
 

 
 

 

 

 

 

報道関係各位 

2018 年 2 月 26 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

表参道ヒルズ開業 12 周年 
～話題のドメスティックブランドを中心に、新規 7 店舗・リニューアル 1 店舗がオープン～ 

  

表参道ヒルズは、2018 年 2 月 11 日（日・祝）に開業 12 周年を迎えました。これを機に、3 月 2 日（金）より順次、

新規 7 店舗、リニューアル 1 店舗をオープンします。 

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、話題のドメスティックブランドを中心に、大人の男女に向けた“ファッション

の情報発信力”を更に強化。日本国内のみならず、世界中のお客様に向けて、最先端のトレンドを生み出す日本

のファッションの中心地としての存在感をアピールするとともに、より一層進化を続けてまいります。 

 

 NEW OPEN 7 店舗  

- 「CELFORD」  

- 「ＣＩＲＯＩ」  

- 「FreePark」 

- 「HORN GARMENT」  

- 「SOLANA CAFÉ by REC COFFEE」 

- 「ワインショップ・エノテカ & バー」 

- 「Y’s」 
 

 RENEWAL OPEN 1 店舗  

- 「AHKAH」 
 

3 月 2 日（金）には、ファッション 1 店舗が新規オープン。「CELFORD」は、“THE FIRST LADY”をコンセプトに、 

大人の女性の大切なシーンを彩るアイテムを展開します。 

3 月 3 日（土）には、ファッションやライフスタイル 3 店舗に加え、バー、カフェなど、ショッピングと一緒にお楽しみ

いただける新規5 店舗がオープンします。「ＣＩＲＯＩ」は、シンプルをベースに力強く生き抜く女性のシティスタイルを提案。

細部までこだわり抜いたデザイン性のあるシャツ、ブラウスを種類豊富に取り揃えています。「FreePark」は、1 点モノ

など特別な雑貨を取り揃えるほか、食器、アクセサリー、バッグなどをテーマに期間限定イベントも開催予定です。

従来のサーフウェアにはない上質さを備えたアイテムを提案する「HORN GARMENT」には、2 年連続ジャパンバリスタ

チャンピオンシップのチャンピオンに輝いた「REC COFFEE」が都内で初めてプロデュースする「SOLANA CAFÉ by 

REC COFFEE」が併設されており、ショッピングの合間に最高の一杯をお楽しみいただけます。「ワインショップ・  

エノテカ & バー」は、定番ワインのみならず、カリフォルニアやオーストラリアなどニューワールドワインを含む      

約 500 種類を展開。中央に設置されたバーコーナーにて、気軽に本格ワインをお楽しみいただけます。 

4 月 19 日（木）には、日本を代表するファッションデザイナー・山本耀司が設立した「Y’s」の旗艦店がオープンし

ます。メインライン「Y’s」を中心に、「Y’s PINK」、「RISMAT by Y's」、「MICHIKO by Y's」など現在 Y’s が展開する 

7 ライン全てを揃える世界初のフラッグシップショップであると同時に、これからの Y’s を発信するスペースとして  

イベントや新しい提案を行います。 

また、3 月 3 日（土）には、2017 年に 20 周年を迎えたジャパンメイドのジュエリーブランド「AHKAH」が店舗面積を

約 2 倍に拡大しリニューアルオープンします。AHKAH の代名詞である華奢で繊細なジュエリーや、メンズジュエリー

も取り揃えます。 

 ＜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 



 

【店舗リニューアル情報】 

 

 

 

 
 

“THE FIRST LADY”をコンセプトに、気品あふれるエレガンスの中に少しだけ遊び心を潜ま
せてオリジナリティを追求したファッションブランド。キーアイテムは、素材とシルエットにこだ
わったフィット＆フレアのドレス。大人の女性の大切なシーンを彩るアイテムを、ドレスを中心
にアウター、ジャケット、ニット、ボトムス、バッグやシューズ、アクセサリーなどの小物まで、充実
したラインナップでお届けします。 
 
