
 

 

 

 

 

 
 
報道関係各位 

2014 年 11 月 17 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS MARKET with Perrier 

～森のクリスマスマーケット～ 
-クリエイティブな心を刺激するクリスマスマーケットを開催！ジオラマツリーの街並を表現- 

12月10日（水）～12月25日（木） ／ 本館B3F スペース オー 
 

 
※画像はイメージ 

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10日（水）から12月25日（木）までの期間中、

『OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS MARKET with Perrier ～森のクリスマスマーケット～』と題して、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を手掛けた「場と間」のコーディネートによる、    

クリエイティブな心を刺激するクリスマスマーケットを開催します。 
 

現在、表参道ヒルズでは「ノスタルジークリスマス」をテーマに、クリスマスプロモーション『OMOTESANDO HILLS 

CHRISTMAS 2014 with Moët & Chandon』を開催しています。本館 吹抜け大階段では、「Symphonic Forest     

～聖なる森のクリスマス～」をテーマにしたイルミネーション演出を実施。中でも注目は、高さ8m、音楽を奏でる  

“世界最大級”のジオラマツリー。森に見立てたツリーの中心にはシンボリックな教会があり、ツリー下部や側面には、      

トランペットやバイオリンなど6つの楽器の村を含む、18のジオラマの村を配置。一部のジオラマの家にはモニター

が内蔵されており、森の住民達が生活する様子を覗き見ることができます。今回のクリスマスマーケットは、     

このイルミネーション演出と連動し、“ジオラマツリーの森の住人達が集う広場”として出現します。 
 

■ジオラマの街並にある蛇口をひねると、ホットチョコレートが！ 「kloka」の『ホットチョコレートマシーン』に注目 

マーケット会場の中央にはベルリンのホーフ（中庭）のような広場があり、その広場を囲むように、ジオラマツリーの

街並をグラフィックで表現した20店舗が並びます。インテリアやライフスタイルを提案するシェア・クリエイティブ   

オフィス「場と間」による、温かみのある電球色の照明によるノスタルジックな空間演出が、まるでヨーロッパの街中に

いるような錯覚を起こします。必見なのが、ジオラマツリーの演出＆ツリーデザインも手掛けたクリエイティブスタジオ

「kloka」（クローカ）によるインスタレーション『ホットチョコレートマシーン』。チョコレートに見立てたジオラマの街並 

にある蛇口をひねると、ホットチョコレートが出てくるという、楽しい仕掛けを体験頂けます。その他、期間中には様々

なクリエイターをお招きし、クリスマスならではのワークショップやトークイベントも多数開催します。 
 

 

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 



 

  

 

  

インテリアやライフスタイルの提案を行っている「場と間」と、クリエイティブユニット「holiday」によるクリスマスカフェ 

『森のカフェ』をオープンします。メニューには、クリスマスムードを盛り上げるドリンク・フードが勢揃い。ドリンクは  

ペリエの販売のほか、「holiday」特製のジンジャーシロップとペリエを使用したオリジナル・ジンジャーエール

『N'Oubliez jamais』（ヌブリエジャメ）や、「holiday」プロデュースのペリエを使ったクリスマスマーケット限定の     

オリジナルカクテルなど、ソフトドリンク、アルコールメニューを販売します。フードは千葉のおいしい豚肉を使用した

オリジナル・ホットサンドイッチ『Tres bon monsieur』（トレボンムッシュ）や、フルーツとガトーショコラをチョコレートで 

コーティングしたオリジナル・スイーツ『Oh! FRANCE』（オー！フランス）など豊富に展開します。 
 
＜MENU 一例＞ 

   

 
 

 

  

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」が作り出す、ホットチョコレート

マシーンが登場。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魔法のような蛇口が設置  

されています。対象時間内は、１杯 600 円（税込）で、ご自身で   

蛇口をひねってお楽しみ頂けます。 
 
※表参道ヒルズ 本館 吹抜け大階段に展示している“世界最大級”   

ジオラマツリーの演出＆ツリーデザインは、kloka の所属アーティスト   

矢島沙夜子さんが手掛けています。 
 

【日時】12/10（水）～19（金） 16:00〜20:00、12/20（土）～25（木） 12:00〜21:00 
 

 
 
