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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(地下 3～5 階)11:00～20:00／カフェ&レストラン(6･7 階)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
桜や旬の食材を使用した渋谷ヒカリエの“春の美味しいもの特集”
絶品グルメを楽しみながら旅行気分が味わえる「食旅フェア」開催
スナイデルの新業態が 3 月 19 日(金)にニューオープン

渋谷ヒカリエの“春の美味しいもの特集”
桜を使ったパン・スイーツ・ドリンクと老舗・京料理 美濃吉の春のお惣菜ランキングをご紹介
春へ移り変わるこの時期に、桜を使ったパンやスイーツ、ドリンクなど渋谷ヒカリエの“春の美味しいもの”を特集し
ます。また、老舗・京料理 美濃吉の春のお惣菜をランキング形式でご紹介します。

P.2～

渋谷ヒカリエで世界の美食を堪能！
絶品グルメを楽しみながら、旅行気分が味わえる「食旅フェア」開催
カフェ＆レストランでは、旅行に行けないけど料理でその土地に行ったような気分になる
「食旅フェア」を開催します。日本各地そして世界の料理をバラエティ豊かにお届けします。

P.4

P.5

渋谷ファッションウイーク「まとうを楽しむ」配信イベントの開催決定
アーティストとデザイナーがファッションの面白さや楽しさを語る！

「まとうを楽しむ」というテーマのもと、Awesome City Club・PORIN と KEISUKEYOSHIDA・吉田
圭佑など、ファッションを“まとう”アーティストとファッションを“生み出す”デザイナーが登壇し、
ファッションの面白さや楽しさ、その奥深さを語ります。

NEW SHOP 情報！
スナイデルの新業態が 3 月 19 日(金)に渋谷ヒカリエ ShinQs でオープン
「SNIDEL(スナイデル)」のブランド名を冠した、ルームウェアブランド「SNIDEL HOME」
、ビューティブランド
「SNIDEL BEAUTY」が ShinQs にオープンします。今しか買えないオープニングキットなどを用意しています。
3 月の POP UP SHOP 情報！
P.6～ SNS で話題の石けん、ル・クルーゼとドラえもんのコラボ商品が登場
SNS で話題の宝石のような手づくり石けん「YURAM 宝石石鹸」や、2020 年で 50 周年を迎えたドラえもんとル・
クルーゼのコラボレーション商品などが期間限定で登場します。

P.6

※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 2021 年 3 月 3 日(水)時点の情報です｡
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)
担当：俊成(080-4904-3118)鈴江(070-3190-3660)鶴薗(070-1390-4662)
FAX：03-5413-3050 mail：hikarie@ssu.co.jp
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渋谷ヒカリエの“春の美味しいもの特集”
「桜を使ったパン・スイーツ・ドリンク」と「老舗・京料理 美濃吉の春のお惣菜ランキング」をご紹介

春の訪れを感じられる“桜のパン特集”

m
■ル パン ドゥ ジョエル・ロブション
桜・苺と黒豆のカンパーニュ/1 本・1,944 円、1/2 サイズ・972 円、1/4 サイズ・486 円(税込)
桜の花といちご、丹波産黒豆が入ったもっちりとした和テイストのハードパン。表面に
桜パウダーで香りをまとわせ、自家製酵母の生地には桜の花の塩漬けの柔らかな塩味を
加えて味わいのアクセントにしています。
【販売期間】3 月 9 日(火)～4 月中旬まで ※予定
桜だけでなくいちごも感じられる、食べるだけで春を感じられるこの季節にピッ
タリの商品です。(ShinQs 担当コメント)
■ネモ・ベーカリー
よもぎ桜のあんパン/270 円(税込) 春季限定
日本に昔からある“あんパン”と“よもぎ饅頭・桜饅頭”を融合したパン。粒あんは北海道十
勝産の小豆を使用し、桜の葉をあんに混ぜ込み桜風味にしました。そのあんをよもぎと
黒ゴマ入りのパン生地で包み、食用の桜の花をのせました。お茶菓子としてもおすすめ
です。
よもぎと桜の香りで“春”と“和”を感じられるあんパン。年代を問わずお楽しみい
ただける一品です。(ShinQs 担当コメント)
■シェフズプレス
桜食パンのいちごサンド/521 円(税込) 春季限定
桜の季節だけに販売している商品で、桜の花びらをイメージした春色食パンに旬のいち
ごとカスタードクリーム＆ホイップのダブルクリームをサンドしました。桜の花びらで
作った桜ソースを入れた食パンは、優しい春の桜色で見た目にも春を感じられます。
【販売期間】4 月 11 日(日)まで
人気のいちごのフルーツサンドにいつもと違う春らしさのある桜色の食パンを使
用したサンドイッチで、おうち時間が華やかになります。(ShinQs 担当コメント)

