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森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2016 with Panasonic Beauty

クリスマス限定アイテムを物販約 35 店舗で販売

表参道ヒルズでは、11 月9 日（水）から 12月25 日（日）まで、「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2016
with Panasonic Beauty」と題したクリスマスプロモーションを展開します。本館 吹抜け大階段に、高さ10m の
「スターツリー」が登場し参加型のイルミネーションを実施するほか、本館 メインエントランスではパナソ
ニックビューティによるオリジナルツリーが出現します。また物販約35 店舗で、表参道ヒルズでしか手に入ら
ないファッション、ジュエリー、ライフスタイルなどのクリスマス限定アイテムを販売。キッズの森ではお子様
向けのクリスマスワークショップも開催します。
◇クリスマスプレゼントやパーティールックに最適な表参道ヒルズ限定アイテムが目白押し！
物販約 35 店舗では、表参道ヒルズ限定アイテムを販売。本館 B1F「スタイリング/」の柔らかいレース素材
でシルエットのきれいなワンピースは、表参道ヒルズ限定カラーのホワイトをご用意します。本館 1F
「ジュゼッペ・ザノッティ・デザイン」では、スワロフスキー製のラインストーンがちりばめられた華やかなチョー
カーとブレスレットを販売。その他、 ビ ビットカラーのサンダルやピンクゴールドのジュエリーなど、
パーティールックに最適なアイテムを多数取り揃えています。また、ボディケアセットやディフューザーなど、
クリスマスプレゼントにもおすすめのアイテムも豊富にご用意します。
◇キッズの森で、一足早くクリスマス気分を高めるワークショップを開催
本館 B2F キッズの森では、お子様向けワークショップを実施。11 月 20 日（日）にはフラッグにサンタさん
への願いを書き込むクリスマスガーランド作り、12 月 10 日（土）にはダンボールのクリスマスツリーやサンタ
クロース作り、12 月 18 日（日）にはキラキラ輝くスノードーム作りを体験いただけます。お子様と一緒に、
一足早いクリスマス気分を楽しめます。
また、本館 メインエントランスには期間中、「新しい 1 年、世の女性がもっと輝くためにキレイを積み重ねて
いこう」をコンセプトとした「パナソニックビューティクリスマスツリー」が登場。12月10 日（土）から 25 日（日）の
期間は、本館 B2F 特設店舗にて、最新の美容家電を自宅のようなリラックス空間で体験いただける
「キレイチャージ♡パナソニックビューティサロン」も展開します。表参道ヒルズでしか味わえない特別な
クリスマスをぜひお楽しみください。
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：川手・森本・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

表参道ヒルズ限定アイテム
物販約 35 店舗で、表参道ヒルズ限定アイテムを販売します。パーティールックに最適なアイテムや、クリス
マスプレゼントにもおすすめなアイテムが満載です。
■展開期間：11 月 9 日（水）～12 月 25 日（日） ※一部販売期間の異なる店舗あり ※在庫がなくなり次第販売終了
＜アイテム一例＞

※価格は全て税込

ファッション

セルジオ ロッシ （本館 1F）
レディスサンダル ￥118,800
センシュアルなバックスタイルが印象
的な「ブリンク」。繊細なスティレット
ヒールと、ブランドならではの美しい
発色のしなやかなスエード素材、女性
らしい曲線は、イタリアンクラフツマン
シップにより完璧なシルエットに仕上げ
られています。 ※ヒール 10.5cm

スタイリング/ （本館 B1F）
レディスワンピース ￥79,920
柔らかいレースの素材感でシルエット
のきれいな一枚。ホワイトは表参道
ヒルズ限定カラーです。生地がラン
ダムになるような切替えを施している
ため、歩くとふわりとゆれる女性らしい
ワンピースです。 ※インナー付き

アール＆コー （本館 2F）
メンズ T シャツ プリント ￥17,280、
ラインストーン ￥25,920
アーティストでもある MIKIO SUZUKI が
手掛けるブランド「MAXSIX」とのコラボ
レーション T シャツ。星の部分にライン
ストーンがついたタイプと 2 種ご用意
し ま し た 。 秋冬の コ ー デ ィ ネー ト に
カラフルな色使いが映える一枚です。