 

[プロフィール] kloka （クローカ） 

東京を拠点に、建築空間から平面、映像、また家具や照明などのプロダクトまで様々なものづくりを行うクリエイティブスタジオ。事務所に

併設する工房を使い、デザイナー自身の手で製作する。 [HP] http://www.kloka.com 

ホホッットトチチョョココレレーートトママシシーーンン  bbyy  kkllookkaa 

[プロフィール] holiday （ホリデー） 

堀出隼と堀出美沙から成るクリエイティブユニット。“make everyday happy 毎日を楽しく”をコンセプトに、アート＆  

フードディレクション、ケータリングサービス、イベント演出、オリジナルグッズプロデュースなど「食とデザインとアート」

を中心に活動中。 [HP] http://we-are-holiday.com/ 

【オリジナルサンドイッチ】 
Tres bon monsieur （トレボンムッシュ）  900 円（税込） 
 

上質な純血黒豚に、メキシコ産アボカド

オイルを混ぜた特殊飼料を与え、   

新しい放牧スタイルで育てることで、   

イベリコ豚にも負けないくらい美味しく 

栄養価に富んだ千葉の豚肉「アボトン」。

このお肉をローストし、ベシャメルソース

と一緒にバゲットに挟んだ、贅沢な   

オリジナル・ホットサンドです。 

【オリジナルドリンク】 

N’Oubliez jamais （ヌブリエジャメ）  650 円（税込） 

 
「 holiday 」 オ リ ジ ナ ル の    

ジンジャーシロップにペリエを

ミックスした、オリジナル・   

ジンジャーエール。フランス 

語で「決して忘れないで！」 

を 冠 し た こ の ド リ ン ク は    

ジ ン ジ ャ ー の 刺激と 共に  

飲 ん だ 人 の 記 憶 に 残 る 

でしょう。 

森森ののカカフフェェ 

 [STORY・・・] 
年に一度のクリスマスマーケット。ジオラマツリーに住む森の住人達は毎年マーケットを楽しみにしており、 

この時期になると森の木々を抜けて、マーケット会場へと向かいます。大切な人へのクリスマスギフトを 

買い物しながら、名物のサンドイッチ「Tres bon monsieur」（トレボンムッシュ）などの食べ物を片手に、   

ジンジャーエール「N’Oubliez jamais」（ヌブリエジャメ）を味わうのが、年に 1 度の至福の時間なのです。   

森の住人達が集う不思議な森のマーケット・・・。今回、特別に皆様をこの森へとご招待します。 

 



 
 
＜出店社一例＞ 

 

 

 
 

 

 

 

丹波屋 
【取扱商品】雑貨／インテリア小物  

   
「Room #511」が初のリアルショップをオープン。店主である
Steve と Joan が世界各国から集めた様々な雑貨やクリスマス  
グッズ、海外作家の一点もの、日本初上陸の Leah Goren の  
陶器、Lefton 社、Napco 社や北欧のヴィンテージ、ベルギー・
Goodwill 社のクリスマス商品等、他にはない商品が並びます。 
[HP] http://www.room-number511.com/ 

マルオカ 
【取扱商品】雑貨／スウェーデンのテーブルウェア・プラスチック製  

グラス・レースペーパーなど  

  
洗練された質の高いテーブルウェア製品を提供する、     
スウェーデン生まれのブランド「Duni」が商業施設小売初出店。
ホームパーティーでの素敵な演出には欠かせないデュニ   
製品は、季節やイベントに合わせた様々なシーンでご使用  
頂けます。クリスマスならではのテーブルセッティングやカラー
コーディネートをお楽しみ下さい。 [HP] http://www.duni.jp/ 

堀内果実園 
【取扱商品】食品／日本のドライフルーツ・コンフィチュール・シロップ 
 

   
奈良・吉野の広大な山々で果樹を専門に栽培し、現在6 代目が

園地を守る「堀内果実園」。フレッシュな果物を使用し、完熟・ 

国産・無添加にこだわった加工品を販売します。噛む程に   

口の中に広がる果物の風味が特徴のドライフルーツ、ゴロゴロと

果実感たっぷりのジャム、喉にやさしいシロップなど、果物の 

美味しさをお届けします。 [HP] http://horiuchi-fruit.jp/ 

宏和商工 
【取扱商品】食品／イタリアのパスタ・オリーブオイルなど 
 

   
「～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）」という教えをもとに集めた食材のブランド「padonni」を  