[業態] レディス ファッション   [フロア] 本館 B1F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社マッシュスタイルラボ 03-5778-2165 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
シンプルなスタイルは、誰もが持ち合わせる美を引き出し、個々の世界観が加えられることに
より、さらに深く上質なものになります。「CIROI」では、シンプルをベースに、リッチなこだわり
を品質やディテールで魅せ、力強く生き抜く女性のシティスタイルを提案。爽やかでヘルシー
な色気とともに、アクティブな女性の活躍シーンを彩ります。表参道ヒルズ店では、細部まで
こだわり抜いたデザイン性のあるシャツ、ブラウスを種類豊富に展開します。 
 
[業態] レディス ファッション   [フロア] 本館 B2F 
[運営会社（問合せ先）] 株式会社エゴイスト 03-5772-2813 

 

 

 

 

 
コンセプトは、“ちょっと贅沢 ～いいモノでつながる空間と生活～”。
デザインやアートが優れていたり、伝統を継承していたり、「人」の作った
「モノ」の価値を感じられる、今までに見たことのないような商品を展開し
ています。また、お客様が何度来ても、いつ来ても楽しんでいただける
よう、その時にしか手に入らない１点モノや限定モノも販売。価値のある
モノだからこそ、ギフトにおすすめの商品を取り揃えています。食器、 
アクセサリー、バッグなどをテーマにした期間限定のイベントも開催予定
です。暮らしの中に花が咲くような、そんな特別な 1 点を見つけていただ
けます。 
 
[業態] デザイン雑貨   [フロア] 本館 B2F 
[運営会社（問合せ先）] 有限会社エクセレントグッズ 03-5433-3367 
 
 
 
 

＜オープン特典＞ 
■3,240 円（税込）以上お買い上げの先着 15 名様に、発汗＆トリートメント 
美容浴を提唱するブランド「ソーク ソサエティ」のローズの花びら入り 
バスソークをプレゼントします。 

NEW OPEN (7 店舗) 

 
CELFORD 表参道ヒルズ店 （セルフォード オモテサンドウヒルズテン） 

3 月 2 日（金） NEW OPEN  

 
FreePark （フリーパーク） 

3 月 3 日（土） NEW OPEN 

LADIES’ FASHION 

LIFESTYLE 

 
ＣＩＲＯＩ 表参道ヒルズ （シロイ オモテサンドウヒルズ） 

3 月 3 日（土） NEW OPEN  
LADIES’ FASHION 

＜オープン特典＞ 
■表参道ヒルズ店限定商品を販売 
・サテンタックドレス 各 27,000 円（税込） 
光沢感とボリュームのあるシルエットの V 空きのワンピースドレス。
フィット＆フレアのシルエットがボディラインを美しく見せてくれる 
一枚。華やかなレッドとクラシックなグレーの 2 色を展開します。 



 

 

 

 

素材選び、仕上がりに至るまでこだわり抜いたデザインとクラフトマンシップで 
従来のサーフウェアにはない上質なサーフアパレルを実現させました。
“Happiness&Freedom”をテーマに、余裕ある大人のライフスタイルカジュアルを 
提案し続けています。 
 
 
[業態] メンズ&レディス ファッション   [フロア] 本館 B3F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社キューブ 03-6427-0791 
 
 
 

 

 

“BEACH HOUSE”がテーマのエントランススペースから続くコーヒースタンドは、2 年連続 
ジャパンバリスタチャンピオンシップのチャンピオンに輝いた「レックコーヒー」が都内で初めて
プロデュース。豆からカップに入るまでをモットーに、スペシャリティコーヒーをご提供します。
コーヒーの感動体験を記録する場として、レクリエーションの場として、お客様に最高の一杯を
お届けします。併設するホーンガーメントでショッピングを楽しみながらご利用いただけます。 
 
[業態] カフェ   [フロア] 本館 B3F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社キューブ 03-6427-0791 
 

 

 

 

 