見た目華やかな“春の桜色スイーツ＆ドリンク”
■モンロワール
桜花紋/1,080 円(税込)
15 種類の桜の花紋が満開の桜のようにきれいに並んだミルクチョコレート。中にはヘー
ゼルナッツ風味のペースト状チョコレート“ジャンドゥーヤ”が入っていてとても香ばし
い風味をお楽しみいただけます。
【販売期間】4 月 11 日(日)まで
桜の花紋がきれいに並んでいて、春に渡すギフトとしてもおすすめの商品。
パッケージも桜の絵柄で可愛らしい仕様です。(ShinQs 担当コメント)
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■ブールミッシュ ShinQs 限定
さくらのシブースト/1,620 円(税込)
パイにリンゴとカスタード生地を入れて焼き、桜風味のシブーストクリームを盛り、桜
の花をトッピングした春限定のシブーストです。桜の花と葉の塩漬けと梅酢で桜の風味
を出しています。
【販売期間】3 月 16 日(火)まで
見た目で春を感じられるシブーストです。おうち時間にご家族でお楽しみいただ
ける商品です。(ShinQs 担当コメント)
■matcha LOVE
抹茶と桜のラテ/540 円(税込) 春季限定
伊藤園こだわりの抹茶を使用し、桜のチョコと桜フレーバーのシロップをトッピングし
たラテ。桜と抹茶がほのかに香り、見た目も可愛らしい春限定の商品です。
定番の抹茶ラテに、春らしく桜を加えたピンクスイーツとして華やかに仕上がっ
ています。色見もきれいで気軽に春を感じられる商品です。
(ShinQs 担当コメント)

ランキングで楽しむ渋谷ヒカリエ
「京料理 美濃吉」販売員がおすすめする春の惣菜ランキング
晩ご飯の 1 品に、春を感じられる老舗の味を！旬の食材を使ったこだわりの惣菜ベスト 3
実際に店舗で働く販売員のおすすめをランキング形式でご紹介します。今月は、老舗の伝統と技を味に込めて身体と
心にやさしい美味しさを提供する「京料理 美濃吉」の惣菜ランキングです。

１

■天然鯛の桜蒸し/594 円(税込)
春が旬の鯛と桜餅に使われている道明寺粉を使った桜の季節ならではのお惣菜。ほぐし
た鯛の身を味付けした道明寺粉で包み込んで蒸し、鯛の切り身をのせて桜葉でつつみ餡
をかけました。見た目はまるで和菓子のような華やかな一品です。
旬の鯛と桜の葉で包んだ見た目も華やかなお惣菜です。見た目でも春が感じら
れ、晩ご飯の食卓に彩りを添えられる一品です。(ShinQs 担当コメント)

2

■京都山城産 筍の若竹煮 100g/994 円(税込)
春を告げる京都産の筍は、色白で食感は柔らかいのにサクッとして甘みがあります。そ
の筍とわかめを昆布とかつお出汁であっさり丁寧に煮立て、木の芽を添えた春定番の贅
沢な一品です。
食感のいい旬の筍に、「京料理 美濃吉」こだわりの出汁を使用して煮立てたこ
の季節定番の贅沢な一品です。(ShinQs 担当コメント)

3

■京都山城産 筍ご飯(大)300g/994 円(税込) (小)150g/496 円
筍の香りと歯触りを堪能していただくために上品にふっくらと薄味で炊きました。この
季節を代表する炊き込みご飯です。
筍をふんだんに使用しているため筍本来の味わいを感じていただけます。お米
との相性も抜群で、この季節にしか味わえない贅沢な炊き込みご飯です。
(ShinQs 担当コメント)
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渋谷ヒカリエで日本と世界の美食を堪能！
静岡“わさび醤油で食べるうなぎの串焼き”、メキシコ“牛スジやチーズを詰めて焼いたエンチラーダ”まで
渋谷ヒカリエの 6・7・11 階のカフェ＆レストランでは、旅行に行けないけど料
理でその土地に行ったような気分になる「食旅フェア」を開催します。“日本各
地の料理”と“世界の料理”をバラエティ豊かにお届けします。各店選りすぐりの
絶品グルメを楽しみながら、旅行気分が味わえます。
【開催期間】3 月 8 日(月)～ 31 日(水) ※予定
【開催場所】渋谷ヒカリエ 6・7・8・11 階 カフェ＆レストラン