展開。南イタリア・プーリア州にあるジョイア・デル・コッレ（喜び

の丘）という村からお届けする、イタリアで最も美しく・楽しく・  

美味しいと評判のパスタや、“オリーブのジュース”とも言われる

絶品のオリーブオイルも販売します。※試食あり 

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

コピパナス 
【取扱商品】雑貨／ハンドメイドのクリスマスオーナメント（木彫り人形） 
 

   
手作り、オリジナル、伝統、個性を大切にものづくりを続けて 

いるオリジナル雑貨ブランド「コピパナス」。インドネシア、  

バリ島の工場にて全て一点一点を手で彫り、ペイントした、

木彫りのクリスマスオーナメントを販売します。アルベシア  

という南国のとても軽量で柔らかい木を使っています。 

[HP] http://www.kopi-panas.com/KOPI_PANAS/TOP.html 

LOVE&GIFT 
【取扱商品】食品／インテリア雑貨／ファッション小物など 
 

  
「Nostalgic Happiness」をコンセプトにアッシュ・ぺー・フランスが 

提案するクリスマスギフトショップ。パリのクリエイター、ドミニク・ 

エディ・ドゥビアンのビジュアルがオリジナルギフトとなり登場。 

ベルギーチョコレート「Dolfin」とコラボレーションした本格チョコ   

レートや、7 つのアロマを楽しめるキャンドルのほか、選りすぐりの

ギフトアイテムが揃います。 [HP] http://www.hpfrance.com/News/ 

主主ななククリリススママススママーーケケッットト出出店店社社  （（2200 店店舗舗）） 



 

 

  

SWEETS HOLIC 
【取扱商品】食品／アイシングクッキー 

 

見ているだけでスウィートな気分

になる、そんな女性の大好きを 

甘いアイシングクッキー&シュガー

に乗せて。「毎日をちょっぴり  

ハッピーに」をコンセプトにした 

ハンドメイドアイシングクッキーの

ブランドです。毎日の緊張を   

甘～くほぐし、トキメキの瞬間を 

お届けします。 

[HP] http://sweetsholic.com/ 

future friends 
【取扱商品】雑貨／インテリア小物 

N.Y.ブルックリン発、ユーモアとイ

マジネーションに満ちあふれた

絵刺繍とリネン素材が特徴のブラ

ンド「CORAL&TUSK」。デザイナ

ーのステファニー・ハウズリーが、

世界各地の旅先で出会った魔法

のような経験や冒険からインスパ

イアを受けて作り出される独特の

世界観は、世代を問わず愛され

ています。 

[HP] http://www.hpfrance.com/futurefriends/ 

GOOD DAY 
【取扱商品】雑貨／インテリア小物 
 

    
パリ・ニューヨークを中心に海外で直接買い付けてきた     

アクセサリーやインテリア雑貨、ステーショナリーなど、ギフトに

最適な商品がたくさんあります。お洒落でかわいい小物を   

数多く取り揃えています。 

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

サニーアワーズ 

【取扱商品】雑貨／キッズ関連アイテム（クレヨンなど） 
 

  
子どもから大人まで楽しめる、スタイリッシュな商品を世界中
からセレクト。石ころクレヨン Cryon Rocks、日本の折鶴を   
モチーフにしたおくるみ FABELAB、お絵かきもできる    
ランチョンマット JaqJaqBirds などの輸入雑貨のほか、布地を  
リユースしたパッチワーク雑貨など、環境へも配慮した商品も
展開します。 [HP] http://sunnyhours.org/ 