ジュエリー

ジュゼッペ・ザノッティ・デザイン
（本館 1F）
（左）ブレスレット ￥118,800
（右）チョーカー ￥205,200
世界のクラブナイトがテーマの、16AW
シーズンのアイテム。スワロフスキー製
のラインストーンアクセサリーで、
華やかなクリスマスイヴが過ごせます。

クアラントット （本館 B1F）
ネックレス ￥32,400
「小さな AMORE を胸に・・・」イタリア語
で“愛”を意味する「amore」の文字が
入ったネックレスに、クリスマス限定の
ピンクゴールドバージョンが登場
します。

ヒロタカ （本館 B1F）
ピアス 左から（S） ￥23,760、
（L） ￥45,360、（M） ￥34,560
※シングルの価格

ニューヨークの街のいたるところで見る
ことができるピラミッドシェイプを
モチーフにしたピアス。コンクリートの
ようなナチュラルグレーのダイヤモンド
を使用した限定アイテムです。

ライフスタイル・食物販

ダヴィネス （本館 B2F）
ボディケアセット ￥4,320
熱帯に生息する植物ベニノキの種子
から採れるルクオイルを配合した、
「オイシリーズ」のボディケアセットが
登場。 ハ ン ド バ ー ム 、 ボ デ ィ ウ ォ ッ
シュ、シャンプー、コンディショナー、
限定品のクローゼット用パフュームを
オリジナル保冷＆保温バッグに詰め
ました。※画像にはクローゼット用パフュー
ムが含まれておりません。

ミッレフィオーリ （本館 B2F）
ディフューザー ￥7,560
表参道ヒルズ店限定デザインのディ
フューザー。美しい二重ガラスボトル
と、深みのあるウッドが印象的なディ
フューザーの中に、モミやパールなど
クリスマスらしいデコレーションを入れ
ました。お部屋の中で香りと共に素敵
なクリスマスを演出します。
※フレグランスリキッドは別売

はせがわ酒店 （本館 3F）
スパークリングワイン
（高畠 嘉、750ml） ￥4,320
淡いレモンイエローの中に、繊細な
気泡が持続的に立ち上がります。柑橘
系や白い花のような華やかな香り、
豊かな旨味をともなう酸味を感じられる
す っ き り と し た味わ い で 、 和洋中
問わず食事に合わせやすいスパーク
リングワインです。

キッズの森 クリスマスワークショップ
本館 B2F キッズの森にて、お子様向けのクリスマスワークショップを開催します。ダンボールのクリスマス
ツリーやサンタクロース、クリスマスガーランドなどを作り、一足早くクリスマス気分を楽しめます。
■場所：本館 B2F キッズの森 ■HP：http://www.omotesandohills.com/kids-no-mori/

サンタにお願い！キャンドル付縦型クリスマスガーランド作り！

11 月 20 日（日）

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、クリスマスガーランド作りのワークショップを開催
します。フラッグにサンタさんへの願い事を書いたら、プラスチックカプセル
にキャンドル型の電球を入れて光を灯します。欲しいプレゼントをサンタさん
にアピールできるガーランドが完成します。
【日時】11 月 20 日（日） （1）13:00～／（2）14:30～
※受付各回 10 分前～ ※当日受付のみ
【対象年齢】小学生以下
【定員数】各回 10 名 ※参加希望者多数の場合は抽選となります。
【参加費】無料
【小山一馬公式ブログ】http://ameblo.jp/kazumart/

もうすぐクリスマス！ダンボールでクリスマスツリーやサンタクロースを作ろう♪

12 月 10 日（土）

ダンボールを使用したクリスマスツリーやサンタクロース作りに親子でご参加
いただけます。ダンボールを切って貼り、赤や緑、黄色などのクリスマス
らしい色で塗ったら出来上がりです。
【日時】12 月 10 日（土） （1）13:00～／（2）14:00～／（3）15:00～／
（4）16:00～ ※受付各回 5 分前～ ※当日受付のみ
【対象年齢】3 歳以上
【定員数】各回 10 名 ※先着順
【参加費】￥500（税込）
【主催】東京コンテナ

