報道関係者各位
2015 年 10 月 27 日
森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS MARKET 2015
supported by STAR OF BOMBAY
スイーツインスタレーション「ワッフルメリーゴーランド」が登場！パーティーを彩る一品も勢ぞろい
12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金） 本館 B3F スペース オーにて開催

※イメージ

表参道ヒルズ 本館B3F のイベントスペース「スペース オー」では、12 月3 日（木）から 12 月25 日（金）までの期間中、
「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS MARKET 2015 supported by STAR OF BOMBAY」と題したクリスマスマーケット
を開催します。
館内全体では、11 月 5 日（木）から 12 月 25 日（金）まで、「クリスマスパーティー」をテーマにしたクリスマスプロモーション
を実施。吹抜け大階段では、「人々が集う場所～ツリーの下のガーデンパーティー～」がテーマのイルミネーション装飾
を行い、高さ8mのクリスマスツリーが登場します。ツリー中央には“人々が集う幸せのシンボル”である「ヤドリギ」の
シャンデリアオブジェを装飾し、ガーデンパーティーをイメージした演出で吹抜け空間全体を華やかに彩ります。
クリスマスマーケットは、吹抜け大階段で展開するイルミネーションのツリーデザイン・空間演出を手掛けた「場と間」が
コーディネートし、「ガーデンパーティーに向かう人々がクリスマスプレゼントやパーティーグッズを購入するために
立ち寄るマーケット」という物語を表現。吹抜け大階段のツリーにも飾られているベルギー製のオーナメントや、ヤドリギ
を使ったツリーやリースを販売するほか、この冬日本初上陸するインテリアアクセサリーやルームディフューザーなど
ギフトにぴったりのアイテムもご用意しています。さらに、グラノーラ、チョコレート、アイシングクッキーなどを販売する
グロッサリー（食料雑貨店）も充実。パーティーに彩りを添える一品が満載です。
また、マーケット内には、人々の集いの場「ガーデンカフェ」がオープン。11 月に新発売となるスーパープレミアムジン
「スター・オブ・ボンベイ」が味わえるほか、豚肉のローストやムール貝など本格的なフードや各種ドリンクを販売します。
なかでも注目したいのは、クリエイティブスタジオ「kloka（クローカ）」のデザイナー矢島沙夜子がプロデュースする、
スイーツインスタレーション「ワッフルメリーゴーランド」。棒状に焼かれている珍しいお菓子「スティックワッフル」が
メリーゴーランドのように回転しているマシーンに、チョコクランチやナッツ、コーンフレークなどのトッピング容器がセット
されており、ガーデンカフェで購入したスティックワッフルにお好みでトッピングいただけます。
■期間：12 月 3 日(木)～12 月 25 日(金) ■場所：本館 B3F スペース オー ■入場料：無料
■時間：11：00～21：00 ※12 月 6 日(日)・13 日(日)は～20：00、12 月 22 日(火)～25 日(金)は～22：00
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・浅井・木暮 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

STORY・・・
年に一度、街の広場に出現する、神秘的なヤドリギが飾られたクリスマス
ツリー。ツリーの周辺ではガーデンパーティーが開かれ、多くの人々が集い
素敵な時間を過ごしています。パーティー会場のすぐ近くでは、この時期
だけクリスマスマーケットを開催。パーティーに向かう人々はマーケットに
立ち寄り、クリスマスプレゼントやパーティーグッズを購入します。マーケット
奥の「ガーデンカフェ」は、クリスマスをお祝いする人々の集いの場として
大人気。名物のスティックワッフルを片手に、お買い物の途中でひと休み
したり、パーティーのメインディッシュとして豚肉のローストやムール貝を購入
したりと、思い思いにクリスマスを楽しんでいます。

