
 

 

 

 

 

 

 

報道関係各位 

2014年7月3日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

真夏のイベント＆スペシャルワークショップ開催 
～お子様向けワークショップのほか、ワンランク上のライフスタイルを提案する大人向けイベントも充実！～ 
 

表参道ヒルズでは、7月から8月にかけて、真夏のイベントやワークショップを多数開催します。キッズの森

で開催するお子様向けのワークショップや、夏休み恒例となった飲食店舗での手作り料理教室は、ただ  

楽しいだけでなく、お子様の想像力や発想力を育てるプログラムとなっています。また、今年の夏は、    

コーヒースクールやヨガ教室、物販店舗でのギャラリーイベントなど、大人向けのイベントも充実。ワンランク

上のライフスタイルをご提案できるような、本格志向のイベントを多数ご用意しています。 
 

【大人向け】 タリーズコーヒー初、ヨガ教室を開催！ライフスタイル店舗でのギャラリーイベントにも注目！ 

今年 2 月にオープンし、表参道ヒルズ店限定の商品やサービスを打ち出し注目

を集める「タリーズコーヒー」がイベントを開催。数少ないコーヒーマスターの指導に

よる、夏季限定アイスコーヒースクールのほか、タリーズコ－ヒー“初”のモーニング

ヨガ教室も登場します。また、ライフスタイル店舗でのギャラリーイベントにも注目。

「パス ザ バトン」では、ミナ ペルホネンのデザイナー・皆川明さんによるカスタム

オーダーイベントを開催。「マークスタイル トーキョー」では、「旅」と「読書」が   

テーマのライフログ・ノート『EDiT』シリーズを中心に、旅へと誘うアイテムを行き先

別にセレクト。いつもと違う夏の旅をご提案します。 
 

【ご家族向け】 夏休み限定の好評企画！各店舗のシェフが教える、本格手作り料理教室を開催  

夏休み限定企画、館内レストラン・カフェのシェフが教える、お子様向け本格 

手作り料理教室が今年も登場します。「トラヤカフェ」のオリジナルパフェ作りを  

皮切りに、「洋食ミヤシタ」のロールキャベツ担当のコックさんが教えるロールキャベツ

作り、「R style by 両口屋是清」の和菓子作り体験、「サルヴァトーレ クオモ」のピッツァ

職人が教えるナポリピッツァ教室のほか、今年初参加となる「タリーズコーヒー」の 

オリジナルパンケーキ作りなど、充実のラインナップ。お子様だけでなくご家族で  

楽しく、美味しく、ご参加頂けるイベントが勢揃いです。 
 

【お子様向け】 キッズの森では、“真夏”ならではの季節感溢れるスペシャルワークショップが多数登場！  

キッズの森では、様々な講師を招き、真夏ならではのワークショップを多数開催  

します。ご家庭でキャンドルナイトもお楽しみ頂ける「蜜蝋キャンドル作り」や、     

南アフリカ・ロンドンなど世界各地から届いたパーツを使った「オリジナルブローチ  

作り」のほか、ROOTOTE の「オリジナルバッグ作り」、布のハギレを使った「夏モチーフ

のオーナメント作り」、ゆらゆら揺れるくらげの涼しげな「スノードーム作り」など、夏休み

の自由研究にもぴったりな、趣向を凝らしたワークショップを多数開催します。 

 

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：小村・森本・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 

 

7/10、8/3 タリーズコーヒー「コーヒースクール」 

7/12 蜜蝋キャンドル作り 



  

No. 店舗名 内容 

1 

 

「タリーズコーヒー」 

 

 

◇コーヒースクール  

タリーズコーヒーでは月に 1 回「コーヒースクール」を開催しています。7 月・8 月は、コーヒーマスターが 
講師を務め、ご家庭でのおいしいアイスコーヒーの淹れ方を教えます。コーヒーマスターは、数千名いる
タリーズフェロー（従業員）のなかでまだ 13 名しかいないスペシャリストです。アイスコーヒースクールは
夏季限定ですので、是非ご参加ください。 
■参加費： ￥2,000 ※お土産付き  ■定員数： 7/10（木）12 名様、8/3（日）8 名様 
■日時： 7/10（木）18：30～20：30、8/3（日）10：00～12：00 

