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MEDIA SHIP. 表参道ヒルズ

100 本のリユース管楽器で装飾された“サステナブルクリスマスツリー”が登場
1 年間頑張ってきたあなたに表参道ヒルズからちょっとリッチなご褒美をご提案！
ここでしか食べられない限定パフェメニュー「ご褒美パフェ」を展開スタート
表参道ヒルズでは 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）の間、
「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2021」と
題したクリスマスプロモーションを展開いたします。本館 吹抜け大階段では 100 本のリユース管楽器で
装飾された未来への願いや希望を込めたクリスマスイルミネーションを「100 twinkle sounds ～未来へ
のファンファーレ～」をテーマに実施いたします。また、館内 8 店舗の飲食店では、厳しい環境下でこの
1 年頑張ってきた自分や大切な人への“ご褒美”をテーマにした「ご褒美パフェ」メニューを展開いたし
ます。

2 年ぶりの実施となるクリスマスイルミネーション
美しいきらめきを放つリユース管楽器 100 本を使ったツリーのテーマは
「100 twinkle sounds ～未来へのファンファーレ～」
今年、2 年ぶりの実施となるクリスマスイルミネーションでは、「100 twinkle
sounds ～未来へのファンファーレ～」をテーマに表参道ヒルズの象徴ともいえ
る吹抜け大階段を、100 本のリユース管楽器を使ったサステナブルクリスマスツ
リーが彩ります。ツリーの装飾には様々な理由で持ち主の手を離れたトランペッ
ト、トロンボーン、サクソフォンなどの本物の管楽器を使用。それらを磨きあげ、
光り輝くオーナメントとしてリユースすることで、音楽を奏でるという役目を終
えた楽器に新しい命を吹き込みます。昨今のコロナ禍では、楽器の演奏を聴く機
会や、誰かと集い空間を共有する機会が減っていますが、一堂に集まった 100 本
のきらめく管楽器を通じて、音楽の楽しさ、人と人との絆、クリスマスの持つ祝
祭感を改めて感じていただければと思います。
イメージ

■装飾概要
高さ約 7ｍとなるツリーには、100 本のリユース管楽器（トランペット、トロンボーン、サクソフォン、
ホルン、チューバなど）
、雲の様な形状のライティングボールの他、メタリックのボールオーナメントやリ
ボンのオーナメント、LED イルミネーションなどを装飾。
20 分ごとに行われる音と光の特別演出（約 2 分間）では、クリスマスソングにあわせ、雲の様な形状のラ
イティングボールや LED イルミネーションが明滅し、吹抜け空間全体が光り輝きます。

■開催概要テーマ ：100 twinkle sounds～未来へのファンファーレ～
期間

：2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）

点灯時間

：11:00～23:00 ※営業時間によって変更となる場合があります。

詳細

：https://www.omotesandohills.com/events/event/2021/007264.html

問い合わせ先：03-3497-0310 （総合インフォメーション）

■デザイナープロフィール
Pranks Inc.

佐藤寧子

Sato Yasuko

Pranks Inc.は、東京を拠点とする空間系のデザイン会社。ユーモアとストーリ
ーのある独自性の高いデザインを生み出すことを信念とし、ショーウィンドウ
やポップアップショップ、店舗空間、ヴィジュアルマーチャンダイジング等に
関するアート・ディレクションとディスプレイ・デザインの活動を専門に実施。
アーティストとのコラボレーションや、文化、自然科学、チャリティなどに関
するテーマに取り組むなど、商業施設の販売促進に留まらない活動で、作品が
コミュニケーションを生むことを目指す。
「日本空間デザイン賞 2020 銀賞」
、
「DDA ディスプレイデザイン大賞 2011」
、
「DSA 空間デザイン金賞 2018 2016 他」等、受賞多数。

