
 

 

 

 

報道関係者各位 

2019 年 12 月 12 日 

森ビル株式会社 

MEDIA SHIP 表参道ヒルズ 

OMOTESANDO HILLS SALE 2020 WINTER 
◆新春セール    ： 1 月 1 日（水・祝）～1 月 13 日（月・祝） 最大 60％オフ 

◆福袋          ： 1 月 1 日（水・祝）～1 月 3 日（金） 

◆福メニュー    ： 1 月 1 日（水・祝）～1 月 13 日（月・祝） 

 

 

 

 

 
 
 

 表参道ヒルズでは、新年 1 月 1 日（水・祝）より、お得な新春イベントを実施します。 
 

■新春セールのほか、お得な福袋をご用意！15 万円相当の商品が入った 5 万円の福袋も登場 

元日から13 日（月・祝）までの13 日間は、「OMOTESANDO HILLS SALE 2020 WINTER（表参道ヒルズ      

セール 2020 ウィンター）」と題した新春セールを開催。館内の人気ショップ約 45 店舗が参加し、メンズ・レディス・

キッズのファッションアイテムから、アクセサリー、ライフスタイル雑貨まで、今シーズンのトレンド商品を最大

60％オフで販売します。また、正月三が日には 34 店舗で福袋をご用意。ハワイ発のリゾートウエアブランド

「ミコモリ」（本館B2F）からは、人気のセパレートの水着などがセットになった福袋が登場するほか、ナチュラル

スキンケアブランド「タン」（本館B2F）からは、ベストセラー商品が入った豪華な福袋をご用意。また、

「ユーゴ アンド ヴィクトール」（本館１F）では、お店自慢のフィナンシェなどを詰めた福袋を販売。他にも、

「ボーズ・ダイレクトストア」（本館B3F）の超小型高音質のワイヤレススピーカーとワイヤレスイヤホンのセットなど、

日々の暮らしをより豊かに彩る、お得な福袋を多数展開します。 
 

■表参道ヒルズ限定多数！おめでたい食材や高級食材を使用した 「福メニュー」11 品を提供 

元日から13 日（月・祝）までの期間、表参道ヒルズのレストラン・カフェ 11店舗では「福メニュー」を展開。  

本フェアは、おめでたい食材や、高級食材をふんだんに使用したメニューを堪能でき、新たに迎えた年を

福多き一年にしてもらいたいという思いを込めたフェアです。伊勢海老や金目鯛に加え、旬な海鮮を豪華に

のせた正月限定の高級海鮮丼が登場。さらに、希少価値の高い「天使の海老」と中華の高級食材「衣笠茸」を

用いた汁なし担々麺や、雲丹とトマトのパスタに贅沢にキャビアを添えたメニューなど、見た目も美しい豪華な

メニューの数々をお届けします。 
 

■新年の無病息災を願って「獅子舞」を披露するほか、「福おみくじ抽選会」を開催 

正月三が日は本館 1F メインエントランスでは、獅子舞パフォーマンスを披露するほか、獅子に頭を噛んで

もらい、一年のご利益を授かることもできます。 

さらに、福袋をお買い上げ、または福メニューをご注文いただいた方を対象に、表参道ヒルズで使える

お買い物券やレストランペアディナーチケットなど素敵な賞品が当たる「福おみくじ抽選会」（はずれ無し）を

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：川原・阿部 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 



 

 

■期間：2020 年 1 月 1 日（水・祝）～1 月 13 日（月・祝） 

※一部店舗により異なる 

■値下げ率：最大 60％オフ 

■参加店舗：約 45 店舗 

■URL：https://www.omotesandohills.com/sp/sale/ 
     ※12 月 26 日（木）より上記にて詳細公開 

 

 

 
 

■期間：2020 年 1 月 1 日（水・祝）～1 月 3 日（金）  

■参加店舗：34 店舗で福袋を販売 

■URL：https://www.omotesandohills.com/sp/fukubukuro/ 

※12 月 26 日（木）より上記にて詳細公開 
 

＜一例＞ ※全て税込  ※店舗によりお一人様の購入数に制限がある場合がございます 

＜一例＞ ※店舗により福袋の内容が変わる可能性がございます 

 

ファッション                           ライフスタイル                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

グルメ                              ライフスタイル                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福袋  

