報道関係社各位
2017 年 12 月 15 日
森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS SALE 2018 WINTER
◆新春セール
： 1 月 1 日（月・祝）～1 月 14 日（日） 30～50％（最大 70％）オフ
◆福袋
： 1 月 1 日（月・祝）～1 月 3 日（水）
◆紅白福メニュー ： 1 月 1 日（月・祝）～1 月 14 日（日）

ピクサス ザ ストア福袋

バール ア ヴァン パルタージェ 紅白福メニュー

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

■新春セール・福袋
元日から 14 日（日）までの 14 日間は、「OMOTESANDO HILLS SALE 2018 WINTER（表参道ヒルズ
セール 2018 ウィンター）」と題した新春セールを開催。館内の人気店舗約50 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、雑貨類まで、今シーズンのトレンドアイテムを
30～50％（最大 70％）オフで販売します。
また、正月三が日には、約 40 店舗で約 1,700 個の福袋を販売します。"大人顔負けのキッズオンリーストア"
がコンセプトの「ピクサス ザ ストア」（本館 B2F）では、今シーズンのアウター入りの、すぐに使えるアイテムを
詰めた福袋を販売。また、スタイリッシュかつユニークな商品で新たなライフスタイルを提案する「タン」（本館
B2F）では、ベストセラープロダクトが勢揃いするお得な福袋を販売します。
■紅白福メニュー
元日から 1４日（日）まで、レストラン・カフェ 13 店舗で、おめでたい食材をふんだんに使用した「紅白
福メニュー」を展開。「バール ア ヴァン パルタージェ」（本館 3F）では、和牛もも肉のローストビーフや甘鯛の
うろこ焼きなど、高級食材を贅沢に使った豪華なランチプレートが登場。「コスメキッチン アダプテーション」 （本館
B2F）では、有機栽培の小豆と金時豆に紅白餅と栗を入れ、さらに高い美容効果が話題のスーパーフード
「ゴジベリー（クコの実）」と「キヌアパフ」を添えたおしるこを提供します。
■新春ライブパフォーマンス・獅子舞披露
1 月 1 日（月・祝）には、日本画家の「ヒカリタケウチ」と津軽三味線奏者の「岩田桃楠」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。
さらに、正月三が日には、福袋をお買い上げ、または紅白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：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

OMOTESANDO HILLS SALE 2018 WINTER
■期間：

2018 年 1 月 1 日（月・祝）～1 月 14 日（日）
※一部店舗により異なる

■値下率：
30～50％（最大 70％）オフ
■参加店舗： 約 50 店舗

福おみくじ抽選会
正月三が日に福袋をお買い上げ、または紅白福メニューをご注文いただいた方に、グランド ハイアット 東京
のお食事券や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、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（はずれ無し）を開催します。福おみくじ抽選券 [赤い
おみくじ（税込 5,400 円以上）] 、[白いおみくじ（税込 5,400 円未満）] は対象店舗よりお渡しします。
■期間：

2018 年 1 月 1 日（月・祝）～1 月 3 日（水）
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＞
日本画家の「ヒカリタケウチ」と津軽三味線奏者の「岩田桃楠」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います。
■日時： 2018 年 1 月 1 日（月・祝）
12：30～／14：00～／16：00～（各回約 20 分）
■会場： 本館 吹抜け大階段
＜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。見物はもちろん、頭を噛んでもらいご利益を授かることも
できます。
■日時： 2018 年 1 月 1 日（月・祝）～1 月 3 日（水）
11：00～／13：30～（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：

2018 年 1 月 1 日（月・祝）～1 月 3 日（水）
約 40 店舗で約 1,700 個の福袋を販売

＜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

ピクサス ザ ストア （本館 B2F）
16,200 円（60,000 円相当）

ジュンハシモト （本館 2F）
108,000 円（300,000 円相当）

今シーズンのアウターや、すぐに使えるニット、デニム
など着まわしがきくアイテムが入った、大変お買得な福袋
です。

トータルコーディネートを重視し、厳選した商品力が魅力の
福袋。シンプルながらもお洒落さが光るアイテムが冬の装
いをワンランクアップしてくれること間違いなし。

※限定 10 個（男の子）

※限定 10 個（メンズ）

ライフスタイル

ビューティ

ボーズ・ダイレクトストア （本館 B3F）
30,000 円（55,080 円相当）

タン （本館 B2F）
10,800 円（20,628 円相当・商品数 7 点）

手のひらサイズの本格サウンドでおなじみ、ボーズ
のワイヤレススピーカーSoundLink MiniⅡと、圧倒的
な高音質と快適さを両立したワイヤレスイヤホン
SoundSport Pulse（チャージングケース付き）がセット
に。 ※限定 20 個

タンのベストセラープロダクトが勢揃いする福袋は、5,400円
（商品数5 点）と 10,800 円（商品数7 点）の 2 種類をご用意。
素敵な香りでハッピーな新年をお迎えください。
※5,400 円の福袋は限定 50 個／10,800 円の福袋は限定 40 個
※写真は 10,800 円の福袋を掲載

ビューティ

インナビ （本館 B2F）
5,400 円（16,961 円相当）
マヌカハニーを中心に、ティータイムからディナー
まで1日を通してお楽しみいただける健康サポート食品
を詰め合わせました。
※限定 10 個

コスメキッチン ビューティー （本館 B2F）
5,400 円（18,662 円相当）
人気商品ばかりが入った、すぐに使える毎年大好評の
ラッキーバッグ。オーガニック初心者でも使いやすい
アイテムを取り揃えました。
※限定 50 個