自分や大切な人へ 1 年頑張ってきたご褒美にちょっとリッチな大人のパフェはいかが？
表参道ヒルズ人気の 8 店舗が「ご褒美パフェ」を展開！
「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2021」では、「ご褒美パフェ」と題して、この 1 年頑張ってきた自分や大
切な人への“ご褒美”をテーマにした期間限定のパフェメニューを 11 月 11 日（木）～12 月 26 日（日）
の期間で展開いたします。「パフェ」は「完璧な、完全な」というフランス語が言葉の由来と言われてい
ますが、その由来の通り 360 度どこからみてもワクワクする贅沢なフルーツを丸ごと使ったパフェや、子
どもの頃に憧れたいちごたっぷりの王道パフェ、アルコールを使った大人のリッチパフェなど趣向を凝ら
した 8 品をご用意しました。また、なかなか旅行にも行けないご時世の中、少しでも旅行気分やクリスマ
スの特別な時間を味わって頂くことができるよう、各店舗が世界各国をテーマに食材にもこだわりを持っ
て開発しました。
1 年の締めくくりに、自分や大切な人へのプレゼントとして“ご褒美パフェ”はいかがでしょうか？

【37 ローストビーフ】本館 3F

ハワイ

9 種類のフルーツをつかったハワイアンパフェ（1,980 円/税込）
ハワイの朝食の定番アサイーボウルをアレンジし、9 種類のフルーツをふんだん
に使用した鮮やかな見た目が特徴のパフェ。パイナップルのパウンドケーキ、コ
コナッツチュイール、ベリーのマスカルポーネクリーム、アサイーソースは全て
こだわりの自家製。フレッシュなフルーツとあわせて、ハワイ気分を存分に味わ
えます。
※提供時間：終日

【バール ア ヴァン パルタージェ】本館 3F

パリ

洋梨とピスタチオムース、フォアグラアイスのパフェ（2,100 円/税込）
洋梨を丸ごと 1 つ使用し、フランス食材のフォアグラを使ったアイスやマカ
ロンをピスタチオムースに合わせた、甘みと塩気のバランスが特徴のグラス
パフェ。半分に切った洋梨をグラスの上に被せ、飴でコーティングした洋梨
スライスを飾りつけた、遊び心満載の一品です。ジンを使用した柚子ソース
をかけて酸味もプラス。
※お酒が含まれています
※提供時間：14:00～17:00L.O. ※1 日限定 10 食

【ゴールデンブラウン】本館 3F

アメリカ

苺とマスカルポーネのショートパフェ（1,650 円/税込）
360 度どこから見ても苺が見つかる、苺好きにはたまらない子どもの頃の夢
を詰め込んだ“萌え断”パフェ。苺マスカルポーネアイスに加えて自家製の苺
ブラマンジェ、マスカルポーネクリームと苺のピューレで甘さと酸味の絶妙
なバランスを味わえます。アメリカンな雰囲気の店内で、ふと童心に帰るよ
うな懐かしさを感じる一品です。
※提供時間：14:00～ ※1 日限定 10 食

【築地玉寿司 ささしぐれ】本館 3F

日本

茶碗プリンパフェ（700 円/税込）
お寿司屋さんの自家製プリンパフェ。茶碗蒸しの製法で作った、ふんわりとな
めらかな舌触りのプリンに、抹茶アイス・白玉・小豆・黒蜜・栗甘露煮といっ
た日本の甘味をトッピングして和風なテイストに仕上げました。お寿司を食べ
終わった後にピッタリの小ぶりなお茶碗サイズで、食後にもう 1 つのご褒美を
お楽しみください。
※提供時間：終日 ※1 日限定 5 食

【フラテリパラディソ】本館 3F

イタリア

Zuppa Inglese（ズッパ イングレーゼ）
（単品 1,950 円/税込、ワインペアリング付 2,500 円/税込）
イタリアの伝統的なデザート「ズッパ イングレーゼ」をパフェ風にアレンジ。
フィレンツェで生まれた深紅色のリキュール「アルケルメス」に浸したビスコ
ッティとマスカルポーネを使用したカスタードクリームの内側に、たくさんの
ベリー類を忍ばせて、ご褒美感のある一品に。スパークリングワインとの相性
も抜群です。
※お酒が含まれています
※提供時間：終日 ※1 日限定 10 食