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F） 

5,400 円（約 10,000 円相当） 
お店自慢のフィナンシェやショコラ、サブレ、紅茶の茶葉

など、人気商品が詰まった福袋。お年賀の贈り物にも

ピッタリです。 

ミコモリ （本館 B2F） 

50,000 円（150,000 円相当） 
大人気のセパレート水着とジャケット、「CAT Tシャツウェア」

数点、「カシミア ルームシューズ」のほか、水着をきたお店

限定の「CAT マトリョーシカ」がセットになった福袋です。 

ボーズ・ダイレクトストア （本館 B3F）  

35,000 円（50,600 円相当） 
SPECIAL EDITIONとして復刻した超小型高音質のワイヤ

レススピーカーと、フルワイヤレスイヤホンをセットで

販売。サイズを超えた迫力のサウンドをお楽しみください。 

タン （本館 B2F） 

11,000 円（23,100 円相当） 
エッセンシャルオイルやフェイスクリーム、ハンドウォッシュ

など、タンのベストセラーアイテムを揃えたお得な福袋。

上質な香りをたっぷりお楽しみいただけます。 

OMOTESANDO HILLS SALE 2020 WINTER 

限定 
5 個 

限定 
50 個 

限定 
30 個 

限定 
30 個 



 
 
 

■期間：2020 年 1 月 1 日（水・祝）～1 月 13 日（月・祝） 

■参加店舗：レストラン・カフェ 11 店舗   ※正月三が日、日曜日、祝日など、提供時間が異なる日程がございます。 

                                     詳細は４ページ目の総合インフォメーションをご確認ください。 

フード ※全て税込み                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  

限定 
10 ⾷ 

限定 
15 ⾷ 

限定 
6 ⾷ 

限定 
20 ⾷ 

限定 
10 ⾷ 

限定 
10 ⾷ 

シビレヌードルズ 蝋燭屋 （本館 3F） 

天使の海老と衣笠茸の汁なし担々麺 

1,980 円 
「天使の海老」と称される希少なエビと、

中華の高級食材「衣笠茸」を、山椒風

味のスパイシーソースで合わせた汁なし

担々麺。軽く炙ったモッツァレラチーズの

食感とあわせてご堪能ください。 

提供時間 11:00～L.O.22:00 

蔭山樓 （本館 3F） 

フカヒレ姿煮あんかけご飯と鶏白湯

塩そばのハーフ＆ハーフ 3,400円 
フカヒレの姿煮を一枚のせたあんかけ

ご飯と、大人気の鶏白湯塩そばのセット

メニューです。両スープには、手羽先を

8時間煮込んだスープを使用。フカヒレ姿煮

の上には、金箔をあしらったセットです。 

提供時間 11:00～L.O.21:00 

※15:00～17:30 除く 

ゴールデンブラウン （本館 3F） 

和牛ヒレカツバーガー 4,180 円 
熊本県産 A4 黒毛和牛ヒレ肉を贅沢に

180g 使用した、お正月に相応しい豪華な

ビーフカツバーガーです。甘めのソースに

和がらしをアクセントに加えて、和洋食の

テイストに仕上げました。 

提供時間 14:00～L.O.22:00 

 

シュペッツレ カフェ&ワイン  

（本館 B3F） 

オマール海老と帆立のポワレ  

キャビアを添えて 4,180 円 
たっぷり半身のオマール海老と北海道

産の帆立をスパークリングワインでポワレ

にしました。仕上げにキャビアと、正月

らしい紅白のソースを添えた逸品です。

提供時間 15:00～L.O.21:00 

バール ア ヴァン パルタージェ  

（本館3F） 

雲丹とトリュフのパスタ 3,520 円 

築地玉寿司 ささしぐれ （本館 3F） 

口福の海鮮丼 8,800 円 
正月のお祝いの席にぴったりな、伊勢

海老や金目鯛に加え、マグロやウニ、

イクラなど、旬の食材を贅沢に盛り付け

た海鮮丼。さらに、お味噌汁やサラダ、

茶碗蒸しがセットになった、この時期しか

味わえない限定メニューで、幸福なひと

ときをお楽しみください。 

提供時間 11:00～L.O.22:00  

フラテリパラディソ （本館 3F） 

ウニのキタッラ キャビア 3,600 円 
新鮮なウニと、トマトを絞った時に出る赤く

ない透明なベースをソースにし、自家製の

手打ちパスタ「キタッラ」を合わせました。

トップには贅沢にキャビアを添え、ウニの

濃厚さとトマトのフレッシュな風味が引き立つ

豪華な一皿です。 

提供時間 11:00～L.O.22:00 

やさい家めい （本館 3F） 

七福焼き 3,850 円 
あっさりとして食べやすいと好評の鳥取県産

A5 ランク和牛を、スタッフがお客様の前で

すき焼き風に調理。七福をイメージした

７種の温かい野菜を、お肉で包んで食べる、

一年の幸せを願ったオリジナルメニューです。

提供時間 11:00～L.O.22:00 

※15:30～17:00 除く 

 