◇ヨガ教室  

タリーズコーヒー初の、モーニングヨガ教室を月に 2 回開催。ヨガでリフレッシュした後、朝食もお楽しみ 

頂けます。 

■参加費： ￥1,000 ※お水、サンドイッチ、ドリンク（アサイーソイアセロラ or フルーツスクイーズ）付き  

■定員数： 各日4 名様  ■日時： 7/15（火）8：15～9：00 ※8 月の開催日は未定 
 

【場所】 西館B1F タリーズコーヒー  【主催・問合せ】 タリーズコーヒー [TEL] 03-6804-6310 

【事前要予約】 お電話にてお申し込み下さい。 

2 

 
「パス ザ バトン」      ◇「Mare e Bosco（マレ エ ボスコ） ～海と森～」カスタムオーダーイベント 

パス ザ バトン ギャラリーでは、7/17（木）～8/31（日）に、ファッションブランド「ミナ ペルホネン」による

展示販売イベント『Mare e Bosco ～海と森～』を開催します。イタリアの老舗ブランド「リチャード ジノリ」の

食器をキャンバスに、「お皿に海の幸や山の幸を盛り、お皿の中で旅をする。」をテーマに、【海の旅】と

【森の旅】のモチーフを描いた食器を展示販売します。 

8/9（土）には、ミナ ペルホネンのデザイナー・皆川明さんが来場し、カスタムオーダーイベントを  

開催。カスタムオーダー用プレートをご購入頂いた方を対象に、皆川さんがそのプレートに合った 

モチーフをセレクトしながら、世界に 1 枚だけのプレートを一緒に作ります。 
※商品情報 海の旅 ： "viaggio al mare"（ヴィアッジョアルマーレ）→ 7/17（木）販売開始 

森の旅 ： "viaggio nel bosco"(ヴィアッジョネルモスコ)→ 8/7（木）販売開始 

■日時： 8/9（土）  
11：00～ カスタマイズオーダー用プレート発売開始  

※数量限定 25 点（お一人様1 点限り） ※価格帯 各￥10,000（税込￥10,800） ～￥24,000（税込￥25,920） 

14：00～ カスタムオーダーイベント開催 

【場所】 西館B2F パス ザ バトン （ギャラリースペース） 【主催・問合せ】 パス ザ バトン [TEL] 03-6447-0707 

3 

 
「マークスタイル トーキョー」 

◇本をもって、夏の旅へ 大人のためのノート「旅する EDiT / 本よむ EDiT」  

マークスタイル トーキョー ギャラリーでは、この夏、旅へと誘うアイテムを旅の行き先別にセレクト。大人のための「旅」と「読書」がテーマ

のライフログ・ノート、『旅する EDiT -Traveling EDiT-』＆『本よむ EDiT –Reading EDiT-』で、旅と読書のみずみずしい記憶をノートに綴り  

ながら、旅先で、ホテルで、カフェで、いつもと違った夏の旅をご提案します。  

■日時： 7/2（水）～31（木）11：00～21：00 ※7/6、13、21、27 ～20：00 
  

               
    
【場所】 本館B3F マークスタイル トーキョー （ギャラリースペース）  【主催・問合せ】 マークスタイル トーキョー [TEL] 03-3478-5337   

 

期間限定ワゴンショップ情報 
 

【NEW OPEN！】  「Sand by Saya」リゾートショップ by CARNET  
ニューヨーク発、オールハンドメイドで洗練されたデザインが魅力のラグジュアリーサンダルブランド「Sand by 
Saya」。新作コレクションでは、ハイエンドからカジュアルまで幅広いテイストでひときわシックなサンダルライン
を展開。リュクスなモチーフと履き心地のよさで、お洒落なニューヨークウーマンたちに大人気。街履きとして  
だけでなく、高いヒールで疲れた足を休めるためのセカンドシューズとして常にバッグに携帯している女性も  
多いとか。カラーはホワイト、ブラック、ベージュなど、洗練された大人色のサンダルが揃います。  
※画像アイテム 上：High-Line ウェッジタイプ ￥10,800（税込￥11,664）／中：West Village ベーシック ￥12,000（税込￥12,960）

