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MEDIA SHIP. 表参道ヒルズ

人気店舗約50 店が参加し新春セールを開催！三が日限定のお得な福袋も！

OMOTESANDO HILLS SALE 2022 WINTER
年末年始にふさわしい「豪華」をテーマにした「極上 MENU」を展開スタート
表参道ヒルズでは元日から 16 日（日）までの 16 日間、
「OMOTESANDO HILLS SALE 2022 WINTER」
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、今シーズンのトレンドアイテムを 30～
60％オフで販売します。また、正月三が日には館内 25 店舗で福袋をご用意します。さらに、2021 年 12 月
27 日（月）から 2022 年 1 月 16 日（日）までの間、館内 10 店舗の飲食店では「極上 MENU」と題した普段
なかなか味わえない「キャビア」「フォアグラ」「トリュフ」などの高級食材を使った特別メニューをご
用意しています。

最大 60％オフの毎年恒例元旦からお得な新春セール開催！個数限定のレアな福袋も登場
当たりが出るとお買物券がもらえる福引で年始初の運試しはいかが？
元日から 16 日（日）までの 16 日間、
「OMOTESANDO HILLS SALE 2022 WINTER」と題した新春セールを開催
いたします。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 30～60％オフで販売します。また、正月三が
日には館内 25 店舗で福袋をご用意します。コスメキッチンビューティからは、ベストセラーアイテムを集
めた 8 点が入った豪華福袋を発売。ワインショップ・エノテカ＆バーからは、福引感覚を楽しめるワインの
福袋が登場。高級ワインが入っているかも？インパーフェクトからは、お店自慢のコーヒー豆とスイーツの
マリアージュが楽しめる福袋をご用意いたします。
さらに、正月三が日に表参道ヒルズ内の物販店舗で 5,000 円（税込）以上お買い上げのお客様に、当たりが
出ると、表参道ヒルズ内でご使用いただけるお買物券がもらえる、福引キャンペーンを展開いたします。
1 等は 10 万円分と豪華な内容となっております！新年初めての運試しをしてみませんか。

OMOTESANDO HILLS SALE 2022

WINTER

■期間

：2022 年 1 月 1 日（土）～1 月 16 日（日）
※一部店舗により異なる
■参加店舗：約 50 店舗
■値下げ率：30～60％オフ
■URL
：
https://www.omotesandohills.com/sp/sale/2022winter/
※12 月 26 日（日）より詳細公開

福袋 2022
■期間

：2022 年 1 月 1 日（土）～1 月 3 日（月）

■参加店舗：25 店舗
■URL

：

https://www.omotesandohills.com/sp/fukubukuro/

コスメキッチン ビューティー （本館 B2F）
7,700 円（15,570 円相当）限定 20 個

ワインショップ・エノテカ&バー（本館 3F）
5,000 円（5,500～46,200 円相当）
10,000 円（11,000～99,000 円相当）
各限定 50 個

インパーフェクト（同潤館 1F）
1,000 円（1,340 円相当）各日限定 10 個
2,000 円（2,860 円相当）各日限定 10 個
※2,000 円の福袋の中身イメージです。

※福袋には、ワイン１本が入っています。
※5,000 円の福袋の中身イメージです。

※福袋の中身画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。
※事前予約販売のみの店舗もございます。詳細は各店舗までお問合せください。

福引キャンペーン
■期間：2022 年 1 月 1 日（土）～1 月 3 日（月）
■福引実施店舗：表参道ヒルズ物販店舗 ※一部店舗を除く
■対象：表参道ヒルズ内の物販店舗で
5,000 円（税込）以上お買い上げのお客様
■当たり：1 等 お買物券 10 万円分、2 等 お買物券 3,000 円分、
3 等 お買物券 1,000 円分、4 等お買物券 500 円分
※1 店舗 1 会計 5,000 円（税込）以上のお買上げが対象となります。合算はできません。

※一回のお会計でお渡しする福引券は 1 枚となります。
※無くなり次第終了となります。
※一部対象外の店舗がございます。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

新年のおでかけは豪華な一品を味わえる表参道ヒルズで決まり
こだわりの詰まった今しか体験できない「極上 MENU」を 10 店舗がご用意！
「OMOTESANDO HILLS SALE 2022 WINTER」の期間中を含む 2021 年 12 月 27 日（月）から 2022 年 1 月 16 日
（日）までの間、「極上 MENU」と題して豪華食材を使ったメニューを展開します。世界三大珍味と言われ
る高級食材の「キャビア」「トリュフ」「フォアグラ」や、「毛蟹」「金目鯛」「ふかひれ」など年末年
始にふさわしい食材を贅沢に使用し、館内 10 店舗のシェフが趣向を凝らしたメニューをご用意いたしま
した。新たな年を迎え高揚感に包まれる年末年始に、ご家族や大切な方と表参道ヒルズで普段なかなか味
わえない「極上」の体験はいかがでしょうか？
■期間：2021 年 12 月 27 日（月）～2022 年 1 月 16 日（日）
■参加店舗：10 店舗
■URL：https://www.omotesandohills.com/sp/gokujyo_menu/ ※12 月 26 日（日）より詳細公開

【蔭山樓】本館 3F
フカヒレ姿ごはんと彩り野菜の海
老そば（ハーフ＆ハーフ）(3,630
円/税込)

【バール ア ヴァン パルタージ
ェ】本館 3F
金目鯛とキャビアのカルパッチョ
(3,000 円/税込)

