
 

 

 

 

報道関係各位 

2018 年 4 月 9 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS BEAUTY MONTH 
「美」をテーマに、化粧品などの美を高める商品をはじめ、期間限定メニューや 

ビューティーレッスン、イベントが充実 4月 19日（木）～5月 20日（日）開催 

 

 

 

 

 

 

 
 

 表参道ヒルズでは、4 月19 日（木）から 5 月 20日（日）まで、「OMOTESANDO HILLS BEAUTY MONTH」

を初めて開催します。期間中は、「美」をテーマに、化粧品など美を高めるアイテムを提案するほか、“食べて美しく 

なれる”“見た目が美しい”期間限定メニュー、自分磨きができるビューティーレッスン、注目アーティストの     

展覧会などをお楽しみいただけます。今年の春・ゴールデンウィークは、表参道ヒルズのビューティー   

イベントにお出かけして、「美」に磨きをかけてみませんか。 

 

■「自分へのご褒美」や「母の日ギフト」にぴったりのビューティーアイテムが登場 

ビューティーアイテムを取り扱う店舗には、「毎日頑張る自分へのご褒美」や、「母の日ギフト」など大切な人 

へのギフトにぴったりのアイテムが登場します。シュウ ウエムラ（西館 1F）では、ファッションデザイナー・

Yazbukey とのコラボレーションとして、遊び心たっぷりのキュートなリップスティックやリップライナーを、    

ミッレフィオーリ（本館 B2F）では、新商品のクレンジングジェルなどが楽しめるギフトセットを限定販売します。 
 

■期間限定メニューやビューティーレッスンで体も心もより美しく 

レストラン・カフェ 10 店舗にて、“食べて美しくなれる”“見た目が美しい”「美メニュー」を表参道ヒルズ店

期間限定で提供。コスメキッチン アダプテーション（本館 B2F）では、アスタキンサンチンが豊富なサーモンに、

ビーポーレンやザクロを華やかに散らしたカルパッチョを、ゴールデンブラウン（本館 3F）では、豆腐とゴボウ

を使ったヘルシーなのにボリューム満点のベジタリアンバーガーが登場します。加えて、館内ではお友達

やお母様と一緒にご参加いただけるビューティーレッスンも充実。フレグランスレッスンやヨガ、フラワーアレンジなど  

を8カ所で実施します。 
 
 

■清川あさみ展覧会のほかシュウ ウエムラやリファのコラボレーションイベントを開催 

本館 B3F のスペース オーでは、針と糸を使い数々の作品を生み出すアーティスト・清川あさみの人気

シリーズ「美女採集」15 周年を記念した「ADASTRIA 美女採集 by ASAMI KIYOKAWA」のほか、

Yazbukey とシュウ ウエムラのコラボレーションコレクションの発売記念イベントも実施。また、本館 吹抜け

大階段では、リファと雑誌『VOGUE JAPAN』とのコラボレーションによる母の日イベントも開催します。 

 

 

 

＜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：門本・相田・近江 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：長岡 TEL：03-3497-0292 FAX：03-3497-0318 



