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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 1 月 8 日(金)から当面の間、営業時間を変更しています。
ShinQs（B3～5F）11:00～20:00／カフェ&レストラン（6･7F）11:00～20:00
※各店舗の営業時間は上記と異なる場合もあるため、事前に HP をご確認ください
また、お客さまの安心・安全の確保を最優先に考え、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保のお願い、
館内の換気強化、定期的な清掃・消毒など感染症拡大防止に向けた取り組みを実施しています。

渋谷ヒカリエ 最新情報のお知らせ
いちごの季節到来！“いちご×人気食材”最強コンビのスイーツ特集！
渋谷ヒカリエ ShinQs 2021 バレンタインは“映え”と“入手困難”な商品が登場！
そのほか、初開催の POP UP SHOP やドライエディブルフラワーを使ったレストランのフェア情報も！

P.２

渋谷ヒカリエのいちご特集！
人気食材「チーズ・あんこ・旬のフルーツ」との最強コンビのスイーツをご紹介

いちごが旬を迎えた今、渋谷ヒカリエで楽しめる“いちご×人気食材”として、「チーズ・あんこ・旬のフルーツ」のジ
ャンルごとに人気商品をラインナップ。塩瀬総本家のいちごに見立てた上生菓子など、味はもちろん見た目も楽しめ
る商品をご紹介します。

P.４

渋谷ヒカリエ ShinQs 2021 バレンタイン追加情報！
見た目かわいいチョコレート・入手困難なチョコレートをご紹介

レトロなパッケージやチョコレートとは思えない木彫りのクマのデザインなどの見た目がかわいい商品から、ハリウ
ッドスターからも支持を得ているイヴァン・ヴァレンティンのチョコレートなど入手困難なチョコレートをご紹介し
ます。

P.６

1 月の POP UP SHOP 情報
女性に大人気のリトルファクトリーが ShinQs に初出店！

ShinQs からの熱烈オファーにより出店がようやく実現したリトルファクトリーや、初出店の＃ハッシュタグテディ
ベア、＃ハッシュタグクリエイターズも POP UP SHOP として登場します。

P.７

期間限定の飲食フェア BLOOM GOURMET in Shibuya Hikarie
～おすすめメニューに、ドライエディブルフラワーを添えておいしく 美しく 気持ちまで華やかに～

カフェ＆レストランでは春を先取りして、各店舗のおすすめメニューに「食べられる花～
ドライエディブルフラワー～」を添えて華やかな気分を体感していただく、期間限定の飲
食フェアを開催します。
※表示価格は全て標準税率 10%(軽減税率対象商品は 8%)の消費税を含んだ税込価格です
※掲載情報は 2020 年 1 月 13 日（水）時点の情報です｡掲載内容は変更となる場合がございます
最新情報は渋谷ヒカリエ HP をご確認ください（https://www.hikarie.jp/）

ニュースレターに関するお問い合わせ先 渋谷ヒカリエ PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
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渋谷ヒカリエのいちご特集！
“いちご×チーズ・あんこ・旬のフルーツ”の最強コンビスイーツをご紹介
女性が大好きな「いちご」と「チーズ」が同時に楽しめる最強スイーツ！
■セゾン ド セツコ
スプーンで食べるショコラ 苺/324 円（税込）
日本の美しい SHIKI（四季 / 色 / 式）を表現するショコ
ラトリーが作る、口どけなめらかな創作スイーツのスプー
ンで食べるショコラのいちご味。チーズといちごのガナッ
シュが好相性で、色鮮やかで可愛いらしいスイーツです。
■ル パン ドゥ ジョエル・ロブション
苺のブレッサンヌ/389 円（税込）
クリームチーズのミルキーさが引き立つ、いちごのコンポートをのせたブリオ
ッシュです。まろやかさといちごの酸味がマッチした一品で、毎年この季節に
なると大人気の商品です。
■モロゾフ
あまおういちごのレアチーズケーキ（ミニ）/216 円（税込）
福岡県産あまおういちごを使用したソースを天面に流し、クリームシャンティ、
ピスタチオをトッピングした彩り鮮やかなチーズケーキです。まろやかなレアチ
ーズケーキに、あまおういちごの甘酸っぱいソースと、ほんのり甘いクリームシ
ャンティの組み合わせが絶妙で、冬限定の美味しさをお楽しみいただけます。