／下：Yellow Noho ベーシック ￥8,500（税込￥9,180） 
 

【場所】 本館B1F ワゴンショップ  【期間】 7/8（火）～8/3（日）   

【主催・問合せ】 株式会社カルネ [TEL] 03-5413-3433 

【大人向け】 物販3店舗 ： 真夏のスペシャルワークショップ＆イベント 一覧 

旅する EDiT 
旅のプランから、旅先での記録、旅後の思い出整理 
まで、心に残る旅の体験がさらに豊かになるノート。 
 
＜特徴＞ 携帯しやすいサイズ（世界の旅人のバイブ
ル『ロンリープラネット』と同じサイズ感）。やわらかな 
ソフトカバー。カバーには「日付」や「巻数」が書き   
こめる「タイトル欄」付き。ゴム付きでバッグの中でも  
開かない仕様。 
＜価格＞ ￥1,600（税込￥1,728）／カラー：ブラック、
グレージュ、レッド／サイズ：H197×W128mm、    
クロス貼カバー、128 ページ 

本よむ EDiT 
読後、その余韻が冷めないうちに感想を書き込んで。
本の世界をより深く楽しむためのノート。 
 
＜特徴＞ 書籍サイズ（四六判）で、本のような佇まい
が魅力。丸背製本のハードカバー仕様。布と皮革調、 
2 種類のクロス貼り。 
＜価格＞ ￥1,600（税込￥1,728）／カラー：ブラック、 
グレージュ、ブルー／サイズ：H192×W132mm、   
クロス貼ハードカバー、176 ページ 
 
EDiT [HP] http://marksdiary.jp/edit/traveling.html 



 

No. イベント名 内容 日時 

1 

 

TORAYA CAFÉ Presents 

「オリジナルパフェを作ろう！」 

      

パフェ用のグラスに好きなように盛り付けをし、オリジナルのパフェを作ります。 

中身は寒天ゼリー、フルーツ、あんペースト、生クリームなど、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 

体験できるワークショップです。 
 
■場所： 本館B1F トラヤカフェ   

■参加費： お子様1 人￥2,160 ※親御様にも 1 ドリンク付き 

■対象年齢： 3～12 歳  ■定員数： お子様10 名 ※要保護者同伴 

■主催・問合せ： トラヤカフェ 

[HP]  http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=20 

[TEL] 03-5785-0533 [Mail] toraya-cafe@toraya-group.co.jp 

■要事前予約： 7/11（金）11：00 からメールにて受付開始 

8/5（火） 
11：30～13：00 
※受付11：15～ 

2 

洋食ミヤシタ Presents 

「ロールキャベツを作ろう！」 

  

※実際はトマトソース仕上げになります。 

お母さんと一緒にロールキャベツを作ります。ロールキャベツのネタをこねて 

作り、キャベツを巻きます。調理はロールキャベツ担当のコックさんが美味しく 

仕上げます。完成までの待ち時間には、ミヤシタオリジナルのジュースを使った

ゼリーを作ります。 
 
■場所： 本館3F 洋食ミヤシタ   

■参加費： お子様1 人￥2,500 ／ 親御様1 人￥1,500 

※1 ドリンク、作ったロールキャベツ、パン、デザート付き 

■対象年齢： 6～12 歳  ■定員数： お子様12 名 ※要保護者同伴 

■主催・問合せ： 洋食ミヤシタ 

[HP]  http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=14 

[TEL] 03-5785-0707 

■要事前予約： 7/11（金）11：00 から電話にて受付開始 

8/5（火） 
15：00～17：00 
※受付14：45～ 

3 

R style by 両口屋是清  

Presents  

「薯蕷まんじゅうを作ろう！」 

  