  
大切な人に贈りたいビューティーギフト。自分へのご褒美にも。 

5 月 13 日（日）の母の日など、大切な人へ贈るギフトにおすすめのビューティーアイテムを取り揃えます。 

また、仕事に家事に子育てに、毎日忙しく頑張る自分へのご褒美にもぴったりです。 
 
＜一例＞ ※全て税込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gift 

シュウ ウエムラ （西館 1F） 

ルージュ アンリミテッド シュプリーム 

マット 各 3,456円、マジックメタリック 

リップ ライナー 各 3,240 円 
ファッションデザイナー Yazbukey とのコラ

ボレーションコレクションを限定販売。  

遊び心たっぷりのリップモチーフがキュー

トな商品です。©Yazbukey×shuuemura 

クレ・ド・ポー ボーテ （本館 1F） 

ル・セラム n/クレームコントゥール 

デジューn限定キット 27,000 円  

レフィル 25,920円 
高機能美容液かアイクリームのいずれか

に、ベーシックスキンケアと話題のファン

デーションをセット。肌のサイエンスを結

集した高機能アイテムです。 

ダヴィネス （本館 B2F） 

オーセンティック ギフトセット 4,752円 
ヘアやフェイス、ボディに使用でき、   

うるおいを保持するだけでなく乾燥から

徹底的に守ってくれる栄養バターと、 

直営店舗限定のロゴ入りオリジナルタオル

をおしゃれなギフトボックスに。絶大な人気

のバターはギフトにぴったりです。 

タン （本館 B2F） 

スプリング プレシャス ギフト 3,780円 
ジャスミンとダマスクローズの香りが人気

のエデンブリーズコレクションより、シャワー

ジェル（100ml）とボディバター（40g）、  

ソープバー（30g）を、色鮮やかな造花と

組み合わせて華やかなギフトアレンジに

しました。 

マークスアンドウェブ （本館 B2F）  

フェイスケアギフトセット 8,401円 
高保湿のモイスチャーハーバルウォータ

ー、ハーバルモイスチャーライザー、モイス

チャーフェイスクリームと、麻 100％のハン

カチを合わせました。女性にうれしい天然

ダマスクローズ精油が香る最強フェイスケ

アアイテムです。 

コスメキッチン ビューティー （本館B2F） 

フラワーエッセンス ファシネーション 

プレミアム 5,184 円 
美容業界で“女性の魅力が引き立つ”と

話題のファシネーションをグレードアップ

したオリジナルブレンド。舌下に数滴たら

して使用する手軽さもおすすめ。ほのか

に香るローズで優雅な気分になれます。 

フリーパーク （本館 B2F） 

スティックタイプ練り香水 各4,104円 
フランスのパリで誕生したフレグランス 

メゾンが手掛ける、アルコールやパラベン

を含まないナチュラルな成分で作られた

練り香水。肌にやさしく馴染むやわらか

な香りが特徴で、香水ビギナーの方への

ギフトにもおすすめです。 

ミッレフィオーリ （本館 B2F） 

ブランクレーム ギフトセット ストロベリー 

5,400円 
新商品のクレンジングジェル、クリーム 

フェイスマスクを含むナチュラルエッセンス

から作られた 6 アイテムが楽しめるギフト

セット。つみたての甘酸っぱいストロベリー

の香りで癒しのひと時をお過ごしください。 

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館1F） 

テ/ジャルダン ドゥ サントウギュスタン

1,620円 
ピンク色のバラの花びらが入った、緑茶ベ

ースにローズペタルが香る紅茶。気品あふ

れる華やかなバラのアロマが広がる、プレ

ゼントにも喜ばれる一品です。ユーゴのスイ

ーツとの相性も抜群です。 



 

 

期間中、下記店舗にて 5,000 円（税込）以上お買い上げの方に先着で、 

ディリジェンスパーラー（本館 B1F）の一輪花をプレゼントします。 

■期間： 2018 年 5 月 7 日（月）～5 月 11 日（金） ※なくなり次第終了 

<対象店舗> 

エミ ウェルネス クローゼット／クレ・ド・ポー ボーテ／コスメキッチン ビューティー 

／ジャン=ポール・エヴァン／シュウ ウエムラ／ダヴィネス／タン／ 

ディオール パフューム＆ビューティ ブティック／フリーパーク／マークスアンドウェブ 

／ミッレフィオーリ／ユーゴ アンド ヴィクトール／ワインショップ・エノテカ & バー 

※カーネーションを予定しておりますが、当日の在庫状況により、 

種類を変更する場合がございます。 

 

 

 

