報道関係各位
2015 年 8 月 5 日
森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

８月 新店舗のご案内
“アジア地区初出店”1 店舗、“初の直営店”1 店舗、“新業態”1 店舗を含む 4 店舗がオープン
表参道ヒルズでは、8 月 8 日（土）から下旬にかけて、新規 4 店舗が順次オープンします。

■バーク 表参道ヒルズ店（本館 1F）：
世界中のファッショニスタを魅了するイタリア発ニットウエアブランドのアジア地区初店舗がオープン
8 月 8 日（土）には、イタリア発のメンズ＆レディスニットウエアブランド「Bark」のアジア地区初店舗が
オープンします。定番アイテムのダッフルコートをはじめとしたニットアウターは、世界特許を持つ「Bark
編み」の技術が使用されており、驚くほどの暖かさを実現。「古き良きディテールのデザイン」と、「現代的
なシルエット」の絶妙なバランスのスタイルは、世界中のファッショニスタを魅了しています。
■アーガ（本館 B2F）：自社生産の MADE IN JAPAN 素材にこだわるレディスブランド初の直営店
8 月 22 日（土）には、レディスファッションブランド「Aga」がオープン。「刹那的な流行だけではない
ファッションを、本当に良い物を自分らしく着る。」がブランドテーマで、自社生産の高品質かつ
オリジナリティを持った MADE IN JAPAN 素材のアイテムを展開。また、世界中からセレクトしたアイテムも
充実しています。ベーシックで程よくモードトレンドを取り入れた端正なスタイルを提案します。
■エスワイサーティトゥ バイ スウィートイヤーズ（本館 B3F）：
イタリアの国民的英雄サッカー選手が手がけるスポーツカジュアルブランドの新業態店舗が登場
8 月 25 日（火）には、イタリアの国民的英雄サッカー選手クリスチャン・ヴィエリとパオロ・マルディーニが
手がけるブランド「SWEET YEARS」のスポーツカジュアルライン「SY32 by SWEET YEARS」が登場します。
日常生活をポジティブで快適に過ごすために、着心地・機能性・ファッション性を追求した新しい形の
スポーツカジュアルブランドです。感度の高い層に向けてオリジナル商品に加えてセレクト商品も扱い、
SY32 として初のセレクト業態としてオープンします。
■ネイルズ インク ロンドン（本館 B2F）：
最先端ファッションネイルブランドのサロンを併設したポップアップストアがオープン
8 月 25 日（火）には、ロンドン発のファッションネイルブランド「NAILS INC LONDON」のサロンを併設
したポップアップストアがオープンします。ランウェイから生み出されるトレンドカラーを取り入れたエクス
プレスマニキュアは一塗りで鮮やかに発色。また、特殊フォーミュラにより最速5 分での超速乾を実現
しました。併設のサロンでは、プロのマニキュアリストによる20 分で完成するエクスプレスマニキュア
サービスを実施します。
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：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 TEL ０３-３４９７-０２９２ FAX ０３-３４９７-０３１８

MEN’S & LADIES’ FASHION

アジア地区初店舗

Bark 表参道ヒルズ店(バーク

表参道ヒルズ店)

8 月 8 日（土） NEW OPEN

イタリア発のニットウエアブランド「Bark」のアジア地区初店舗がオープン
します。2011 年に設立された「Bark」は、30 年余りの生産と販売の経験が
あり、特にニットウエアに強い専門知識を持つデザイナー、パオロ・
ピエロッティによりマネジメントされています。ブランドの主なコンセプトは
「アイデンティティ、独自のスタイル、個性、キャラクター」で、シンプル
ながらも力強いデザインが特徴です。定番アイテムはダッフルコートを
はじめとしたニットアウターで、世界特許を持つ「Bark 編み」の技術が使用
されており、驚くほどの暖かさを実現。そのスタイリッシュさからブランド発表
当初より世界で注目されてきました。「古き良きディテールのデザイン」と、
「現代的なシルエット」の絶妙なバランスのスタイルは、世界中の
ファッショニスタを魅了しています。Bark 表参道ヒルズ店では、メンズ・
レディスのコレクションを展開します。
■業態：メンズ＆レディス ファッション ■フロア：本館 1F
■店舗 TEL：03-6804-3081 ※8/8～
■運営会社：三喜商事株式会社 03-3238-1385

LADIES’ FASHION

初直営店

Aga(アーガ)