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

作りを、お子様と親御様ご一緒に、体験頂きます。おまんじゅうの生地を作って

アンを包んだ後、おまんじゅうに絵を描いたり、デコレーションします。 
 
■場所： 本館3F R style by 両口屋是清 

■参加費： お子様1 人￥2,500 ／ 親御様1 人￥500 ※ドリンク付き 

■対象年齢： 9～12 歳  ■定員数： お子様5 名 ※要保護者同伴 

■主催・問合せ： R style by 両口屋是清 

[HP]  http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=15 

[TEL] 03-3423-1155 

■要事前予約： 7/11（金）11：00 から電話にて受付開始 

8/6（水） 
11：30～13：30 
※受付11：15～ 

4 

SALVATORE CUOMO  

Presents 「オリジナルの 

ナポリピッツァを作ろう！」 

  

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 クオモのピッツァ教室。 

経験豊かなピッツァ職人が、お子様向けにナポリピッツァのワークショップを  

開催します。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、石窯で

焼き上げた本格的なピッツァ作りを体験できます。 
 
■場所： 本館3F サルヴァトーレ クオモ  

■参加費： お子様1 人￥3,000 ※親御様にも 1 ドリンク付き 

■対象年齢： 3～12 歳  ■定員数： 各日お子様12 名 ※要保護者同伴 

■主催・問合せ： サルヴァトーレ クオモ 

[HP]  http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=10 

[TEL] 03-5785-1665 

■要事前予約： 7/11（金）11：00 から電話にて受付開始 

8/6（水）、7（木） 
15：15～17：00 
※受付15：00～     

5 

タリーズコーヒー Presents 

「オリジナルパンケーキを   

作ろう！」 

   

タリーズコーヒーオリジナルのパンケーキに、チョコレートシロップやキャラメル

シロップ、ストロベリーシロップなどを使って、自分好みにデコレーションをした

パンケーキを作ります。パンケーキを食べた後は、組み立て式の貯金箱を  

作って、お持ち帰り頂きます。 
 
■場所： 西館B1F タリーズコーヒー  

■参加費： お子様1 人￥2,000 ※親御様にも 1 ドリンク付き 

■対象年齢： 3～12 歳  ■定員数： お子様10 名 ※要保護者同伴 

■主催・問合せ： タリーズコーヒー 

[HP]  http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=236 

[TEL] 03-6804-6310 

■要事前予約： 7/11（金）11：00 から電話にて受付開始 

8/12（火） 
11：00～12：00 
※受付10：45～ 

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



 

 

 

 

 

No. イベント名 内容 日時 

1 

手のぬくもりで作る  

～蜜蝋キャンドル～ 

 

蜜蝋の香り、手の感触を楽しみながら「蜜蝋キャンドル」を作ります。手の温かさで

柔らかくなる蜜蝋シートは小さなお子様が触れても安全。そして蜜蝋には空気を 

浄化する作用もあります。小さな灯火を見つめる時間は、お子様の豊かな感性を 

育ててくれます。オリジナルキャンドルを使って、ご家庭でキャンドルナイトを   

楽しむのもおすすめです。 
 
■事前予約優先  ■参加費： ￥1,000  ■対象年齢： 2 歳以上 

■定員数： 各回8 名様  ■主催・問合せ： YOGA CAFÉ 

ヨガや造形活動を通してクリエイティブなライフスタイルの提案をしています。 

[HP] http://yogacafe.jimdo.com  [MAIL] meg3yoga@gmail.com 

■予約： 下記項目を記載の上、メールにてお申し込み下さい。 

メール件名「蜜蝋キャンドル作り」 

①お子様のお名前 ②年齢 ③希望時間 ④保護者様のお名前 ⑤連絡先電話番号 

※３日以内に返信がない場合は、再送をお願いします。  

※携帯メールで[.com]の受信拒否をされている場合、受信拒否解除をお願いします。 

7/12（土） 
①12：00～ 
②13：30～ 
③15：00～ 

2 

ワールドトラベルブローチ 

～ワイルドサファリ編～ 

 