■うなぎ 徳

今日はここ！ JAPAN「静岡県」

くりからセット/770 円(税込)
表面は香ばしく中はふっくらの静岡県産うなぎの串焼きは、わさび醤油で食べるのがお
すすめ。しいたけ、ぎんなん串も付いてお酒のお供にぴったりです。※限定５食/日
■ｄ47 食堂

今日はここ！ JAPAN「香川県」

香川定食「やまくに」のいりこだしうどん/1,580 円(税込)
銘店「やまくに」の、ひうち灘産いりこをふんだんに使用しています。うどんの出
汁をはじめ、セットでついてくる、いりこ飯や小鉢でもいりこの味を存分にお楽し
みいただけます。
■モダンメキシカン マヤルス

今日はここ！ 「メキシコ」

ワカモレと温泉卵をのせた 牛スジ煮込みのエンチラーダ/1,298 円(税込)
トルティーヤにとろとろの牛スジ肉、モッツァレラチーズを詰めて焼き上げたメキシコ
伝統料理。パプリカソース、ワカモレとともにお召し上がりいただくメニューです。
■THE THEATRE TABLE

今日はここ！ 「イタリア」

北海アサリと菜の花のジェノベーゼ/1,800 円(税込)
菜の花のジェノベーゼソースに北海道産の大粒あさりを合わせた、色鮮やかな春
の一皿。ワインとの相性も抜群です。※ディナータイムのみ

テイクアウト予約サービス「どこ渋」モバイルオーダースタート
LINE を使って待たずに店頭でテイクアウトが可能！
LINE で事前に注文＆決済を行い、渋谷ヒカリエ・渋谷ストリームの飲食店など
の商品を待たずに、店頭でテイクアウトとして受け取れる「どこ渋」モバイルオ
ーダーで作りたてのカフェ&レストランのメニューをお楽しみいただけます。
※渋谷ヒカリエの対象店舗は現時点で 13 店舗(店舗数は変更する可能性がございます)
※LINE で「どこ渋」公式アカウントを友達追加するだけでご利用いただけます
どこ渋
QR コード

【対象店舗例】

■宮崎料理 万作
宮崎名物チキン南蛮弁当/980 円(税込)

■鉄板焼 お好み焼 かしわ
鶏ミンチかしわ焼き/1,188 円(税込)
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渋谷ファッションウイーク「まとうを楽しむ」配信イベントの開催決定
アーティストとデザイナーがファッションの面白さや楽しさを語る！
「まとうを楽しむ」というテーマのもと、ファッションを“まとう”アーティスト
とファッションを“生み出す”デザイナーが登壇し、それぞれの視点からファッシ
ョンの面白さや楽しさ、その奥深さを語ります。トークの前後にはアーティスト
によるパフォーマンスも配信します。
【開 催 場 所】渋谷ヒカリエ 8 階 Creative Space 8/ COURT ※オンライン配信
【実 施 日 時】3 月 21 日(日)13:00～19:00
【料