8 月 22 日（土） NEW OPEN

「刹那的な流行だけではないファッションを、本当に良い物を自分らしく
着る。」がテーマのブランド「Aga」の初の直営店がオープン。「Aga」の
アイテムには自社生産の高品質かつオリジナリティを持った MADE IN
JAPAN 素材が使用されており、ベーシックで程よくモードトレンドを取り
入れた端正なスタイルを提案します。店頭では毎月、コンテンポラリー
ブランドとタイアップした商品が登場。さらに、アイテムのシルエットを
崩さずにスタイルを美しく見せる、「Aga」を着る人のためのレインウエアや、
シ ン プ ル な が ら も 品 の あ る デ ザ イ ン が 特 徴 の ニ ッ ト ウ エアブランド
「GALANCE」のほか、アクセサリー、アイウエア、フレグランスなど世界中
からセレクトしたアイテムも充実しています。アイテムを知ることでいつまで
も使いたくなる「変わらない価値（ベーシック）」と、トレンドに自分が染まる
のではなく、その時々で自分らしく取り入れる「変化する価値（モード）」を
軸に展開します。
■業態：レディス ファッション ■フロア：本館 B2F
■店舗 TEL：050-3662-1106 ※8/22～
■運営会社：株式会社ヤマダヤ 052-531-9306

MEN’S & LADIES’ & KID’S FASHION

新業態

SY32 by SWEET YEARS(エスワイサーティトゥ

バイ スウィートイヤーズ) 8 月 25 日（火） NEW OPEN

世界的なサッカー選手であり、イタリアの国民的英雄でもあるクリスチャン・
ヴィエリとパオロ・マルディーニが立ち上げたブランド「SWEET YEARS」の
スポーツカジュアルライン「SY32 by SWEET YEARS」が、初のセレクト業態
として登場。「SWEET YEARS」は、2 人が『愛と自由に満ち溢れた1950年代
に返り、スポーツなどを通じて国や人種を越えたよりいい世界を作ろう』と
立ち上げた“Go Old '50!”プロジェクトの一環として発表されました。その
10 周年の節目にさらなる成長を狙い企画されたブランドが「 SY32 by
SWEET YEARS」。「SY32」とは、SWEET YEARS の略 SY とヴィエリの現役
時代の背番号 32 を組み合わせたものです。本格的なギアアイテムでは
なく、日常生活をポジティブで快適に過ごすための、着心地・機能性・
ファッション性を追求した新しい形のスポーツカジュアルアイテムを展開
します。アウターやスウェットといったオリジナル商品のほか、表参道ヒルズ
限定アイテムも販売。また、ルームウエアブランド「TETERA」やメンズ
アンダーウエアブランド「HATENUDE」などのセレクトアイテムも扱います。

■業態：メンズ＆レディス＆キッズ ファッション
＜オープン特典＞
■フロア：本館 B3F ■店舗 TEL：03-6434-7699 ※8/25～ \10,000（税込）以上お買い上げの方に先着 で、
オリジナル T シャツをプレゼントします。 ※数量限定
■運営会社：株式会社ロンヨンジャパン 03-6712-2191

BEAUTY

NAILS INC LONDON(ネイルズ

インク ロンドン)

8 月 25 日（火） NEW OPEN

ロンドン発のファッションネイルブランド「NAILS INC LONDON」のストアと
マニキュアサロンがオープンします。1999 年に創業された「NAILS INC
LONDON」の創業者ティア・グリーンは、イギリスファッション誌「タトラー」の
編集者として活躍。プロフェッショナルのマニキュアサービスにファッション
性が無いことのギャップに注目し、最新トレンドを追求したネイルプロダクツ
とマニキュアサービスを展開しました。一塗りで鮮やかに発色し、特殊
フォーミュラにより最速 5 分での超速乾を実現したエクスプレスマニキュア
です。カラーは、ランウェイから生み出されるトレンドを取り入れ、
ファッションブランドとのコラボレーションカラーも発表。2014 年よりメイン
ア イ コ ンとして起用しているモデルのアレクサ・チャンともコラボアイテムを
展開しています。併設のサロンでは、プロのマニキュアリストが 20 分で完成
するエクスプレスマニキュアサービスを実施し、お出かけ中やお仕事帰り
にも施術を受けていただけます。

※店舗イメージ

■業態：ビューティ ■フロア：本館 B2F ■店舗 TEL：03-6447-0043 ※8/25～
■運営会社：株式会社 TAT 03-5428-3488
＜表参道ヒルズ 施設データ＞
【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
■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
11:00～22:30（L.O.21:30）
日曜～21:30（L.O.20:30）
※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：8 月 24 日（月）

■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