※イメージ

ガーデンカフェ
クリスマスマーケット内には、“人々の集いの場”として「ガーデンカフェ」がオープンします。千葉のおいしい豚肉
「アボトン」のローストやソーセージなどの小皿料理をメインに、ムール貝の白ワイン蒸しといった本格的な味わいの
フードを販売。さらに、各種ドリンクも取り揃えており、ご家族でお楽しみいただけます。
＜メインメニュー＞
アボトンのローストなど各種小皿料理
￥500～
オレイン酸たっぷりのメキシコ産アボカド
オイルを食べ、放牧スタイルで育った豚
AVOTON（アボトン）。肉質が柔らかく旨味
に富んだアボトンをシンプルに味わって
いただける、ローストのスライスのほか、
ソーセージやベーコンといったアボトンを
使用した肉料理を展開します。
スター・オブ・ボンベイ
11 月に新発売となるスーパープレミアムジン「スター・オブ・ボンベイ」を
お楽しみいただける、カクテルメニューなどをご用意します。※値段未定

＜その他メニュー＞
■フード
ムール貝の白ワイン蒸し ￥900
■ドリンク
マルティーニ スパークリングワイン（ロゼ/白） ￥500
ビール ￥700
コーヒー(ホット/アイス) ￥500
カフェラテ（ホット/アイス） ￥600
紅茶（ホット/アイス） ￥450
ジンジャエール ￥650
オレンジジュース ￥450
※価格は全て税込

ワッフルメリーゴーランド
「ガーデンカフェ」の一角に、インスタレーションや空間デザインでユニークな活動
を展開しているクリエイティブスタジオ「kloka」の矢島沙夜子がプロデュースする、
スイーツインスタレーション「ワッフルメリーゴーランド」が登場します。ベルギー製の
オーナメントで装飾されており、棒状に焼かれている珍しいお菓子「スティック
ワッフル」がメリーゴーランドのように回転しているマシーン。チョコクランチやナッツ、
コーンフレークなどのトッピング容器がセットされており、ガーデンカフェで販売する
スティックワッフルに、ご自身でお好きにトッピングいただけます。
スティックワッフル ￥500
ベルギーより輸入したワッフルメーカーで作る稲穂形の、「見て楽しい！
食べて美味しい！」スティックワッフルです。トッピングしたり、食べ歩き
しながらマーケットを楽しむのも醍醐味のひとつ。ヨーロッパのマーケットに
来たような気分を味わえます。
※価格は税込
※代金はガーデンカフェのレジでお支払いいただきます。

プロフィール： kloka（クローカ） 矢島沙夜子
クリエイティブスタジオ「kloka」に所属。インスタレーションやウィンドウディスプレイ、プロダクトの
ディレクション、グラフィックデザインを中心に活動中で、ファンタジックな作風が特徴。2014 年
には表参道ヒルズクリスマスツリーの演出/デザインを手がけたほか、クリスマスマーケットにも
参加。チョコレートに見立てたジオラマの街並に、ひねるとホットチョコレートが出てくる蛇口が
設置された「ホットチョコレートマシーン」が注目を集めた。

※イメージ

クリスマスマーケット出店社

※常時約 20 店舗が出店

グッズ・ギフト①
アッシュ・ペー・フランス

横山さちこ

【取扱商品】クリスマス雑貨など

【取扱商品】ヤドリギ、植物

年に一度のクリスマス、たくさんの人が笑顔溢れる時間を過ごせるように
と願いを込めた、アッシュ・ペー・フランスが提案するクリスマスマルシェ
です。大階段のツリーにも使用しているベルギー製のオーナメントなども
販売。心躍るパーティーグッズや大切な人に贈りたいhappiness gift も
ご用意しています。 [HP] http://www.hpfrance.com/News/

「ひとつだけのもの」をコンセプトに、一点ものでの「花の贈り物」に
こだわりを持ち、複雑に絡み合う色の花や個性的な素材、食虫・多肉
植物、ハーブや野菜の花などで多様な感覚と独創的な毒のある美しい
世界を創ります。マーケットでは、クリスマスに欠かせないヤドリギを
使ったツリーやリースを販売します。 [HP] http://terrarium1.com/

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

ORLANDO（オルランド）

ヘルモーイ

【取扱商品】アンティーク雑貨

【取扱商品】オーナメント、木製クリスマスツリー、インテリアアクセサリー

「私の手に触れるもの、私の目に映る光、私の耳に届くうた、私の心に
響くとき。」をコンセプトに、フランスとベルギーで買い付けた、生活の
シーンを彩るアイテムと、フォトジェニックなオブジェを販売します。人の
手を渡ってきた歴史とストーリーのある物を通して、新しい何かを発見
できるはず。 [HP] http://www.orlando76.com