福メニュー 

37 ローストビーフ （本館 3F） 

US リブロースのローストビーフ  

トリュフソース 3,960 円 
お店を代表するリブロースのローストビーフ

100ｇに、新年限定でトリュフのソースを

合わせた一品。トリュフの芳香な香りとともに

お楽しみください。 

提供時間 11:00～L.O.22:00 

※平日の 15:30～17:30 および 

土日祝の 15:00～17:30 除く 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

表参道 
ヒルズ 
限定 

フレッシュトマトを使ったオイルベースの 

パスタに、雲丹をしっかりと絡ませました。

仕上げにトリュフをふんだんにのせ、香り

豊かで、豪華な一皿です。 

提供時間 11:00～L.O.22:00 

表参道 
ヒルズ 
限定 

限定 
20 ⾷ 

表参道 
ヒルズ 
限定 



ドリンク                   アルコール                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜獅子舞＞ 

正月三が日には獅子舞がお客様をお出迎え。お囃子の音色に

合わせて踊りを披露し、無病息災を祈願します。獅子に頭を噛んで

もらうと、ご利益を授かると言われています。 

 

■日時：2020 年 1 月 1 日（水・祝）～1 月 3 日（金）  

12：30～／14：30～（各回約 20 分） 

■会場：本館 1F メインエントランス 他 
 

 

 

正月三が日に福袋をお買い上げ、または福メニューをご注文いただいた方に、表参道ヒルズ内の人気レストランの

「ペアディナーチケット」や、表参道ヒルズ内でご使用いただける「お買い物券」などの素敵な賞品が当たる

福おみくじ抽選会を開催します。はずれなしの福おみくじで、新年の運試しをしてみませんか。 
 

■ 期 間： 

 

  

■ 会 場：本館 1F メインエントランス 特設ブース 

■対象店舗：表参道ヒルズ各店舗 ※一部店舗を除く  

 

 

 

イベント  

＜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 

■営業時間 新年は1月1日（水・祝）10:30から営業となります。また、4日（土）以降は通常営業となります。 

2019年12月30日（月）～2020年1月3日（金）は通常営業時間を以下のように変更します。 

・2019年12月30日（月）  

ショッピング・サービス・カフェ 11:00～20:00 

レストラン 11:00～22:00（L.O. 21:00）  

・2020年1月1日（水・祝）～1月3日（金）  

ショッピング・サービス・カフェ 10:30～20:00  

レストラン 10:30～22:00（L.O. 21:00）  

※通常営業で11：00～22：30まで営業のレストランは2020年1月1日（水・祝）～1月3日（金）の営業時間は10：30～21：30（L.O. 21:00）となります。  
※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 不定休（年3日休館日あり） ※次回休館日 ： 2020年2月17日（月）、18日（火）予定 

・2019年12月31日（火）  

ショッピング・サービス・カフェ 11:00～19:00 

レストラン 11:00～22:00（L.O. 21:00） 

ユーゴ アンド ヴィクトール （本館 1F） 

Meilleurs Voeux（メイユール・ヴー） 

1,100 円 
フランスの老舗、カカオバリー社のビターな

チョコレート「メキシック カカオ 66％」を贅沢に

使った濃厚なショコラショー。普段使用して

いるライムの皮の代わりに金箔を浮かべた、

新年しか味わえない、スペシャルなチョコ

レートドリンクです。 

提供時間 11:00～L.O.20:30 

ワインショップ・エノテカ ＆ バー（本館3F） 

シャンパーニュ１杯と生ハムお好きなだけ  

for one hour 2,200 円 

表参道 
ヒルズ 
限定 

福おみくじ抽選会 

フランス産シャンパーニュ「ルイ・ロデ

レール」と一緒に、パルマ産プロシュートを、

１時間限定で、心ゆくまで堪能できるお得な

メニュー。薄くスライスした生ハムの旨みと

塩味がワインの味わいをより一層引き

立てます。 

提供時間 11:00～L.O.21:30 

（日祝～L.O.20:30） 

2020 年 1 月 1 日（水・祝）～1 月 3 日（金） 

10:30～20:00 

※賞品が無くなり次第終了 

37ローストビーフ ※イメージ 

・2020年1月4日（土）～（通常営業） 

ショッピング・サービス・カフェ 11:00～21:00 日曜～20：00 

レストラン 11:00～23:00（L.O. 22:00） 日曜～22：00（L.O. 21:00）