定番だけど大本命「いちご」と「あんこ」の嬉しい組み合わせ！
■村上
いちご大福/411 円（税込）
一粒のいちごを甘さ控えめのあんで包み、雪平餅で一つ一つ手包みしています。
「紅ほっぺ」
「スカイベリー」「肥のしずく」の 3 種類のいちごを使っているた
め、品種の違いもお楽しみいただけます。
【販売期間】1 月 13 日(水)～31 日(日)

■清月堂本店 新登場
ミガキイチゴ大福/432 円（税込）
“食べる宝石”と言われる宮城県産「ミガキイチゴ」を使用したふわっとモチモチな
いちご大福が新登場。味は国産小豆を使ったなめらかな「こしあん」と、白あん
に練乳を混ぜた「みるくあん」の 2 種類で、どちらも相性ぴったりです。

■塩瀬総本家 期間限定
上生菓子「いちご」/486 円（税込）
創業から 660 余年もの歴史を誇る老舗和菓子店の上生菓子。練り切りでいちごに
見立てた形状を作り、中に特製のいちご餡を包んだ職人技が引き立つ商品です。
味だけでなく、見た目からも旬のいちごを堪能できます。
【販売期間】1 月 13 日(水)～31 日(日)
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「いちご」と「旬のフルーツ」を味わう贅沢スイーツ！
■果実園リーベル
いちご シャインマスカット ズコット/
2,090 円（店内税込価格）、2,052 円（テイクアウト税込価格）
果実園リーベルの中でも不動の人気を誇る「いちご ズコット」と「マスカット ズコット」
が一度で楽しめる夢のような商品です。こだわりのフルーツ 8 割、生クリーム 2 割の黄金比
で味わうズコットは、1 月末までの限定です。

■Italian Kitchen PiPavino
ティラミス/1,100 円（税込）
ピパヴィーノのティラミスは、シェフが厳選した旬のフルーツと合わせてご提供してい
ます。1 月はいちごとブルーベリーなどを用いており、なめらかでクリーミーなティラ
ミスと酸味のあるベリーの相性が抜群な一品です。フルーツは時期に合わせて変更する
ため、その都度新しい味わいに出会えます。
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渋谷ヒカリエ ShinQs 2021 バレンタイン追加情報！
見た目かわいいチョコレート・入手困難なチョコレートをご紹介
Shibuya Hikarie ShinQs Happy Valentine 2021
【開催場所】ShinQs 東横のれん街 地下 2 階ほか、1 階正面口特設会場
【開催期間】1 月 14 日(木)～2 月 14 日(日)
※地下 2 階 フードステージ B2 および 1 階正面口特設会場は 2 月 1 日(月)～2 月 14 日(日)（一部ブランド除く）
※地下 2 階 アーバンコア特設会場は 2 月 4 日(木)～2 月 14 日(日)

対象商品はネットショッピングもご利用いただけます。
【承り期間】2 月 10 日(水)15 時まで
【お届け日】2 月 10 日(水)～14 日(日)
【詳細 URL】https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/l/16100000000
※数量限定につき、品切れの際はご容赦ください