金】無料

【主

催】渋谷ファッションウイーク実行委員会

【共

催】渋谷ヒカリエ

【協

力】一般社団法人日本ファッションウィーク推進機構

【企 画 ・ 運 営】CINRA
【登 壇 ゲ ス ト】

×
超歌手
大森靖子

×
rurumu:/縷縷夢兎
東佳苗

Awesome City Club
KEISUKEYOSHIDA デザイナー
クリエイティブディレクター
吉田圭佑
PORIN

×

×

＠Martin Holtkamp

明日のアー 主宰
大北栄人

sneeuw デザイナー
雪浦聖子

The Bambiest 主宰
芸術監督＆振付家
菅沼伊万里

matohu デザイナー
関口真紀子／堀畑裕之

クリエイティブスペース「8/」でファッション関連の展示販売を開催！
～学生クリエイターの作品やサスティナブルなものづくりをする石徹白洋品店が登場～
■学生クリエイター作品展示販売会 Studio Oeuf(スチューヂュオ ウフ)
文化学園大学・文化服装学院・BFGU の有志学生によるハンドメイド作品の展示
販売イベント。総勢 40 を超えるブランドの中から厳選した個性あふれるさまざま
なデザインのアイテムが並びます。これからの未来を担うクリエイターのたまご
たちの作品を一同に楽しむことができます。
【開催場所】ATELIER
【開催期間】3月12日(金)～21日(日)11:00～20:00
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■石徹白洋品店 春夏の服展
ロングライフでサスティナブルなものづくりをしている、岐阜県の最奥にある石
徹白(いとしろ)という集落にあるブランド。地域に伝わる直線裁断で作られた服
の形をベースに、現代のライフスタイルに合うようにリデザインをして服作りを
しています。背景の見えるものづくりを基本に、草木染や藍染をした新作服をお
披露目。春夏の展示販売や制作過程の映像放映も行います。
【開催場所】ATELIER
【開催期間】3月25日(木)～30日(火)11:00～20:00 ※最終日18:00まで

NEW SHOP 情報
スナイデルの新業態が 3 月 19 日(金)に渋谷ヒカリエ ShinQs でオープン！
ファッションブランド「SNIDEL(スナイデル)」のブランド名を冠した、新ルームウェアブランド「SNIDEL
HOME(スナイデル ホーム)」
、新ビューティブランド「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」が 3 月 19 日
(金)にオープン。オープンを記念して、各ブランドより今しか買えないオープニングキットや商品をお買い上げい
ただいたお客さまへプレゼントも用意しています。また、スナイデル ホームでお買上げのレシートをスナイデル
ビューティに持参いただくと、デラックスサンプルセットをプレゼントする 2 店舗間キャンペーンも実施しま
す。
【デラックスサンプルセット】※OPEN から 2 週間実施予定
オリジナルビニールミニポーチのセット：
ボタニカルクレンジングオイル 30ml(ミニボトル)、ローション サシェサンプル、プライマーサシェサンプル

■スナイデル ビューティ(1 階)
【オープン記念の限定商品】
①OPENING KIT
限定キットを発売します。
※100 点限定、なくなり次第終了

②限定マスク
限定のオリジナルマスクを発売します。
※数量限定、なくなり次第終了

③GWP
税込 10,000 円以上お買い上げでオリジナ
ルエコバッグをプレゼント。
※数量限定、なくなり次第終了

■スナイデル ホーム(1 階)
【オープン記念の限定商品】
①オリジナル小皿をプレゼント
13,200 円(税込)以上お買上げでプレゼント。
※数量限定、無くなり次第終了

②OPENING KIT
(1)カーデ+カットワンピセット(ShinQs 限定色)/16,500 円(税込)
(2)TEE ワンピ＋レギンスセット/11,000 円(税込)
※数量限定、無くなり次第終了
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3 月の POP UP

SHOP 情報

新生活ギフトにおすすめのペンや SNS で話題の石けん、ル・クルーゼとドラえもんのコラボ商品が登場
■神戸派商店
美しい見た目と繊細な書き心地で密かなブームのガラスペンを
ShinQs でお取り扱いします。100 種類以上のインクやこだわりのノ
ート、便箋のほか、万年筆やボールペンなどギフトに人気のアイテム
も同時展開。お気に入りがきっと見つかる楽しいセレクトです。
【開催場所】2 階 イベントステージ 2
【開催期間】3月15日(月)～31日(水)

■リサーチ & セイヤ オオタ
美しさをめぐる研究所をテーマに、サスティナブルな取り組みを行うヘ
アプロダクトブランド「リサーチ」とさまざまなシーンで活躍するファ
ッションインフルエンサー「セイヤ オオタ」がコラボレーション。
今回限定の特別なアイテムもリリース予定です。
【開催場所】1階 特設スペース
【開催期間】3月15日(月)～31日(水)

■YURAM 宝石石鹸
SNSで話題の宝石のような手づくり石けん。一つひとつ丹念に手づくりしたラグジュアリ
ーで透明感のある宝石石鹸は、前回ShinQs初出店をした際に20代女性を中心に話題に。1
個から販売をしているので、プチギフトやホワイトデーの贈り物として人気です。
【開催場所】5階 ザ・マーケットプレイス
【開催期間】3月15日(月)まで

■ル・クルーゼのコレクションにオリジナルデザインのドラえもんが登場
2020年に50周年を迎えた国民的キャラクターのドラえもんとル・クルーゼのコ
ラボレーションが遂に実現しました。お馴染みのアイテムから、50周年を祝した
今回初となるオリジナルシェイプまで幅広いアイテムで展開します。ル・クルー
ゼとドラえもんの特別な世界を体感いただけます。
【開催場所】5階 レストスペース
【開催期間】3月4日(木)～17日(水)
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