アクアメール 
【取扱商品】食品／フランスのオイルサーディン・塩・トリュフナッツなど 
 

   
フランス・ブルターニュ発、ラベルイロワーズの可愛くて   
美味しい、オイルサーディン・スープ缶。手間暇かけて   
作られる製品は、缶詰と思えない美味しさです。その他   
にも、同じくブルターニュ発、 1500 年もの伝統製法に    
基づいたゲランドの塩や、南仏発のトリュフをまぶしたトリュフ
ナッツなど、フランスの美食を展開します。※試食、試飲あり 
[HP] http://aquamer.co.jp/ 

ナチュロパシージャポン 

【取扱商品】食品・フレグランス／オーガニックハーブティー、 
オーガニックブレンドオイル、バスソルト  

  
ナチュロパシー（自然療法）、陰陽五行論、体質学を基に 

ブレンドした、有機 JAS 認証オーガニックハーブティー

「 SAUTEDI」 ( ソ テ デ ィ ) を 展 開 。 道 端 ジ ェ シ カ さ ん と の     

コラボハーブティーも販売します。その他、コスモス認証  

オーガニックブレンドオイル、バスソルトも展開します。 

※試飲あり [HP] http://np-japon.jp/ 

ピーオーエス 

【取扱商品】雑貨／ヨーロッパのクリスマス商材      
（モビール・オブジェ・オーナメントなど） 
 

  
動く彫刻とも呼ばれるアート性たっぷりのデンマークモビール
や、ヨーロッパの街並みを再現したかのような丁寧な細工の  
ペーパーモビール、100 年以上の歴史を持つドイツの伝統的な
オールハンドメイドの木製人形など、クリスマス気分を盛り上げる
オブジェやオーナメントを種類豊富に展開します。 
[HP] http://www.posjapan.co.jp/ 

ポルコバッチョ 
【取扱商品】食品／フランスのチョコレート、コンフィチュールなど 
 

   
「ショックフルール」はフランス中部の小さな農家が手作りする、

花びらを散りばめたまるで絵のように美しいチョコレートです。 

原材料は全て農薬不使用でフランスの有機認証 ECOCERT  

を取得、食品添加物も一切使用していません。 

[HP] http://www.porcobacio.info/ 



  
  

フラワーアーティスト「TERRARIUM.1 横山さちこ」による  

植物を使ったワークショップ。フラワーべース（花瓶）の 

中に、植物を使ってジオラマの森を作ります。 
 
【日時】12/10（水）、13（土）、14（日） 14:00～16:00  

【定員数】各回 10 名様  【参加費】7,560 円（税込）   

【予約方法】ホームページより事前にお申し込み下さい。 

http://terrarium1.com/lesson/ 
 

 
 
 

ニットクリエイター「amrta」による、フェルトオーナメントボール  

を作るワークショップ。羊毛を巻きつけてフェルト化させたボ

ールに、アルファベットや好きな模様を施して、自分だけの

オリジナルオーナメントを作ります。 
 
【日時】12/10（水）、20（土）、21（日）、24（水）、25（木） 

11:30～17:00    

【参加費】1,800 円（税込）     

※当日受付 

 

 
 
 

クリエイティブユニット「holiday 」が、クリスマスプレゼントに大切な家族や恋人

へオリジナルのロゴを作るインスタレーション。「holiday」 が、あなたの顔や  

大切な人の顔を見てイメージしたロゴをその場で創り出し、似顔絵を描くように

あなただけのロゴを贈ります。サプライズギフトをお考えの方は、家族や恋人

の写真をお持ち下さい。 
 

【日時】12/10（水）、23（火・祝）、24（水）、25（木） 11:30～18:00   

【参加費】1,000 円（税込）   

※当日受付 

 