【ワインショップ・エノテカ＆バー】本館 3F

ポルトガル

ポートワインのアフォガードパフェ フォンダンショコラを添えて ボルドー
（1,650 円/税込）
サクサク食感のグラノーラの上にバニラとピスタチオのアイスクリームを合
わせ、濃厚な味わいのフォンダンショコラをのせた温かくとろけるパフェ。仕
上げに「ポルトガルの宝石」と呼ばれる 20 年熟成した豊かな香りが特徴の甘
いポートワインをたっぷりとかければ、1 つで 2 度美味しい味の変化も楽しめ
ます。
※お酒が含まれています
※提供時間：終日 ※1 日限定 10 食

【コスメキッチン アダプテーション】本館 B2F

イタリア

ピスタチオとラズベリーのウィンターリッチパフェ
（単品 2,398 円/税込、アッサムティー付 2,695 円/税込）
自家製のピスタチオクリームやピスタチオアイスクリーム、ラズベリージャム
をメインにイタリアをイメージしたヴィーガン＆グルテンフリーのスペシャ
ルパフェ。大麦グラノーラや米粉のグルテンフリーケーキ、フレッシュラズベ
リーなど厳選した素材で甘酸っぱくヘルシーな、この冬ならではの贅沢パフェ
です。
※提供時間：終日 ※11 月 10 日～12 月 31 日まで提供

【インパーフェクト】同潤館 1F

南米

洋梨香るショコラパフェ（1,100 円/税込）
洋梨のジュレとチョコレートをメインに、人気商品を掛け合わせた
「imperfect」自慢のオリジナルパフェ。ジュレの洋梨には、傷がついたり生
産調整で捨てられる果物を使用し、食品ロスの削減にも取り組んでいます。
キャラメルケーキやグレーズドナッツなども詰め込み、一口食べるごとに変
わる食感もお楽しみください。
※テイクアウト可能
※提供時間：終日

※「ご褒美パフェ」詳細：https://www.omotesandohills.com/sp/parfait/
※提供時間は店舗によって異なります。各店舗までお問合わせください。
※新型コロナウイルスの影響により、休業および営業時間、提供時間等が変更になる場合がございます。

館内イベント情報
＜参考＞ 表参道ヒルズ情報
BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3
本館 B3Ｆのイベントスペース、スペース オーでは 12 月 4 日（土）から 12 月 9 日（木）までの期間中、「BE@RBRICK
WORLD WIDE TOUR 3」を開催。全高約 70cm の 1000％ BE@RBRICK をキャンバスに、世界中のトップクリエイターたちが
創造性あふれる発想でデザインを手がけた作品の数々を、一挙に展示するイベントです。
【開催概要】
期間：12 月 4 日（土）～12 月 9 日（木）11：00～21：00（日曜日は 20：00 まで）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、営業時間帯等が変更となる場合がございます。
詳細は、事前に表参道ヒルズ HP 等をご確認ください。
入場料：200 円（税込）
MEN'S & LADIES'
入場制限：新型コロナウイルス感染拡大防止、及び会場での混乱・トラブル防止のため、
会期中全ての日程に関して、WEB 上での事前抽選による時間帯ごとの入場制限を実施させていただきます
お問い合わせ：03-3460-7555（メディコム・トイ ユーザーサポート） ※平日 11：00～18：00
※参加アーティストやチケット抽選等の詳細はメディコム・トイ オフィシャルブログをご覧ください。
http://www.medicomtoy.tv/blog/
＜参考＞ 表参道ヒルズ情報
Jo Malone London A star-bright adventure ポップアップイベント
2021 年 12 月 16 日（木）から 12 月 25 日（土）までの期間、本館 B3F スペース オーにて、ジョー マローン ロンド
ンのポップアップイベントを開催します。会場では、ご来場のお客様にお楽しみいただけるプレゼント企画のほか、ク
リスマスならではのワークショップ、フォトスペースなどのコンテンツをご用意し、お客様にクリスマス気分を楽しみ
ながらブランドの世界観と香りのアイテムをご体験、ご購入いただける特別な時間をご提供します。
また、ポップアップイベントに先駆けて 12 月 6 日（月）からはジョー マローン ロンドンが制作するクリスマスツリ
ーを本館 メインエントランスで展示し、より多くのお客様にクリスマスの喜びと香りのあるライフスタイルをご体験
いただける機会をご用意します。
イベント名：Jo Malone London A star-bright adventure ポップアップイベント
開催期間 ：2021 年 12 月 16 日（木）～2021 年 12 月 25 日（土）
※開催時間は未定
場所
：本館 B3F スペース オー
料金
：無料
※コロナウイルスの感染状況により入場方法等は変更となる可能性がございます
イベント名：Jo Malone London クリスマスツリー（仮）
開催期間 ：2021 年 12 月 6 日（月）～12 月 25 日（土）
場所
：本館 メインエントランス
お客様からのお問い合わせ先