食べて、見て、飲んで楽しむビューティーメニュー 

美と健康のために積極的にとりたい食材を使用した、ヘルシーで美味しく、見た目も華やかな表参道   

ヒルズ店限定メニューが揃いました。 

■期   間： 2018 年 4 月 19 日（木）～5 月 20 日（日） 

■参加店舗： レストラン・カフェ 10 店舗 ※一部、提供期間や時間が店舗により異なります。 
 
※全て税込 

フード                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスメキッチン アダプテーション（本館B2F） 

サーモンと日向夏のカルパッチョ 

有機亜麻仁油とハニーホワイト 

バルサミコの美ネグレット 1,383円 
史上最強の抗酸化力といわれるアスタキン

サンチンが豊富なサーモンに、ビーポー

レンやザクロで華やかに。紫外線対策や

アンチエイジングにもぴったりです。 

やさい家めい （本館 3F） 

和のスーパーフード 野菜の押し寿司 

1,350円 
紫黒米に生アロエや黄金虚空生姜など、 

8 種の国産スーパーフードや野菜をのせ

ました。話題のスーパーフードとこだわり

の野菜で、体の内側から美しくなりましょう。 

※1 日10 食限定、17：00 から提供 

シュペッツレ カフェ＆ワイン （本館B3F） 

美（BITTE）テリーヌ 1,400円 
ビーツやバタフライピーの色素で 3 層に

分かれたジュレにスモークサーモンの 

カルパッチョを添えた一皿です。「BITTE

（ビッテ）」とはドイツ語で「どうぞ」という意味。

美しいテリーヌを「どうぞ」と心を込めて 

ネーミングしました。※14:30 から提供 

ゴールデンブラウン （本館 3F） 

豆腐とゴボウのベジバーガー 

1,750円 
豆腐とゴボウのパティとアボカドを使った

ヘルシーなのにボリューム満点のベジタリアン

バーガー。特製テリヤキソースとソイ  

マヨネーズの味付けで、女性もお子様も

満足いただける一品です。 

バール ア ヴァン パルタージェ （本館3F） 

ホタテのカルパッチョ 1,080 円 
ホタテのカルパッチョにオレンジとトマト

のドレッシング、バジルオイル、彩り野菜

を合わせました。食べて笑顔に、内面か

ら美しくなっていただけます。 

※1 日5 食限定 

京 お野菜バル めい （本館 3F） 

手まり寿司御膳 1,890円 
アスパラやタケノコをのせた手まり寿司な

ど、京都の旬野菜をふんだんに使用した

御膳。どれから食べるか迷うのも楽しい、

野菜たっぷりの健康ランチで、体も喜ぶ 

一品です。 

※15：00 まで提供 

美メニュー                            表参道ヒルズ店限定 

Present For You 

※イメージ 



スイーツ・ドリンク                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“美”や“自分磨き”のためのレッスンを開催 

館内の 8 店舗で“美”や“自分磨き”のためのレッスンを開催。お友達やお母様と一緒に、楽しみながら気軽

にご参加いただけます。 

■参加店舗： 8 店舗 

■申込開始： 2018 年 4 月 19 日（木）11：00 ※先着受付となり、定員になり次第受付を終了いたします 

※全て税込、画像はイメージ 

 