世界各地から届いた様々な小さなパーツを集めて、ブローチを作ります。パーツの

故郷の写真を見ながら、世界について知るきっかけづくりにもなるワークショップ 

です。7/19（土)の～ワイルドサファリ編～では、南アフリカから届いたビーズ、  

布装飾、アニマルパーツなどを組み合わせてブローチを作成。土台に紐やビーズ

を通す手仕事もレクチャーするので、大きなお子様には、ワンステップ上の      

ブローチ作りをお楽しみ頂けます。 
 
■事前予約優先  ■参加費： ￥1,500  ■対象年齢： 3 歳以上 

■定員数： 各回8 名様  ■主催・問合せ： Tokyo Sisters 

ハンドメイドの喜びを実感できるワークショップを開催する、ロンドン発のグループ。 

[HP] http://tokyosisters.com/ [Facebook] www.facebook.com/tokyosisters 

[MAIL] tokyosisters.info@gmail.com  

■予約： メールにてお申し込み下さい。 

7/19（土） 
①11:30～   
②13:00～ 
③14:30～ 
④16:00～ 

3 

ROOTOTE  

トート・アズ・キャンバス  

ワークショップ 

 

ROOTOTE（ルートート）の真っ白なトートバッグ「トート・アズ・キャンバス」を使い、

「僕の私のすきなもの」をテーマに、自由な発想で絵を描いたり、布やリボンを  

貼ったりして、夏休みの思い出に世界に 1 つだけのオリジナルトートバッグを   

作ります。画材はご用意していますが、はぎれ布などの持ち込みも歓迎します。 

完成した作品は、今年 10 月に開催されるデザインコンテスト「第 11 回 ROOTOTE 

トート・アズ・キャンバス デザインアワード」の小学生以下の部にその場で     

エントリーもできます。（ご希望者のみ、無料）  

※材料確保のご予約になりますので、少しお待ち頂く場合もございます。当日も  

お席に空きがございましたら、ご参加いただけます。 

※よごれても良い服装でお越し下さい。 
 
■事前予約優先  ■参加費： ￥1,500  ■対象年齢： 2 歳以上 

■定員数： 各回5 名様   

■主催・問合せ： 株式会社スーパープランニング／ROOTOTE トート・アズ・    

キャンバス デザインアワード事務局 

[HP] ・ROOTOTE ブランドサイト「ROOTOTE.jp」： http://rootote.jp/ 

・第11 回 ROOTOTE トート・アズ・キャンバス デザインアワード：  

http://rootote.jp/toteascanvas/designawards/ 

・ROOTOTE トート・アズ・キャンバス ワークショップ 詳細：  

http://rootote.jp/toteascanvas/workshop/news/72627/ 

[TEL] ROOTOTE トート・アズ・キャンバス デザインアワード事務局 

 03-3464-3766（平日10 時～18 時） 

■予約： ROOTOTE のブランドサイト ROOTOTE.jp よりお申し込み下さい。 

7/26(土)、27（日） 
①11:30～ 
②12:45～ 
③14:00～ 
④15:15～ 

■場 所 ： 表参道ヒルズ 本館 B2F キッズの森   

■H  P ： http://www.omotesandohills.com/kids-no-mori/ 

【お子様向け】 キッズの森 ： 真夏のスペシャルワークショップ＆イベント 一覧 



 

No. イベント名 内容 日時 

4 

ワールドトラベルブローチ 

～英国ガーデン編～ 

 

7 月の～ワイルドサファリ編～に続き、8/3（日)のワールドトラベルブローチは、  

～英国ガーデン編～です。 英国から届いた切手、ロンドンの布、ガーデンを   

イメージした花のパーツなどを組み合わせてブローチを作ります。 

お花のフレームを編む手仕事もレクチャーしますので、大きなお子様にはワン  

ステップ上のブローチ作りをお楽しみ頂けます。 
 
■事前予約優先  ■参加費： ￥1,500  ■対象年齢： 3 歳以上 

■定員数： 各回8 名様  ■主催・問合せ： Tokyo Sisters 

ハンドメイドの喜びを実感できるワークショップを開催する、ロンドン発のグループ。 

[HP] http://tokyosisters.com/ [Facebook] www.facebook.com/tokyosisters 

[MAIL] tokyosisters.info@gmail.com  

■予約： メールにてお申し込み下さい。 

8/3（日） 
①11:30～   
②13:00～ 
③14:30～ 
④16:00～ 

5 

coco and ginger  

サマー・ワークショップ 

「夏モチーフのオーナメント

作り」 

 