「Live in Beauty」をテーマに、スロベニア・ポーランドのクリスマス
デコレーションとベルギーの洗練されたインテリアアクセサリーをライン
アップ。各ブランドともに今冬より日本で販売を開始します。クオリティと
センス、ブランドコンセプトが北欧で大きく支持されている、こだわりの
商品です。 [HP] http://www.heelmooistyle.com/

※展開期間 12 月 18 日（金）～12 月 25 日（金）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 17 日（木）

It’s so easy

洋

【取扱商品】オーガニックコスメ（スキンケア、ボディケア、バスグッズ）

【取扱商品】ソイワックス・キャンドル、リード・ディフューザー、
ポストカード、インセンス（お香）など

2011 年にJulia、Alex夫婦がアメリカシアトルでスタートさせた100％
ナチュラルにこだわったスキンケアブランド。代替医療で有名な
バスチーユ大学で自然療法を学んだ Julia と、デザインを得意とする Alex
により、見た目も中身もパーフェクトな製品がひとつひとつ大切に作られ
ています。 [HP] https://www.itssoeasy.jp/

「Brooklyn Candle Studio」は、アメリカ・ブルックリン地区のスタジオで、
全て手作業で作られる少量生産で高品質なキャンドルです。19 世紀の
薬瓶にインスピレーションを得たパッケージや、高品質なアロマの香りが
特徴。この冬、日本初上陸するルームディフューザーやお香もご用意
しています。 [HP] http://www.place-co.com

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

ATELIER.encle d’encle（アトリエ アンクルダンクル）

丹波屋

【取扱商品】ステーショナリー

【取扱商品】服飾小物、クリスマスオーナメント、玩具

国内外の美しい紙や手触りのおもしろい紙をセレクトし、独創性のある
ペーパーアイテムを展開。ハンドプリントの味わい深い紙袋やカード、
透ける紙やワックスペーパーを使ったラッピング用品など、ワクワクする
ような紙ものが登場します。 [HP] http://encledencle.com/

バリエーション豊富で色鮮やかなフランス製マフラー、フェアトレード
職人によって作られた可愛らしいフェルトの動物オブジェ、モコモコで
あたたかいルームソックスなど、プレゼントにぴったりのアイテムが
勢ぞろいします。 [HP] http://www.tanbaya1690.co.jp/

※展開期間 12 月 11 日（金）～12 月 17 日（木）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

グッズ・ギフト②
Sirturday（サータディ）

GOOD DAY

【取扱商品】ヴィンテージ衣料、アンティーク小物

【取扱商品】輸入雑貨、ヘアアクセサリー、オリジナルオーナメント

1950〜60年代を中心としたヴィンテージ衣料や小物、靴などを取り扱い
ます。国を問わず、年代やテーマに合わせ、素材や作りの良い物を
厳選。ヨーロッパ十数ヵ国から買い付けた商品は全て一点物のヴィン
テージなので、同じ物は日本にはありません。

海外から買い付けた雑貨やアクセサリー、ポーチなどのギフトに最適な
商品を豊富にご用意。他にも、ガーランドやオーナメントなど家族や友達
とのパーティーに必須な、ポップでカラフルなパーティーデコレー
ションアイテムも海外から多数取り揃えています。

[HP] http://sirturday.blogspot.jp
※展開期間 12 月 18 日（金）～12 月 25 日（金）

[HP] http://www.good-day.biz/
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 17 日（木）

コピパナス

FAKE FURNITURE

【取扱商品】木彫り人形

【取扱商品】インテリア雑貨など

「コピパナス」は「手作り、オリジナル、伝統、個性」を大切にしている
木彫り人形のブランド。販売するクリスマスオーナメントは、アルペシアと
いう南国の木を使用し、インドネシア・バリ島の工場にて一点一点を手で
掘り、ペイントを施しています。

国内外よりセレクトしたインテリア・雑貨・植物・ファッションブランドを独自
の視点で提案するライフスタイルショップ「FAKE FURNITUER」が、
照明や壁紙などのインテリア・雑貨を販売します。キャンドルやテーブル
ウエアなどパーティーに欠かせないアイテムもご用意しています。