ティーテーブルフラワーアレンジ                                   

ティータイムを彩るテーブルフラワーアレンジのレッスン。ナチュラル＆オーガニックレストラン「コスメキッチン 

アダプテーション」でティータイムを楽しみながらレッスンを行います。 

■日   時： 2018 年 4 月 25 日（水）、5 月 9 日（水） 

16：00～（90 分程度） 

■実施店舗： ディリジェンスパーラー（本館 B1F） 

会場： コスメキッチン アダプテーション（本館 B2F） 

■参 加 費： 6,500 円（お支払いは当日現金のみ、スイーツ・ドリンク 

込み） ※定員は各日 5 名様 

■申込方法： 前日までにディリジェンスパーラー店舗（03-6434-7826）へお電話にてお申し込みください。 

蔭山樓 （本館 3F）  

フルーツカクテル杏仁豆腐 756円 
美肌効果のある南杏（杏の種）から作った

杏仁豆腐。イチゴ、オレンジなど 6 種類

のフレッシュフルーツカクテルと合わせ、

味は昔ながらで懐かしい、加えて見た目

も美しい一品に仕上げました。 

※1 日10 食限定、15：30～17：30 提供対象外 

ジャン=ポール・エヴァン （本館 1F） 

ムニュ ヴェリーヌ 1,512 円 
イチゴ、フランボワーズ、ブラックベリー

の 3 種のベリーを合わせたジュレと、 

ローリエ香るペルー産カカオのムースを

2 層にしたヴェリーヌ。お好みのドリンク

とセットでお楽しみいただけます。 

※表参道ヒルズ店以外の店舗でも提供あり 

4 月25 日（水）から提供 

ワインショップ・エノテカ & バー 

（本館 3F） 

春を感じるロゼワイン 3glass 2,160円 
きらびやかな風合いのロゼワイン。今回

は、春の花々を感じさせるロゼ色の   

グラデーションと軽やかな味わいの 3 種

をご用意。おしゃれな色味が写真映え

するワインです。 

Beauty Lesson 

タリーズコーヒー （西館 B1F） 

アサイーソイミルク 450円 
まろやかなオリジナル豆乳やアマゾンフル

ーツのアサイーのほか、ブドウやバナナな

どのフルーツの味わいが楽しめる一杯で

す。ヘルシーなのに栄養価たっぷり。ショ

ピングの合間の休憩にぴったりです。 



Beauty healthy yoga + Hair arrange                                

第 1 部ではナチュラルビューティーヨガ（自然な音楽でリラックスフロー）を、第 2 部ではナイトビューティー   

ヨガ（アップテンポな曲でミュージックフロー）を実施します。ヨガ終了後、コスメキッチン ビューティーにて 

クイックヘアアレンジを行います。 

■日 時： 2018 年 4 月 22 日（日） 

第 1 部 12：00～13：00（ヨガ）、13：00～14：00（ヘア） 

第 2 部 16：30～17：30（ヨガ）、17：30～18：30（ヘア） 

■実施店舗： エミ ウェルネス クローゼット（本館 B2F） 

コスメキッチン ビューティー（本館 B2F） 

※ヨガ会場： 本館 吹抜け大階段下スペース 

■参 加 費： 2,000 円  ※定員は各回 20 名様 

■申込方法： 事前にホームページ（http://emmi-omotesando.peatix.com/）にてお申し込みください。 

 

イケメンマイスターと作る お肌が喜ぶ自分だけのオリジナル美容カクテル          
日差しが少しずつ強くなってきたこの季節におすすめ。イケメンマイスターと一緒に、コラーゲンドリンクに

旬な果物や野菜をあわせたオリジナル美容カクテルを作ります。参加特典として、コラーゲンドリンク 3 日分

とトリートメントチケット 1 枚をプレゼントします。 

■日 時： 2018 年 4 月 29 日（日）、5 月 20 日（日） 14：00～15：00 

■実施店舗： リファ ブティック（本館 B2F） 

■参 加 費： 無料  ※定員は各日 15 名様 

■申込方法： 前日までにリファ ブティック店頭もしくはお電話 

（03-6438-9351）にてお申し込みください。 

 

LEARN TO MAKE ST，CAT                                   
人気のアクセサリーブランド「ST, CAT」のワークショップを開催。オリジナルパーツと世界中から集められた

パーツを組み合わせ、イヤリングを作ります。参加特典として、オリジナルポーチを先着でプレゼントしま

す。 

■日 時： 2018 年 5 月 5 日（土） 

14：00～、15：00～、16：00～、17：00～、18：00～ 

（30～60 分程度） 

■実施店舗： アーバンリサーチ（本館 B3F） 

■参 加 費： 10,800 円  ※定員は各回 5～6 名様 

■申込方法： インスタグラム（ur_buyersselect）もしくはお電話 

（03-6721-1683）にてお申し込みください。 

 

