
 

 

 

 

報道関係者各位 

2015 年 6 月 18 日 

森ビル株式会社 

 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

夏のスペシャルワークショップ 

夏休みの思い出に！料理体験から“海”をテーマにしたワークショップまで、充実のプログラム！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表参道ヒルズでは、7 月から 8 月にかけて、レストラン・カフェ 5 店舗とキッズの森で親子向けワークショップを

多数開催します。夏休み恒例となった料理体験と工作のワークショップは、楽しみながらお子様の発想力や 

感性を育みます。夏休みの思い出に、ぜひご参加ください。 

 

■【ご家族向け】 夏休み恒例の人気プログラム！各店舗のシェフとオリジナルメニューを作ろう！ 

 夏休みの恒例企画、館内のレストラン・カフェ 5 店舗のシェフが教える、お子様向け本格料理体験ワーク   

ショプを今年も開催します。「洋食ミヤシタ」では、動物など好きな形のオムライス作りを、「トラヤカフェ」では  

フルーツやアイスなどを盛り付けるカラフルなかき氷作りを実施。そのほか、「R style by 両口屋是清」では   

オリジナルデコレーションを施す和菓子作り体験、「サルヴァトーレ クオモ」では経験豊富なピッツァ職人が  

教えるナポリピッツァ教室、「タリーズコーヒー」ではお好きなトッピングが楽しめるオリジナルパンケーキ作り 

など、バラエティ豊かなラインナップです。お子様とご家族ご一緒にお楽しみください。 

 

■【お子様向け】 キッズの森では、“海”をテーマにした工作のワークショップが登場！ 

 キッズの森では、夏ならではのモチーフを作るワークショップを開催します。ダンボールでイルカや船を作る

「みんなでイルカウォッチング！？ダンボールでイルカや船を作ろう！」や、カラフルな紙やビーズでオリジナル

深海魚を作る「地上なのに深海！？色々な素材を使って、君だけの不思議な深海魚を作ろう！リターンズ！！」

といった、子どもの好奇心を掻き立てる企画を実施。夏休みの自由研究にもぴったりなワークショップです。 

  

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：森本・小村・木暮 TEL ０３－４５７４－６２５０  FAX ０３－３２６５－５０５８ 
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 
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7/28 洋食ミヤシタのオムライス作り 7/29 トラヤカフェのかき氷作り 7/25 ダンボールのイルカ・船作り



 
 

 

 

お子様が大好きな、世界にたった一つのオリジナルオムライス作りを体験する 

ワークショップを開催します。アヒルや自動車など、作ってみたい絵をご用意  

いただき、それをもとにオムライスのベースを作って、野菜などのトッピングで   

お絵かきをし、オリジナルオムライスを完成させます。お子様が調理を終えた 

後は、親御様と一緒にオムライスをお召し上がりいただけます。夏休みの   

思い出にシェフ体験はいかがでしょうか。 
 

【日時】7 月 28 日（火）15：00～17：00  ※受付開始 14：45～ ※要事前予約 

【場所】洋食ミヤシタ（本館 3F） 

【参加費】お子様・親御様 1 組￥2,000（税込）  

※ドリンク付。親御様にはハーフサイズのオムライス付。 

【対象年齢】5 歳～12 歳 【定員数】お子様 10 名 ※要保護者同伴 

【要事前予約】6 月 27 日（土）11：00 から電話にて受付開始 

【主催・問い合わせ】洋食ミヤシタ 

[TEL] 03-5785-0707  [HP]http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=14 

 

 

 

 

 

ご自宅でも作れるかき氷にお子様が好きなトッピングアイテムを選んで盛り付け

し、オリジナルのかき氷を作ります。トッピングアイテムは羊羹、寒天ゼリー、  

フルーツ、あんペースト、アイスクリーム、白玉など、どれもお子様の好きなもの

ばかり！出来上がるまでのワクワク感と出来上がってからの嬉しさを是非体験

してください。 
 

【日時】7 月 29 日（水）11：15～12：30 ※受付開始 11：00～ ※要事前予約 

【場所】トラヤカフェ（本館 B1F） 

【参加費】お子様・親御様 1 組￥2,160（税込） ※ドリンク付 

【対象年齢】3 歳～12 歳 【定員数】お子様 10 名 ※要保護者同伴 

【要事前予約】6 月 27 日（土）11：00 から電話にて受付開始 

【主催・問い合わせ】トラヤカフェ 

[TEL] 03-5785-0533  [HP] http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=20 

 

 

 

 

 