[HP] http://www.kopi-panas.com/KOPI_PANAS/TOP.html
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

[HP] http://fakefurnituretokyo.com/
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 10 日（木）

クレディッツ

ヤマモトアトリエ

【取扱商品】ファッション雑貨

【取扱商品】ナチュラルスキンケア化粧品

「日本の誇り、品質、履き心地、ファッション、デザイン性、価格」が
バランス良く融合したソックスブランドや、優しく包むオーガニックタオル
など、デザイン・クオリティにこだわった、クリスマスギフトに最適な
ファッション雑貨アイテムをメンズからレディスまで幅広く販売します。

天然美容原料の宝庫・モロッコで生まれたナチュラルスキンケアブランド
「アン・ドートル・テルム」の化粧品を販売します。生理学博士によって、
天然原料のみで作られており、モロッコの名立たる高級スパにも導入
されています。高級スパ御用達ブランドをぜひ体験してください。

[HP] http://www.credits.co.jp
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

[HP] http://www.endautresthermes.jp/
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 10 日（木）

TMOD（ティモッド）

サニーアワーズ

【取扱商品】ステーショナリーなど

【取扱商品】キッズ雑貨、おもちゃ、ベビー服

オーストラリア発ステーショナリーブランド 「TMOD」。ユニークな
グラフィックデザインや斬新なアイディアは世界中にファンが多く、
コレクターズアイテムとしても親しまれています。帽子やマスクになる
グリーティングカードなど、貰った人が思わず微笑んでしまう不思議な
ギフトをご用意しています。 [HP] http://www.tmod.net/index.html

クリスマスギフトに最適な、ワンタッチでボタンに着ける蝶ネクタイ「Button
Tie」、表参道ヒルズ クリスマスマーケット限定「クレヨンロックギフト
パッケージ」、パーティーを彩る「クラフトガーランド」など、子どもから
大人まで楽しめる商品をセレクトしました。選りすぐりの子ども雑貨を
お届けします。 [HP] http://www.sunnyhours.org/

※展開期間 12 月 11 日（金）～12 月 17 日（木）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

グロッサリー①
Why Juice?

ラクソントゥールジャポン

【取扱商品】飲料

【取扱商品】輸入食品、ワインジャム、リネンなど

毎日に 必要な野菜の 栄養を、 お い し く 簡単で 、 Reasonable
（理にかなった方法、プライス）に、かなえてくれるジュース「Why
Juice?」を販売。クリスマス限定メニューも提供予定です。現代人に
必要な「バランスのとれた食生活」を、Easy & Fast なアプローチで
解決するジュースブランドです。

「ラクソン」は、フレンチ・アルプスのおいしい恵みのエスプリから
生まれたオリジナルブランドです。体や心にナチュラルで本当に
おいしいと思うハチミツやコンフィチュール、フルーツティーや
クッキーを現地フランスで生産者と共同開発輸入。フランスの
旅気分を味わうことができます。 ※試食あり

[HP] http://www.why-juice.me/
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

[HP] http://laccent.shop-pro.jp/

Départ（デパール）

アマイジャパン

【取扱商品】グラノーラなど

【取扱商品】チョコレート、テーブルウエアなど

100％オーガニックで作るノンオイル・ノンシュガーのハウスメイド
グラノーラをメインに、無農薬食材などを販売します。小さな
お子様でも安心して一緒に飲めるハーブティーや表参道ヒルズ
クリスマスマーケット限定のクリスマスグラノーラなど、わくわくする
商品を数多く取り揃えています。 ※試食あり
[HP] http://www.depart.jpn.com
※展開期間 12 月 11 日（金）～12 月 25 日（金）

二人のフランス人がベトナム・ホーチミン市を訪問中に、ベトナム
のカカオの可能性に魅入られ起業したチョコレート・ブランド。
販売する「マルゥ・チョコレート」はベトナム産カカオだけを使った
本格 Bean to Bar スタイルのチョコレートで、添加物はもちろん、
乳化剤やバニラ香料も未使用のピュアで本格的な味わいです。
[HP] http://www.marou.jp ※試食あり
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