Dior フレグランスレッスン                                      
Dior フレグランスエキスパートによるグループレッスンを開催。フレグランスの知識や、背景、伝統を教え、

実際に製品をお試しいただきます。 
■日時： 2018 年 5 月 11 日（金）、5 月 18 日（金） 20：00～21：00 

■実施店舗： ディオール パフューム＆ビューティ ブティック（本館 1F） 

■参加費： 無料  ※定員は各回 10 名様 

■申込方法： 前日までにディオール パフューム＆ビューティ  

ブティック店頭もしくはお電話（03-6455-4341）にて 

お申し込みください。 



自然派ワインセミナー                                                                           

普段からワインを飲んでいる方はもちろん、オーガニックや自然、健康に関心のある方にもおすすめ。セミナー

の後は、実際に自然派ワインを飲んでいただきながらお食事をお楽しみいただきます。 

■日 時： 2018 年 5 月 7 日（月） 11：30～13：30 

■実 施 店 舗： フラテリパラディソ（本館 3F） 

■参 加 費： 3,500 円（お食事込み）  ※定員は 12 名様 

■申 込 方 法： 事前にフェイスブックもしくはお電話（03-3408-0800）にて 

お申し込みください。 

■FB アドレス： https://www.facebook.com/events/2042345429312484/ 

 

 

 

 

体に優しいカフェインレスコーヒーを使ったデカフェコーヒースクール              
カフェインレスのコーヒー豆を使用したデカフェコーヒースクール。美味しいコーヒーの淹れ方や気軽に  

楽しめるアレンジコーヒーを教えます。 

■日 時： 2018 年 5 月 12 日（土）、5 月 19 日（土） 10：00～11：00 

■実施店舗： タリーズコーヒー（西館 B1F） 

■参 加 費： 2,000 円   ※定員は各日 14 名様 

■申込方法： 前日までにタリーズコーヒー店頭もしくはお電話 

（03-6804-6310）にてお申し込みください。 

 

 

ALL about Rose Lesson                                                             

ロゼワイン 5 種と生ハムワンプレートとともに、種類や色合い、楽しみ方、フードペアリングについてなど、 

ロゼワインにまつわる全てを教えます。 

■日 時： 2018 年 5 月 12 日（土） 14：00～15：00 

■実施店舗： ワインショップ・エノテカ & バー（本館 3F） 

■参 加 費： 3,240 円  ※定員は 7 名様 

■申込方法： 前日までにワインショップ・エノテカ & バー店頭 

もしくはお電話（03-6804-5025）にてお申し込みください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

アーティスト 清川あさみの人気シリーズ「美女採集」の15周年を記念し展覧会を開催。女性の人生のあり方に

ついて深く考えさせられる最新作「LIFE」や「mutant」を含む、過去作品から最新作まで 100 点以上の作品を

展示するほか、清川あさみが今最も気になる美女、コムアイさん（水曜日のカンパネラ）、菅原小春さん、    

ゆりやんレトリィバァさん、和田アキ子さんを「採集」し、本展のために最新アート作品として作りおろします。

デビュー当時から常に「輝きを放つ女性」を見つめ、その本質を模索し続ける清川あさみのクリエーション

をお楽しみください。 
 

“ファッションと人生を楽しみ、個性にあふれた世界をつくる”「Play fashion!」をコーポレートスローガンとして

掲げるアダストリアは、アーティストの清川あさみ氏の創作活動に共感し、この度の個展をサポートします。 

 