友達用・自分用に！見た目がかわいいチョコレート
■メリーチョコレート はじけるキャンディチョコレート 新登場 NET
・アソートメント缶/1,944 円（税込）
・コーラフロート、サイダー、メロンクリームソーダ、
レモンスカッシュ、いちごソーダ、オレンジソーダ/各 378 円（税込）
キャンディが口の中でパチパチはじける新感覚のチョコレート。レトロ
なパッケージは、大人買いしたいほど愛らしい商品。メロンソーダが描
かれたレトロなアソートメント缶は、6 種類全てのはじけるキャンディ
チョコレートを詰め合わせました。
【開催場所】地下 2 階 アーバンコア特設会場
【開催期間】2 月 4 日(木)～14 日(日)

■SMILELABO 新登場 NET
キボリーヌ オ ショコラ/3,240 円（税込）
可愛くてインパクトのあるデザインのスイーツを作り続けているブランドから、
木彫りの熊をチョコレートで再現した、美味しくて驚きいっぱいの一品。中には
アマンドショコラが入っています。
【開催場所】地下 2 階 アーバンコア特設会場
【開催期間】2 月 4 日(木)～14 日(日)
1 個・200g

■LOVE COCOA 新登場 NET
ストロベリーシャンパンホワイト、バースデーケーキホワイト、プロセッコ
/各 1,188 円（税込）
イギリスの有名ブランドのタブレットは、美しいパッケージと一風変わったフレ
ーバーが人気です。
【開催場所】1 階 正面口特設会場
【開催期間】2 月 1 日(月)～14 日(日)

ストロベリーシャンパン・プロセッコ・バースデーケーキ
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大人気店舗の入手困難なチョコレート！
■イヴァン・ヴァレンティン ShinQs 初出店
イヴァン トリュフ 12 個入り/6,687 円（税込）
フランスのロアンヌで修行を積んだ後、世界中を旅しながら腕に磨きをかけたイ
ヴァン・ヴァレンティン。故マイケル・ジャクソン、シャロン・ストーンをはじ
めとするハリウッドスターを顧客としながら、人を幸せにするスイーツの追求を
続けています。それぞれ産地が異なる数種類のカカオをブレンドすることで生ま
れた濃密な味わいを楽しめます。シグネチャーである、ダーク、ホワイト、プラ
リーヌ、カプチーノの４種全てが入っています。
【開催場所】地下 2 階 フードステージ B2
【開催期間】2 月 1 日(月)～14 日(日)

■ジャン シャルル・ロシュー 数量限定
フルーツタブレット（イチゴ）/3,564 円（税込）
旬のフルーツをそのままショコラでコーティングした贅沢なタブレット。大人気
のイチゴをミルクチョコレートでコーティングし、ユズの香りをプラスしたバレ
ンタイン限定商品です。
【開催場所】1 階 正面口特設会場
【開催期間】2 月 1 日(月)～14 日(日)

■リベルターブル 新登場 ShinQs 限定 NET
"スパイシー"キャラメルショコラサレ 6 個入り/1,080 円（税込）
数種類の胡椒や四川山椒、日本海の粗塩の効いたスパイシーなキャラメル。ワイ
ンやブランデーとの相性が抜群で、ShinQs でしか手に入らない森田シェフのこ
だわりが詰まった大人のためのスイーツです。
【開催場所】地下 2 階 フードステージ B2
【開催期間】2 月 1 日(月)～14 日(日)
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1 月の POP UP

SHOP 情報

「8/(はち)」の SNS 人気の高い作家さんの企画、ShinQs の女性に人気のリトルファクトリーが初出店！
■＃ハッシュタグテディベア 「8/」初出店
コレクターも多いテディベア。実際に制作をしているアーティストに会うことができ、作
り手の思いや制作秘話などを聞くことができるチャンスです。また、テディベアだけでは
なく、ほかにもかわいい動物たちが会場でお待ちしています。
【開催場所】8 階 クリエイティブスペース「8/」 COURT
【開催期間】1 月 14 日（木）～16 日（土）11:30～19:30（最終日は 17:00 まで）