濃厚な鶏白湯の餡をかけたフカヒレ
姿ごはん。芳香な香りと旨味を纏う
上湯スープに、8 種類以上のカラフル
な野菜と海老のあんかけソバ。毎年
定番の人気メニューを、極上に仕上
げました。
※提供時間：11:00-L.O.14:30
※1 日 15 食限定

極上の代表となるような世界三大珍味
の一つであるキャビアを使用した、
キャビアと金目鯛のカルパッチョ。玄
米とあおさのリゾットの上に、クラム
チャウダーのような魚介類のスープと
数種類のハーブのオイルを使用し磯の
香りを楽しめる一品に。正月らしい限
定メニューで良い年末年始をお楽しみ
ください。※1 日限定 15 食

【37 ローストビーフ】本館 3F
ローストビーフ重 (5,200 円/税
込)
お店のスペシャリテであるロースト
ビーフに、煮穴子やイクラをトッピ
ング。トリュフと柚子胡椒を使った
ソースで和風に仕上げた、年末年始
らしい極上のお重をご用意。追加で
フォアグラをトッピングすれば、更
なる極上感も楽しめます。
※1 日限定 10 食

【やさい家めい】本館 3F
鳥取和牛ときのこ、トマトのすき焼
きとトリュフ土鍋ご飯
(8,789 円/税込)

【フラテリパラディソ】本館 3F
毛蟹とシシリアンルージュのト
マトソース
自家製手打ちパスタ「ピチ」
鳥取和牛をトマトやきのこ、厳選野菜と (3,500 円/税込)
あわせていただくすき焼きは年末年始
にふさわしい一品で、からだの中からヘ
ルシーに温まります。自慢のお野菜を楽
しめる前菜 5 種もセットになったコース
の〆には、トリュフ香る土鍋ご飯をご提
供。
※写真は 2 名様分です
※オーダーは 2 名様より承ります。
※提供時間：17:00-L.O.21:00

蒸して旨味を閉じ込めた毛蟹を丁寧
にほぐし、加熱で甘みが増すシシリア
ンルージュと共に贅沢にソースに。一
本一本手で延ばして作る、コシのある
力強い食感のピチと合わせ、フレッシ
ュな数種類のハーブをアクセントに
仕上げています。※1 日限定 5 食

【築地玉寿司 ささしぐれ】本館 3F
贅沢ご褒美にぎり (7,000 円/税込)

【シビレヌードルズ 蝋燭屋】
本館 3F
お店の人気メニューの中から、大トロ、 海鮮 3 種の麻婆土鍋 (2,500 円/税込)
中トロ、白身、づけまぐろ、光物 2 種、
カニ身、車海老、貝、ウニ、いくら、穴
子一本、トロタク巻と、超贅沢良いトコ
取りのセットをご用意。ボリューム満
点で日本らしい極上感、満足感をお楽
しみください。※1 日限定 5 食

寒い冬にぴったりの海鮮麻婆スープ。蝋
燭屋自慢のシビれるスープにお豆腐、更
に上から天使の海老、蟹、帆立という冬
らしい海鮮にモッツアレラチーズとキ
ヌガサタケを豪華にトッピング。唐辛子
と花山椒をたっぷりきかせたスープで、
体の芯から温まります。
※+150 円で白米か太麺の追加も可能。
※閉店 30 分前 L.O.※1 日限定 15 食

【ゴールデンブラウン】本館 3F
フ ォアグラ ＆アップ ルバー ガー
(2,530 円/税込)
甘めのポートワインソースでソテー
したフォアグラが贅沢に 2 枚も入った
極上バーガー。フレッシュなりんごの
スライスとルッコラで爽やかな食感
と香りを加え、濃厚でありながらさっ
ぱりとした食後感のバーガーになっ
ています。※1 日限定 5 食

【ワインショップ・エノテカ＆バー】
本館 3F
モンドールチーズとグラス・シャン
パーニュのペアリングセット(2,200
円/税込)
ルイ・ロデレールが造る上品な味わいのシ
ャンパーニュに、モンドールチーズを合わ
せた季節を感じるペアリングセット。寒い
季節に造られるこのチーズは、とろりと滑
らかなミルクのコクに針葉樹の香りが重
なり、穏やかな味わいを楽しめます。
※閉店 30 分前 L.O.※1 日限定 10 食

※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。

【インパーフェクト】同潤館 1F
ホワイトストロベリーチョコレー
ト (750 円/税込)
人気商品を使用したホットチョコレ
ートドリンク。ホワイトチョコレー
トの濃厚な甘みとストロベリーの爽
やかな甘みに、ヘーゼルナッツとド
ライストロベリーのトッピングでア
クセントを。期間限定の極上ドリン
クで、心も体も温まります。
※提供時間：11:00-L.O.20:00

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 新年は1月1日（土・祝）11:00から営業となります。また、4日（火）以降は通常営業となります。
2021年12月30日（木）～2022年1月3日（月）は通常営業時間を以下のように変更します。
・2021年12月30日（木）：ショッピング・サービス・カフェ 11:00～20:00／レストラン 11:00～22:00（L.O. 21:00）
・2021年12月31日（金）、2022年1月1日（土・祝）：ショッピング・サービス・カフェ 11:00～19:00／レストラン 11:00～21:00（L.O. 20:00）
・2022年1月2日（日）、1月3日（月）：ショッピング・サービス・カフェ 11:00～20:00／レストラン 11:00～22:00（L.O. 21:00）
・2022年1月4日（火）～（通常営業）：
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