フランスやイタリア産のワインをはじめ、表参道ヒルズ店ならではの特徴として、カリフォルニア
やニューヨーク、オーストラリア、ニュージーランドなどのニューワールドワインを充実。専門店
ならではの厳選ワイン、約 500 種類を品揃えします。店舗中央には、円形のバーコーナー
（全 7 席）を設置。3 メートル以上の高い天井の壁一面にワインが並ぶ光景は、まるで    
ライブラリーを思わせるような洗練された空間です。“表参道 Apero（アペロ）”をメインコンセプト
とし、気軽にワインをお楽しみいただけるメニューとして「アペロシャンパーニュ（税込1,080円
と税込 2,160 円の 2 種類）」をご用意するほか、“エノテカ・ワインレッスン”をコンセプトに、 
ワイン初心者やワインの知識を身に着けたいお客様が、無理なく楽しみながらワインに 
親しんでいただけるバーメニューも提供します。 
 
[業態] ワインショップ＆バー   [フロア] 本館 3F   
[運営会社（問合せ先）] エノテカ株式会社 03-3280-6572   

 

 

 

 

 
日本を代表するファッションデザイナー・山本耀司が設立した、ヨウジヤマモト社の旗艦
ブランド「Y’s」。表参道ヒルズ店は、メインライン「Y’s」を中心に、現在 Y’s が展開する
「Y’s PINK」、「RISMAT by Y's」、「MICHIKO by Y's」などの 7 ライン全てを揃える世界初
のフラッグシップショップであると同時に、これからの Y’s を発信するスペースとして様々
なイベントや新しい提案を行います。 
 
[業態] レディス ファッション   [フロア] 西館 1F・B1F  
[運営会社（問合せ先）] 株式会社ヨウジヤマモト 03-5463-1500（広報宣伝部） 
 
 

 
ワインショップ・エノテカ & バー 表参道ヒルズ店 

3 月 3 日（土） NEW OPEN  

WINE SHOP & BAR 

 
Y's （ワイズ） 

4 月 19 日（木） NEW OPEN     

 
HORN GARMENT （ホーンガーメント） 
3 月 3 日（土） NEW OPEN     MEN’S & LADIES’ 

FASHION 

 
SOLANA CAFÉ by REC COFFEE （ソラナカフェ バイ レックコーヒー） 
3 月 3 日（土） NEW OPEN     

CAFE 

LADIES’ FASHION 



 

 
 
  
 
 
 
2017 年に20 周年を迎えたジャパンメイドのジュエリーブランド。美術的な表現に    
ファッションの感性を融合させた“世代や国境、時代を超えて愛されるジュエリー”を  
コンセプトにしています。今回、店舗面積を約 2 倍に拡大し、生まれ変わります。ブランド
カラーである白、ネイビー、ゴールドを基調とした店内で、ゆっくりとお買い物を楽しんで
いただけます。「AHKAH」の代名詞である華奢で繊細なジュエリーや、“the gentle man”
がテーマのメンズジュエリーコレクション「AHKAH HOMME<アーカーオム>」、ブライダル 
コレクション「AHKAH mariage<アーカーマリアージュ>」を豊富に展開。ジュエリーボックス
のような遊び心がつまった、洗練された上質な空間をお楽しみください。 
 
[業態] ジュエリー   [フロア] 本館 B1F 
[運営会社（問合せ先）] 株式会社アーカー 03-6427-9439（プレス担当） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RENEWAL OPEN (1 店舗) 

＜リニューアルオープン特典＞ 
■表参道ヒルズ店限定商品を販売 
・フィルージュリアンスウェイネックレス 43,200 円（税込） 
・フィルージュリアンネックレス 62,640 円（税込） 
・プチポワソンリング 96,120 円（税込） 
■54,000 円（税込）以上お買い上げのお客様にオリジナル 
ミラーをプレゼントします（数量限定）。             

 
AHKAH 表参道ヒルズ店 （アーカー オモテサンドウヒルズテン） 

JEWELRY 
3 月 3 日（土） RENEWAL OPEN  

＜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  

【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。  

※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。 ※3月2日（金）はイベント開催につき、通常営業は15：00までとなります。 

■休館日  

無休（年3日休館日あり） 

■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 

プチポワソンリング 