ベビー＆キッズ服ブランド「coco and ginger」による、フローラルプリントのハギレを

使用して、夏モチーフのオーナメントを作成するワークショップです。ヘアゴムと 

ぬりえができるカードのお土産付きです。 

※細かい手作業がありますので、小さいお子様は保護者の方が少しだけお手伝い

頂きますようお願いします。 ※写真はイメージです。 
 
■事前予約優先  ■参加費： ￥1,000 ※お土産付き   

■対象年齢： 3 歳以上 ※小学生未満要保護者同伴  ■定員数： 各回6 名様   

■主催・問合せ： coco and ginger 

オーストラリア人デザイナー、サフロン・ブレイビーが手がける女の子のための  

ベビー＆キッズ服ブランド。  

[HP] www.cocoandginger.jp  [MAIL] info@cocoandginger.jp 

■予約： 下記項目を記載の上、メールにてお申し込み下さい。 

①お子様のお名前・年齢・保護者様のお名前 ②希望時間 ③連絡先電話番号 

8/10（日） 
①13：00～  
②14：00～  
③15：00～  
④16：00～  
※最終17:00 まで 

6 

 
小山一馬の kazumart  
「夏なのに！海のスノードーム
作り ～くらげバージョン  
リターンズ！ 」 

    

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 

小山一馬氏による空き瓶を利用した「ゆらゆら揺れるくらげのスノードーム作り」の   

ワークショップを開催します。白いくらげに絵を描いて、自分だけのオリジナルの 

くらげを作り、キラキラのスパンコールや色つきの砂と一緒に怪しく光るスノー   

ドームに入れて完成。涼しさを体感頂けます。 

※参加希望者多数の場合は抽選にて決めさせて頂きます。予めご了承ください。 
 
■当日受付のみ  ■参加費：無料  ■対象年齢： 小学生以下 

■定員数： 各回先着12 名様   

■小山一馬 [Blog] http://ameblo.jp/kazumart/ 

8/16（土） 
①13：00～ 
②15：30～ 
※受付各回 

10 分前～ 

 
キッズの森： 特別ブース出店情報 

出張！おやつ屋さん 

 

※写真はgo!muffins go! 

7/12（土） ～go! muffins go! 編～ ／ 7/26(土) ～caci-su 編～ ／ 8/10（日） ～ELEMENTS 編～ 

ニューヨークやロンドンの野菜レストランで活躍したシェフによる、たまごや乳製品を使わないオリジナル   

スイーツを展開する「go! muffins go!」が、7/12（土）にキッズの森に特別ブースを出店。7/26（土）の～caci-su 編

～では、動物性の素材不使用で作られたマフィンやクッキー、オリジナルジャムを、8/10（日）～ELEMENTS 編

～では、バターやたまごを使用していないマフィンやクッキー、グルテンフリーのおやつなどを販売します。 
 
■日時：  出張！おやつ屋さん ～go! muffins go! 編～ 7/12（土） 11：00～16：00 

出張！おやつ屋さん ～caci-su 編～     7/26（土） 11：00～16：00 

出張！おやつ屋さん ～ELEMENTS 編～  8/10（日） 11：00～16：00 ※全日おやつが無くなり次第終了 

■出店店舗：・go! muffins go! [HP] http://veggiefoodies.jugem.jp/  [Facebook] www.facebook.com/gomuffinsgo2013 

・caci-su  [Blog] http://cacisu.exblog.jp/ 

・ELEMENTS  [Facebook] www.facebook.com/elements.tokyo  

 

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：@omohillfukukan 
 
■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： 2014 年 8 月 18 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 

＜表参道ヒルズ 施設データ＞ 

http://www.facebook.com/omotesandohills