■＃ハッシュタグクリエイターズ 「8/」初出店
Instagram などの SNS でアップされる個性的な作品たちが勢ぞろい。SNS では伝わらな
い作品の質感や作り手の思いなどを実感いただける機会です。また、制作したアーティス
トが会場にいるため、作品について話すことができます。
【開催場所】8 階 クリエイティブスペース「8/」 COURT
【開催期間】1 月 17 日（日）～21 日（木）11:30～19:30（最終日は 17:00 まで）

■リトルファクトリー POP UP SHOP ShinQs 初出店
ShinQsからの熱烈オファーにより出店がようやく実現。デザイナーの職人技が光る
ファクトリーブランドや、個性派ブランドのアクセサリー・雑貨を中心としたオリ
ジナル商品など、フェミニンなワードローブを満たすブランドを日本全国からライ
ンナップします。
【開催場所】2階 イベントステージ2
【開催期間】1月14日（木）～27日（水）

3 年振りに大人気の「僕らが好きな器を持って 沖縄からやってきました。
ーmofgmona no zakka 移動展 東京、渋谷にてー」の開催決定
沖縄から国内外を巡る、沖縄の器を中心に取り扱うセレクトショップ
mofgmona no zakka が、3 年ぶりに渋谷で“移動店”を開催します。
2017 年に開催した際は、連日多くのお客さまにご来場いただきました。
今回は、沖縄の伝統的な「やちむん」から現代的な作家の新作まで、50
ほどの作家・工房による器が集まります。CUBE がこの期間だけ“小さな
沖縄の器市”になります。
【開催期間】1 月 31 日（日）～2 月 14 日（日）
【開催場所】クリエイティブスペース「8/」 CUBE1,2,3
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期間限定の飲食フェア BLOOM GOURMET in Shibuya Hikarie
～おすすめメニューにドライエディブルフラワーを添えておいしく 美しく 気持ちまで華やかに～
渋谷ヒカリエの 6・7・11 階のカフェ＆レストランでは春を先取りして、各店舗
のおすすめメニューに「食べられる花～ドライエディブルフラワー～」を添えて
華やかな気分を体感していただく、期間限定の飲食フェアを開催します。テーブ
ルが一気に華やかになり思わず気持ちが高まるメニュー、思わず写真を撮りたく
なるようなメニューがそろっています。
【開催期間】1 月 21（木）～2 月 7 日（日） ※予定
【開催場所】渋谷ヒカリエ 6・7・11 階 カフェ＆レストラン ※参加店舗のみ

Tom–Store
全国で 15 市町村しか認定されていない「環境王国」島根県 奥出雲町のきれいな
水、きれいな空気の中、無農薬で栽培された色鮮やかで、長期保管が可能なドラ
イエディブルフラワーです。エディブルフラワーとは異なり、常温流通でオーブ
ンにも使用可能です。※オーブン温度にもよります

■まぐろ問屋三浦三崎港

恵み

極上白身三点盛り/726 円（税込）
まぐろ問屋がお届けする新鮮な魚介類を使用した回転すし店のドライエディブル
フラワーを添えた、その日の極上ネタを食べ比べできる白身の三点盛り。粋な旬
の味覚をご堪能いただけます。ほかにも、女性に人気の創作寿司など豊富なメニ
ューをご用意しています。
※限定 10 食

■茶寮伊勢

藤次郎

苺氷～ドライエディブルフラワー添え～/1,430 円（税込）
旬のいちごを贅沢に使った人気の「苺氷」にドライエディブルフラワーを添
えた、今だけの限定メニューを提供します。かき氷の中に伊勢抹茶のソフト
クリームが隠れており、最後まで飽きることなく楽しめます。

■THE MEAT & LABORATORY
エディブルフラワーパンケーキ/1,000 円（税込）
じっくり焼き上げたふわふわなスフレパンケーキに、甘さ控えめのメープル
入りのクリームをかけていただく 1 日限定 10 食の一品。フルーツとドライ
エディブルフラワーで、見た目も美しい心躍るデザートに仕上げました。
※限定10食

以上
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