山本商店

プリムスフード

【取扱商品】チョコレート、ホットチョコレート

【取扱商品】ミネラルウォーター、イタリア食材、菓子

1826年イタリア・トリノで創業した老舗ブランド「カファレル」のチョコ
レートを提供。チョコレートの味わいはもちろんのこと、愛らしい
パッケージ・ホイルデザインは多くの人を魅了しています。
クリスマス限定デザイン缶やホイルチョコレートもご用意して
います。 ※試食あり

「プリムス」は、様々な分野を横断するライフスタイルブランド
として魅力的なデザインと上質なプロダクトをお届けし、感度の
高いお客様を魅了しています。イタリア産のトマトソースやバルサ
ミコ酢、ミネラルウォーターなどを販売します。 ※試食あり

[HP] http://www.caffarel.co.jp
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 17 日（木）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 10 日（木）

[HP] http://www.primvsfood.com

グロッサリー②
ラ プティット エピスリー

SweetsHOLIC

【取扱商品】オリーブオイル、白バルサミコなどの調味料

【取扱商品】アイシングクッキー、ハンドメイドクッキー

南仏を 代表す る デ ザ イ ナ ー 、 ジ ャ ク リ ー ヌ モ ラ ビ ト が
プロデュースするオリーブオイルのブランドです。「幸運と繁栄の
シンボル」であるオリーブから生まれたオリーブオイルや白
バルサミコなどの調味料を販売。旬の素材を最大限に生かした、
優しい風味の、美しくおいしい調味料を取り揃えています。

「見て楽しい、食べて嬉しい」カラフルでハートフルなハンドメイド
アイシングクッキー。1 枚ずつ心を込めて手作りしています。クリスマス
マーケット期間は、 雪だるまやお菓子の家などの 季節限定の
クリスマスモチーフのクッキーや、表参道ヒルズ クリスマスマーケット
限定デザインもご用意しています。 ※試食あり

※試食あり [HP] http://www.setrading.com
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 10 日（木）

[HP] http://sweetsholic.com
※展開期間 12 月 18 日（金）～12 月 25 日（金）

ポルコバッチョ

宏和商工

【取扱商品】チョコレート、ジャム、ハーブティーなど

【取扱商品】パスタ、オリーブオイルなど

「ショックフルール」は、花びらを散りばめた農薬・化学肥料
不使用のチョコレート。フランス中部豊かな自然に囲まれた
ショコラトゥリーで、農家の夫婦がひとつひとつ手作りしています。
色とりどりの花びらを纏ったチョコレートは、絵のように美しく、
混じりけのない澄んだ味です。 ※試食あり

～食を楽しむ事は人生を楽しむ事～プーリエーゼ（プーリアの
人々）の教えをもとに集めた食材ブランド「パドンニ」。南イタリア
にあるジョイア・デル・コッレ（喜びの丘）という村からお届けする、
美しく、楽しく、美味しいと評判のパスタや、“オリーブのジュース”
と言われるオリーブオイルを販売します。 ※試食あり

[HP] http://www.porcobacio.info/
※展開期間 12 月 11 日（金）～12 月 25 日（金）

[HP] http://www.mylabel-kowa.co.jp/padonni/index.html

堀内果実園

ナチュロパシー・ジャポン

【取扱商品】ドライフルーツ、コンフィチュール、シロップ、あんぽ柿

【取扱商品】有機 JAS 認証オーガニックハーブティー、
コスモス認証オーガニックブレンドオイル、バスソルト

明治36 年開墾の堀内果実園は、奈良・吉野の広大な山々で果樹
を専門に栽培。大地に根強く育った木々から収穫したフレッシュ
な果物をふんだんに使用した、完熟・国産・無添加のこだわり
ドライフルーツなどをお届けします。 ※試食あり

植物の恵みがココロやカラダをサポートしてくれる事を世界中の
人々に伝えていきたいという想いで誕生した「ソテディ」を展開。
世界中から集めたこだわりの有機 JAS 認証オーガニックハーブ
ティー、コスモス認証オーガニックのブレンドオイルやバスソルト
を販売します。 ※試食あり