■日 時： 2018 年 4 月 27 日（金）～5 月 6 日（日） 

11：00～21：00 

※4 月 30 日（月）、5 月 6 日（日）は～20：00 

■会 場： 本館 B3F スペース オーほか 

■入場料： 無料 

■U R L： http://www.adastria-bijosaishu.com 

■主 催： 株式会社 アダストリア、株式会社 ASAMI 

■問合せ： 0120-601-162（受付時間 10：00～18：00） 

 

 

＜本展限定コラボグッズを販売＞ 

清川がイラストレーター たなかみさきさんを起用。たなかさん書き下ろしのヌードイラストに、清川が刺繍で

装飾、デザインをした、スペシャルコラボアイテムです。T シャツとトートバッグ各 5 種を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜最新美女採集作品集『清川あさみ 採集』を先行販売＞ 

これまでの〈美女採集〉約 80 点を集めた作品集。「Complex」シリーズや、女性の人生のあり方について深く

考えさせられる最新作「LIFE」等も収録します。（一般販売は 5 月予定：パイインターナショナル刊） 

 

 

清川あさみ プロフィール 

2001 年に初個展、2003 年より写真に刺繍を施す手法を

用 い た 作 品 制 作 を 開 始 。 代 表 作 に 「 美 女 採 集 」 、

「Complex」シリーズ、絵本『銀河鉄道の夜』など。平成28年度

後期の NHK 連続テレビ小説「べっぴんさん」ではタイトル

オープニング映像やポスターをディレクション、制作を  

トータルで手 掛 け話 題 に。最 新 作 の最 果 タヒとの  

共著『千年後の百人一首』が大好評発売中。        

http://www.asamikiyokawa.com 

 

ADASTRIA 美女採集 by ASAMI KIYOKAWA 



 
 

本館 B3F のスペース オーにて、遊び心たっぷりのクリエイティブな作品で世界中の女性を虜にするファッション

デザイナー Yazbukey とのコラボレーションコレクション「Yazbukey×shu uemura mattitude collection」の発売記念

イベントを開催します。女の子の本音を表現する4つのMattitudeをあしらったコーナーでコレクションのアイテムを

トライアルできるほか、メイクアップアーティストによるタッチアップも行います。Yazbukey の世界を楽しみながら、

自分に似合うリップメイクを見つけることができます。 ©Yazbukey×shuuemura 

 

 

 

 

 

 

■日 時： 2018 年 4 月 20 日（金） 13：00～19：00 

4 月 21 日（土） 12：00～17：00 

※最終入場は閉場の 60 分前、混雑時には入場制限する場合があります。 

■会 場： 本館 B3F スペース オー    

■入場料： 無料 

■U R L： http://www.shuuemura.jp 

■主 催： 日本ロレアル株式会社 

 

 

 

 
 
既成概念に捉われない美容習慣を提案するビューティーブランド ReFa が、    

表参道ヒルズを舞台に母の日イベントを開催します。ファッション雑誌『VOGUE 

JAPAN』とのコラボレーションによるスペシャル写真展以外にも、トークショーや、女性

として母として日々頑張る女性たちを応援するためのコンテンツをご用意しています。 

ぜひ、この機会に ReFa の提案する新たな美を体感してみてはいかがでしょうか。 

 

■日 時： 2018 年 5 月 11 日（金）～5 月 13 日（日） 11:00～19:00 

※5 月 13 日（日）は～18:00 

■会 場： 本館 吹抜け大階段       

■入場料： 無料 

■U R L： http://www.refa.net/store/boutique_omotesando.html 

■主 催： 株式会社 MTG 

■問合せ： 03-6438-9351 (ReFa Boutique) 

 

 

 

＜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  

【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 11:00～21:00（L.O. 20:30） 日曜～20:00（L.O. 19:30）  
※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 ： 2018年8月27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 

Yazbukey×shu uemura mattitude collection 発売記念イベント 

ReFa MOTHER'S DAY EVENT 

スペシャル写真展「 Tough and Tender 美しき母たちの肖像 produced by VOGUE JAPAN 」 