サンタにお願い！冬だから、クリスマスツリーのスノードーム作り！
小山一馬氏による、クリスマスのスノードーム作りのワークショップを実施。
プラスチックのクリスマスツリーをビーズなどで装飾し、雪をイメージした
パウダー状のビーズや星のスパンコールをビンに入れ水を注いだら完成
です。スノードームの裏にはサンタさんへの願い事を書き込みます。
【日時】12 月 18 日（日） （1）13:00～／（2）14:30～
※受付各回 10 分前～ ※当日受付のみ
【対象年齢】小学生以下
【定員数】各回 10 名 ※参加希望者多数の場合は抽選となります。
【参加費】無料
【小山一馬公式ブログ】http://ameblo.jp/kazumart/

12 月 18 日（日）

パナソニックビューティクリスマス
11 月 9 日（水）から 12 月 25 日（日）までの期間中、メインエントランスに、
「新しい 1 年、世の女性がもっと輝くためにキレイを積み重ねていこう」を
コンセプトとした「パナソニックビューティクリスマスツリー」が登場。クリスマス
が近づくと、ツリーの表情が変化していきます。また、12 月 10 日（土）から
25 日（日）の期間は、本館 B2F 特設店舗にて、最新の美容家電を自宅の
ようなリラックス空間で体験いただける「キレイチャージ♡パナソニック
ビューティサロン」を展開。ご来店の方全員にステキなプレゼントがあるだけ
でなく、スペシャルゲストによるトークショーも開催予定です。来年のキレイ
を願いながら、特別なクリスマスをお楽しみください。
＜パナソニックビューティクリスマスツリー＞
■場所：本館 メインエントランス
■期間：11 月 9 日（水）～12 月 25 日（日）
■点灯時間：11:00～23:00

※ツリーイメージ
（内容が変更になる場合がございます）

＜パナソニックビューティサロン＞
■場所：本館 B2F 特設店舗
■期間：12 月 10 日（土）～25 日（日）
■営業時間：11:00～21:00 予定 ※12 月 11 日（日）、18 日（日）は 20：00 まで、12 月 22 日（木）～24 日（土）は 22：00 まで
■料金：無料
＜参考＞ 表参道エリア情報

MasterCard Priceless Japan presents 表参道イルミネーション 2016
今年も表参道イルミネーションの開催が決定！ケヤキ並木に温かみのある電球色の LED 約 50 万球が点灯
します。また、冬の表参道にワクワクを届ける様々な特典もご用意しています。
【タイトル】MasterCard Priceless Japan presents 表参道イルミネーション 2016
【開催期間】12 月 1 日（木）～25 日（日）
【点灯時間】日没～21:00 ※19 日（月）～25 日（日）は、日没～22:00
※低木への装飾は 2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 1 月 4 日（水）まで

【開催場所】欅の木：神宮前交差点～神宮前第二歩道橋
植栽帯：神宮橋交差点～表参道交差点
【主催】商店街振興組合原宿表参道欅会／表参道イルミネーション実行委員会
【協賛】MasterCard
※2015 年の開催の様子
【後援（予定）】渋谷区
【協力（予定）】原宿神宮前まちづくり協議会／表参道ヒルズ／東急不動産／ジャイル／日本看護協会／神宮前地区町会
連合会／日本ガーディアン・エンジェルス／NPO 法人 green bird／原宿地区美化推進委員会／原宿交通安全協会
【URL】http://www.omotesando-illuminations.com
【問合せ先】表参道イルミネーション事務局 原宿表参道欅会内 TEL：03-3406-0988
＜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 【facebook】 www.facebook.com/omotesandohills 【twitter】 @omohills
【Instagram】 www.instagram.com/omotesandohills_official/
■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 25 日（日）は通常と同じ、12 月 22 日（木）～12 月 24 日（土）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）までの営業時間となります。
■休館日
無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2017 年 2 月 20 日（月）、21 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