[HP] http://horiuchi-fruit.jp/
※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

※展開期間 12 月 3 日（木）～12 月 25 日（金）

[HP] http://np-japon.jp
※展開期間 12 月 11 日（金）～12 月 17 日（木）

ワークショップ： waiting for SANTA! 〜オリジナルのプレゼントバッグを作ろう〜
期間中、クリスマスにぴったりなオリジナルアイテムを作成するワークショップを開催。
クリエイティブユニット「 holiday」として 活躍するアートディレクターの堀出隼 の
スタンプや、イラストレーター間弓浩司のシルクスクリーンを使って、サンタさんから
プレゼントをもらう為に吊るす靴下や、ギフトを贈る為のプレゼントバッグを作ります。
これでサンタさんは迷うことなくあなたのもとにたどり着くはずです。
【日程】12 月 5 日（土）、6 日（日）、12 日（土）、13 日（日）、19 日（土）、20 日（日）、
23 日（水・祝）、24 日（木）
【時間】14：00～14：30
【受付】当日受付
【料金】￥2,000（税込）
プロフィール： holiday（ホリデー）
“make everyday happy”をコンセプトに、アートディレクターの堀出隼と料理人の
堀出美沙が2010年に設立。アート＆フードディレクション、ケータリングサービス、
イベントの開催及び企画運営、パリのデザイン会社との業務提携など、「食と
デザインとアート」を中心に活動中。
[HP] http://we-are-holiday.com/
プロフィール： 間弓浩司
イラストレーター。図案を作り、版を作る。そして複製を作り、作品の転化を図る。
その反復の過程に転がる、ファインアートを考える。最近はもの思いにふけり
ながら、絵を描くことを楽しんでいる。 [HP] http://mayumikoji.tumblr.com/
holiday

間弓浩司

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2015
表参道ヒルズの今年のクリスマスのテーマは「クリスマスパーティー」。本館 吹抜け大階段では、「人々
が集う場所～ツリーの下のガーデンパーティー～ 」を テー マ にし たイ ル ミネ ー シ ョ ン装飾を実施
します。吹抜け大階段の中央には、馬場雅人（アッシュ・ペー・フランス 場と間）がデザインした高さ
8m のクリスマスツリーが登場。ツリー中央には、デコレーターFABIO KEIJI MATSUKI（ORLANDO）が
手がけた、“人々が集う幸せのシンボル”である「ヤドリギ」のシャンデリアオブジェを飾り、ツリー全体
を、ベルギー製のオーナメントなど約 700 個と、テーマカラーである赤・緑・ゴールドを散りばめた
約 12,000 球の LED で彩ります。大階段の両側にはサイズの異なる小さなツリーを 12 個設置。その中
の 2 つのツリーにはテーブルを配置し、ヨーロッパの街にある賑やかな広場で開催されている
ガーデンパーティーをイメージしたインスタレーションを、クリエイターの梶谷好孝（ YOSHiKO
CREATiON）と諏訪綾子（food creation）が展開します。また、テーマカラーで彩った表参道ヒルズ限定
商品の販売や、クリスマス限定メニューの提供なども行います。
イルミネーション点灯時間は 11 時～23 時。11 月 5 日（木）から 12 月 25 日（木）まで開催。

企画・コーディネート： アッシュ・ペー・フランス 場と間 （ばとま）
場と間とは、展示会イベントを中心に、各界の才能や企業、地域が出会う企画を編集し、想像力が集う「場
（場所）」を通して、街や生活の中へ創造力のある「間（空間）」を広げていく、共創（シェア・クリエイティブ）型
コンサルティングチームです。表参道ヒルズ 本館 吹抜け大階段で展開しているイルミネーション演出の
クリエイティブディレクションは、「場と間」が手掛けています。 [HP] http://www.batoma.com
＜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。
※12 月 20 日（日）は通常と同じ、12 月 22 日（火）～12 月 25 日（金）は、ショッピング 22：00 まで、カフェは 23：00（L.O.22：00）まで、
レストランは 23：30（L.O.22：30）まで。
■休館日
無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2016 年 2 月 22 日（月）、23 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

※イメージ

