菓子“バシュラン”、本館B1F「トラヤカフェ」では、かぼちゃ形のビスケットやかぼちゃのアイスクリームでハロウィーン
気分を感じられる、特製あんを使ったデザートプレートが登場します。また、本館1F「マックス ブレナー チョコレートバー」
では、かぼちゃを練り込んだクレープ生地を細長くカットしてパスタに見立てた新感覚デザート“クレープパスタ”を展開
します。その他、本館B2F「キッズの森」では、子供から大人まで楽しめるワークショップを開催。バルーンで作る「魔法の
杖」や、ガチャガチャのカプセルの廃材を利用した「マラカス」作り、チェコのアニメキャラクター 森の妖精「アマールカ」の
マスコット作りを実施します。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。
表参道ヒルズだけの限定スイーツやイベントを体験して、ハロウィーンを存分に満喫してください！

● ハロウィーンスイーツ
ユーゴ アンド ヴィクトール （本館1F）
かぼちゃのバシュラン（セットドリンク付き）
￥1,150 （税込￥1,242）
メレンゲに アイ ス クリ ー ムや フ ルーツを組み合わせたフランスの伝統菓子
「バシュラン」が、ハロウィーン仕様になって表参道ヒルズ店限定で登場。かぼ
ちゃ・ラムレーズン・アーモンドを混ぜたメレンゲアイスの上に、かぼちゃソースと
生クリーム、三角形のチョコレートをトッピング。プレートにはストロベリーソース
とかぼちゃ＆ハチミツのソースを敷き、更に外側にもかぼちゃのソースでデコ
レーションしました。一流レストランのアシェットデール（皿盛りデザート）をカフェ
で気軽にお楽しみ頂けるチャンスです。（ドリンクはコーヒーやカプチーノなど7種
類から選択可） ※提供期間 10/1（土）～10/31（月）
※提供時間 11：00～L.O.20：30（日～L.O.19：30）

トラヤカフェ （本館B1F）
ハロウィンデザートプレート
￥1,150 （税込￥1,242）
とらや特製のあんを使ったお菓子の盛り合わせ。和栗とチョコレートのフォンダン、
あずきとカカオのフォンダン（いちじくのコンポート添え）、あずきとカカオのガトー
（ジンジャークリーム添え）がお楽しみ頂けます。かぼちゃ形の薄焼ビスケットに
はあんペーストをつけて、かぼちゃと白あんの豆乳アイスクリームにはこしあん
ソースをかけてお召し上がりください。
※提供期間 9/16（金）～11/1（火）
※提供時間 11：00～L.O.20：30（日～L.O.19：30）

マックス ブレナー チョコレートバー （本館1F）
ジャック・オ・ランタン クレープパスタ
￥1,296（税込￥1,400）
クレープ生地を細長く切ってパスタに見立てた新感覚デザートが、
ハロウィーン限定で登場。かぼちゃを練り込んだクレープとバニラ
アイス、チョコレートをフォークにまきつけ、パスタのようにお召し
上がりください。 ※提供期間 10/1（土）～10/31（月）
※提供時間 11：00～L.O.22：00（日～L.O.21：00）

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：川手・森本・木暮 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

● ワークショップ

場所 ： 本館B2Ｆ キッズの森

10月1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です。
※画像の3種のうち、お好きな1種を選んで作ります。
■日時： 10月1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5分前～
■定員数： 各回10名様 ※先着順
■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）

10月9日（日）
ハロウィーンだけど、ガチャガチャ陽気にマラカス作り！
キッズの森HP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、ガチャガチャのカプセルの廃材を使ったマラカス作りのワークショップ
を開催します。マラカスの中には綺麗なビーズを入れ、外側にはシールを貼ったり絵を
描いたりとお好きにアレンジできます。最後は完成したマラカスを転がして、得点を競う
ゲームも行います。
■日時： 10月9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名様 ※参加希望者多数の場合は抽選
■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）

10月22日（土）
アマールカのやわらかマスコットづくりワークショップ
キットを使って、チェコアニメの人気キャラクター 森の妖精「アマールカ」のマスコットを
作るワークショップを実施します。ワークショップの後は、アマールカのドレスと花かん
むりを身につけての“なりきり撮影会”も開催。ハロウィーン気分を楽しみましょう。
■日時： 10月22日(土) 11：30～、14：00～、16：00～ （各回約45分）
■対象年齢： 特に無し ※大人1名での参加や親子での参加も可
■定員数： 各回6名様 ※ご予約の方優先
■参加費： 1,000円（税込）
■ご予約・問合せ： http://ameblo.jp/a-a-agallery/entry-12196970376.html

● イベント

場所 ： 本館B3F スペース オー

10月30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2016」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30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://omotesando.or.jp/halloween/

〈参考情報〉

原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード2016
今 年 で 34 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30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://omotesando.or.jp/halloween/ ※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（土）から10月30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。

＜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
【Instagram】omotesandohills_official 【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：2017年2月20日（月）、21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