クリエイティブユニット「holiday 」がデザインしたフォントで、オリジナルネーム   

プレートを作るワークショップ。案外、自宅の表札を購入しようと思っても、  

どこで購入したら良いか分からないもの。サンタクロースが迷わないように、 

特別な表札を作成して飾りましょう。これで、サンタさんも一目瞭然！ 
 
【日時】12/19（金）、20（土）、21（日） 11:30～18:00   

【参加費】3,000 円（税込）  

※当日受付 

＊holiday のプロフィールは、P2「森のカフェ」をご参照下さい。 

オリジナルネームプレートを作ろう                    12/19（金）、20（土）、21（日） 

オリジナルのロゴ贈りませんか？             12/10（水）、23（火・祝）、24（水）、25（木） 

[プロフィール] amrta （アムリタ）  

ニットクリエイター／デザイナー。2011 年、ハンドメイドブランド「amrta」を立ち上げる。伝統的な手法を取り入れ、どこか懐かしさを感じながらも今の  

気分に馴染む一方で、古くならないデザインを目標とし、また、暮らす中で気持ちが「アガル」ニットのアイテムを 1 つ 1 つ手作業で制作。 

[HP] http://amrta-amrta.com 

フェルトで作るクリスマスオーナメント       12/10（水）、20（土）、21（日）、24（水）、25（木） 

[プロフィール] TERRARIUM. 1 横山さちこ 

2007 年、都内の花屋経験を経て独立。 「ひとつだけのもの」というコンセプトのもと、すべて一点ものでの「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、食虫植物、多肉植物、ハーブや野菜の花など多様な感覚と独創的な毒のある美しい世界を創ることを持ち味とする。     

ファッション誌や広告、パーティー装花、ウェディングブーケ、楽屋花など花に纏わるものをオーダーメイドで日々手がける。 

[HP] http://terrarium1.com 

ジオラマの森をつくろう！                         12/10（水）、13（土）、14（日） 

ワワーーククシショョッッププ 



  
 

 

クリエイティブユニット「holiday」 の堀出隼と堀出美沙が、今から間に合うクリスマス演出を

共有するトークイベント。手軽に試すことができるクリスマスメニューやクリスマス装飾  

などのアイデアを皆様へお届けします。テーブルを囲み、「holiday」 と一緒にクリスマス

パーティーの準備をする、ワークショップと一体型のトークイベントです。 
 

【参加費】無料  【日時】12/23（火・祝） 19:00～20:00 

 

 

 

 
 

イラストレーター 竹内俊太郎による、似顔絵マシーンが登場。証明 

写真機のような PHOTO BOOTH に入り、即席で似顔絵を描いて  

もらう参加型のインスタレーション。 
 

【参加費】1,000 円（税込）  【日時】12/10（水）、13（土）、14（日）、

23（火・祝）、24（水）、25（木） 14:00～18:00 
 

 

 

 

 
 

 

＜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】 @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。※12 月20 日（土）～24 日（水）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。12 月14 日（日）は、月～土の営業時間と同じになります。 

 
■休館日 無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2015 年 2 月 16 日（月）、17 日（火） 
 
■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 

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 

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2014 with Moët & Chandon 
 
表参道ヒルズの今年のクリスマスのテーマは「ノスタルジークリスマス」。どこかノスタルジックな  

雰囲気を感じるイルミネーション演出や、心温まる“ギフト”をテーマにした表参道ヒルズ限定    

商品の販売、クリスマス限定メニューの提供などを行います。本館 吹抜け大階段では、

「Symphonic Forest 〜聖なる森のクリスマス～」をテーマにした、イルミネーション演出を実施。 

中でも注目は、高さ 8m、音楽を奏でる“世界最大級”のジオラマツリー。20 分に 1 回、ジオラマ  

ツリーを中心に吹抜け空間全体で、映像・照明・オリジナル音楽による、約 3 分間の特別演出も 

実施します。また、今年のクリスマス協賛社 Moët & Chandon のコンテンツも多数登場。本館   

メインエントランスには、ラグジュアリーなツリーとゴールデンバスを設置したフォトスポットや AR

アプリを活用した楽しい仕掛けのほか、本館 B3F には期間限定バースペースも展開します。 

イルミネーション点灯時間は 11 時～23 時。12 月 25 日（木）まで開催。 

[プロフィール] 竹内俊太郎 

多摩美術大学在学中にフィルムメーカーユニット“woodpecker”を結成する。その傍ら、フリーランスのイラスト   

レーターとして活動中。雑誌、CD ジャケット、web などのイラストレーションを手掛ける。  
[HP] http://www.shuntaro-takeuchi.com 

PPHHOOTTOO  BBOOOOTTHH 

「many X’mas !」 ～沢山の X’mas アイデアを～ 

トトーーククイイベベンントト 

holiday 