紅白福メニュー
■期間：
2018 年 1 月 1 日（月・祝）～1 月 14 日（日）
■参加店舗： レストラン・カフェ 13 店舗 ※一部、提供期間・時間が異なる店舗あり
※全て税込
フード

蔭山樓 （本館 3F）
名物鶏白湯塩そばと TANTAN 麺の
ハーフ＆ハーフ 1,620 円

京 お野菜バル めい （本館 3F）
新春松花堂弁当「福小町」
1,790 円

蔭山樓名物「鶏白湯塩そば」と、ヘーゼル
ナッツ風味の「TANTAN 麺」のハーフサイズ
セット。2 種類の麺で紅白を表現した、新春
にピッタリのおめでたいメニューです。

京都をイメージしたお正月の限定メニュー。
新鮮な旬の食材を丁寧に仕上げた、見た目
も美しいおばんざいが楽しめる、満足度の
高い一膳です。

※1 日限定 10 食

※提供時間 11：00～L.O.16:00

シュペッツレ カフェ&ワイン（本館 B3F）
牛フィレ肉とフォアグラのポワレ ドイツ風
ベリーソース お正月 Ver. 3,456 円
牛フィレ肉とフォアグラをポワレして旨味を
引き出し、ベリーソースでまとめた逸品。
シュヴァルツヴァルト（黒い森）地方の豊かな
自然をイメージした豪華なひと皿です。
※1 日限定 5 食

37 ローストビーフ （本館 3F）
37 Roast Beef スペシャルコース
4,500 円
定番のローストビーフ 100g に、オマール
海老をプラス。チョップドサラダ、デザート、
コーヒーまたは紅茶がセットになった特別
コース。
※1 日限定20 食 ※提供時間17:30～L.O.21：00

ゴールデンブラウン （本館 3F）
猪鹿ジビエバーガー 2,160 円
鹿フィレのパティに、イノシシのベーコン、
スモークチーズ、マッシュポテト、
ブルーベリーソースを合わせた究極の
ジビエバーガー（サラダ付き）。
※1 日限定 5 食 ※提供時間 15：00～

バール ア ヴァン パルタージェ （本館3F）
めでたい新春ランチプレート 2,700 円

築地玉寿司

和牛もも肉のローストビーフや、甘鯛の
うろこ焼きなど、高級食材を贅沢に使った
豪華なランチプレート。見目鮮やかで
ボリュームも満点です。

本マグロの中トロ 2 貫、白身、帆立、数の子、
ボタンエビ、ズワイガニ、ウニ 、イクラ、
江戸前穴子の一本握りに、有機野菜のサラダ、
茶碗蒸し、お椀が付いた豪華ラインナップ。
旬の食材をお楽しみください。

※1 日限定 10 食
※提供時間 11：00～L.O.14：00

やさい家めい （本館 3F）
新春の畑「福御膳」 2,490 円
一番人気メニュー「季節の御膳」を、お正月
の特別仕様にしつらえた逸品。契約農家
直送の新鮮野菜をたっぷりとって、健康的
な新年を迎えましょう。
※提供時間 11：00～L.O.16:00

ささしぐれ （本館 3F）
祝福ずし 4,860 円

※1 日限定 20 食

ドリンク

アルコール

タリーズコーヒー （西館 B1F）
クラッシュキャラメル抹茶ラテ
S サイズ 540 円

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F）
メイユル・ヴー 1,100 円

香り高い抹茶ラテに、コクのあるまろやか
なホイップクリームとチョコソースを添え、
カリカリとした食感のキャラメルチップを
トッピング。ほろ苦さと甘さが絶妙です。

名が付いた、金箔入りのショコラショー
（ホットチョコレート）。一年の幸福を願いな
がらじっくり味わえば、心の底から温まりま
す。

はせがわ酒店 （本館 3F）
十四代 本丸 角新 新酒（塗枡付き）
フランスの新年の挨拶「メイユル・ヴー」の 1,000 円
新酒の華やかな香りと、心地良い旨みが
秀逸なプレミアム銘柄の日本酒を、十四
代のロゴ入りオリジナル塗枡で味わえる、
新年ならではのサービス。塗枡はお持ち
帰りいただけます。
※先着 50 杯限定なくなり次第終了

スイーツ

コスメキッチン アダプテーション （本館B2F） ジャン=ポール・エヴァン （本館1F）
有機小豆と金時のおしるこ 1,490 円 ムニュ ボナネ 1,383 円
てんさい糖でじっくり炊いた有機栽培の
小豆と金時豆に紅白餅と栗を入れ、美容に
うれしいスーパーフード「ゴジベリー」と
「キヌアパフ」を添えたおしるこ。金箔が新年
の華やかさを彩ります。食後に有機番茶
つき。

ジャン=ポール・エヴァン創業 30 周年を記念
し年末年始限定で提供するボンボン ショコラ
「アール デコ」2 種とお好きなドリンクをセット
でお楽しみいただけます。
※イートインのみ（提供期間12/29～1/13）
※1 日限定15 食

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（月・祝）10:30から営業します。
2017年12月31日（日）～2018年1月3日（水）は通常営業時間を以下のように変更します。
・2017年12月31日（日）
・2018年1月1日（月・祝）～1月3日（水）
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 11:00～21:30（L.O. 20:30）
レストラン 11:00～22:30（L.O. 21:30）
カフェ 11:00～19：00
カフェ 10:30～20:00
・2018年1月4日（木）～
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 ： 2018年2月19日（月）、20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