お祝い事の紅白まんじゅうとしてよく用いられる“薯蕷（じょうよ）まんじゅう”作りを

お子様と親御様ご一緒に体験いただきます。おまんじゅうの生地を作ってあんを

包んだ後、おまんじゅうに絵を描いたり、デコレーションを施します。 
 

【日時】8 月 5 日（水）11：30～13：30 ※受付時間 11：15～ ※要事前予約 

【場所】R style by 両口屋是清（本館 3F） 

【参加費】お子様：￥2,500（税込） 親御様：ドリンク代￥500（税込） 

【対象年齢】7 歳～12 歳 【定員数】お子様 5 名 ※要保護者同伴 

【要事前予約】6 月 27 日（土）11：00 から電話にて受付開始 

【主催・問い合わせ】R style by 両口屋是清 

[TEL] 03-3423-1155  [HP] http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=15 
  
 
 
 
 
 

 

洋食ミヤシタ Presents 「お絵かきオムライスを作ってシェフになろう！」       7/28（火）15:00～17:00 

トラヤカフェ Presents 「オリジナルかき氷を作ろう！」                 7/29（水）11：15～12：30

R style by 両口屋是清Presents 「薯蕷（じょうよ）まんじゅうを作ろう！」        8/5（水）11：30～13：30

【ご家族向け】 レストラン・カフェ 5 店舗：夏のスペシャルワークショップ一覧 



 
 

世界 No.1 ピッツァで有名なピッツェリア、サルヴァトーレ クオモのナポリピッツァ教室。 

経験豊かなピッツァ職人が、生地を手で伸ばして、好きなトッピングを好きなだけ乗せて、

石窯で焼き上げた本格的なピッツァ作りを教えます。 
 
【日時】8 月 5 日（水）・6 日（木）15：15～17：00 ※受付時間 15：00～ ※要事前予約 

【場所】サルヴァトーレ クオモ（本館 3F） 

【参加費】お子様・親御様 1 組￥3,000（税込） ※ドリンク付 【対象年齢】3 歳～12 歳  

【定員数】お子様 12 名 ※要保護者同伴  

【要事前予約】6 月 27 日（土）11：00 から電話にて受付開始  

【主催・問い合わせ】サルヴァトーレ クオモ   

[TEL] 03-5785-1665 [HP] http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=10 

 
 
 
ふわふわのパンケーキに、チョコレートやカラフルなフルーツ、生クリームを  

使って自由にお絵かきやトッピングをしていきます。どんなパンケーキが    

できるか、お子様の自由な発想でかわいらしいオリジナルパンケーキ作りに  

チャレンジしてください。 
 
【日時】8 月 7 日（金）10：00～11：30 ※受付時間 9：45～ ※要事前予約 

【場所】タリーズコーヒー（西館 B1F） 

【参加費】お子様￥2,000（税込） ※親御様は別途 1 ドリンク代が必要 

【対象年齢】2 歳～6 歳 【定員数】お子様 8 名 ※要保護者同伴  

【要事前予約】6 月 27 日（土）11：00 から電話にて受付開始 

【主催・問い合わせ】タリーズコーヒー  

[TEL] 03-6804-6310 [HP] http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=236 
 
 
 
 
 
  
 
 
親子でダンボールのイルカや船作りに挑戦してみませんか？型抜かれた    

ダンボールのパーツを貼り合わせて作り、完成した作品はそのままお持ち帰り  

いただけます。夏休みの思い出作りにぴったりのワークショップです。 
 

【日時】7月25日（土）13：00～17：00 ※受付時間13：00～随時 ※当日受付のみ 

【場所】キッズの森（本館 B2F） 【参加費】￥500（税込）  

【対象年齢】3 歳以上  【定員数】当日先着 40 名様 

【主催・問い合わせ】東京コンテナ [HP] http://www.tck.co.jp/ 

 
 
 
 
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

の小山一馬氏による、ワークショップを開催します。カラフルな紙やビーズ、  

ダンボールなどを使って、不思議な形のオリジナル深海魚を自由に作り     

ましょう！ 
 

【日時】8 月 16 日（日） ①13：00～ ②14：30～  

※受付各回 10 分前～ ※当日受付のみ 

【場所】キッズの森（本館 B2F） 【参加費】無料 【対象年齢】小学生以下  

【定員数】各回 10 名様 ※受付時間にお集まりいただいた方から先着 10 名様に  

ご参加いただけます。参加希望者多数の場合は抽選となります。  

【主催・問い合わせ】小山一馬 [BLOG]http://ameblo.jp/kazumart/ 

 

みんなでイルカウォッチング！？ダンボールでイルカや船を作ろう！        7/25（土）13：00～17：00

タリーズコーヒー Presents 「こんなパンケーキあったらいいな♪ オリジナルパンケーキを作ろう！」      8/7（金）10：00～11：30 

小山一馬の kazumart 「地上なのに深海！？色々な素材を使って、君だけの不思議な深海魚を作ろう！リターンズ！！」  8/16（日）13：00～・14：30～

サルヴァトーレ クオモ Presents 「オリジナルのナポリピッツァを作ろう！」    8/5（水）・6（木）15：15～17：00

【お子様向け】 キッズの森：夏のスペシャルワークショップ一覧 