Tel: 0570-003-770（ジョー マローン ロンドン お客様相談室）

＜参考＞ 表参道ヒルズ情報
OMOTESANDOHILLS CHRISTMAS MENU 2021
表参道ヒルズの飲食店では、クリスマスの特別コース・メニューを展開しております。
この時期しか味わうことのできない特別なお料理を、ぜひお楽しみください。
参加店舗：蔭山樓、37 ローストビーフ、バール ア ヴァン パルタージェ、
フラテリパラディソ、やさい家めい、コスメキッチンアダプテーション、
ワインショップ・エノテカ＆バー
※詳細は各店舗までお問合せください。

＜参考＞ 表参道エリア情報

表参道イルミネーション 2021
今年 は 、「人 々 の 幸 せ を 願っ て 感謝 と 希望 の あか りを 心 に 灯 す 」を
テー マ に、 2 年ぶ り に ケ ヤキ 並 木約 1km が 約 90 万球の LED で
照らされます。
イベント名 ： 表参道イルミネーション 2021
開 催 日 時 ： 2021 年 12 月 1 日（水）～12 月 26 日（日）

日没～22:00（予定）

※低木への装飾は 2021 年 12 月 27 日（月）～2022 年 1 月 5 日（水）まで実施

場
所 ：
主
催 ：
特別協力
：
後援（予定）
：
協力（予定）
：

神宮橋交差点～表参道交差点
商店街振興組合原宿表参道欅会
明治神宮
渋谷区／渋谷区観光協会／東京商工会議所渋谷支部
原宿神宮前まちづくり協議会／神宮前地区町会連合会／原宿警察署懇親会／
原宿防犯協会／原宿交通安全協会／原宿地区美化推進委員会／
表参道ヒルズ／東急不動産／ラフォーレ原宿／GYRE／日本看護協会／
日本ガーディアン・エンジェルス／green bird
お 問 合 せ ： 原宿表参道欅会 03-3406-0988
U
R
L ： https://omotesando.or.jp/illumi/

森ビル独自の感染拡大防止に向けた取り組み
表参道ヒルズでは、新型コロナウイルスの感染の予防と拡大防止のため、予防対策を徹底し営業しています。
お客様とスタッフの安心安全を目的とした予防対策を徹底し営業いたします。

ご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご来訪のお客様へのお願い
・

マスク着用のご来館をお願いいたします。

・

手洗いおよび消毒の実施をお願いいたします。

・

フィジカルディスタンスの確保にご協力ください。

・

体調不良や発熱がある場合はご来館をお控えください。

詳細はこちらをご参照ください。
https://www.omotesandohills.com/events/topic/2020/006491.html

＜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
■営業時間
ショッピング・サービス・カフェ 11:00～21:00 日曜～20:00／レストラン 11:00～23:00（L.O. 22:00） 日曜～22:00（L.O. 21:00）
※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、営業時間は月～土と同じになります。
※日曜日を含む連休最終日の営業時間は日曜日と同じになります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、営業時間等が変更となる場合がございます。ご来館前に公式ウェブサイトをご確認ください。

■休館日
不定休（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

＜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（プラチナム内）：岩崎・廣谷・田中・鵜川・針谷
TEL：03-5572-6072 MAIL：omotesandohills_pr@vectorinc.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：本堂 TEL：03-3497-0292

