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＜NEWS LETTER＞ 2021 年 6 月 2 日(水) 

緊急事態宣言の発出に伴い、5 月 15 日(土)より当面の間、以下のとおりに営業時間を短縮して営業させていただきます。 

（6 月 1 日(水)18：30 時点） 

■ShinQs（B3 階～5 階）：11：00～20：00 

  ※店舗により休業または営業時間が異なる場合がございます 

■カフェ＆レストラン(6 階～11 階)：11：00～20：00 

 ※店舗により休業または営業時間が異なる場合がございます      

■クリエイティブスペース「8/」：休業 ※詳しくは公式 HP(https://www.hikarie8.com/)をご覧ください 

 Creative Lounge MOV：通常営業 

■ヒカリエカンファレンス：通常営業 

■東急シアターオーブ：公式 HP(https://theatre-orb.com/)をご覧ください。 

■ローソン(11 階)：7：00～20：00 

■駐車場・駐輪場：通常営業 

※社会情勢により、上記より変更になる可能性がございます 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
今年で 70 周年を迎えた東横のれん街。これまでのご愛顧に感謝を込めて、名店こだわりの味わいや季節の美味、 
特別企画商品を取りそろえています。また、今回初めてピスタチオスイーツ商品が登場します。 

  

 

 
 
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」。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るサービスから、“人気のランチメニューランキング TOP3”をご紹介します。 

 

 

 
 
ミュージカルファンの間で“奇跡のコンサート”と称された『ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート』

が遂に今年東急シアターオーブに帰ってきます。 

 

※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 2021 年 6 月 2 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/) 

 

 

 

 

渋谷ヒカリエ 最新情報のお知らせ 

人気店コラボや限定商品がそろう「東横のれん街 創業 70 周年」 

「どこ渋モバイルオーダー」人気のランチメニューランキング TOP3 を紹介！ 

東急シアターオーブでは注目作品が公演決定！ 

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：細井(090-9152-6342) 俊成(080-4904-3118) 鈴江 鶴薗 

FAX：03-5413-3232 mail：hikarie@ssu.co.jp 

P.2～ 
「東横のれん街 創業 70 周年」 

人気店コラボや限定商品に加え、初のトレンド企画 “ピスタチオスイーツ”が登場！ 

カフェ&レストランのテイクアウト注文・決済サービス「どこ渋モバイルオーダー」 

“人気のランチメニューランキング TOP3”をご紹介！ 

『ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート』 

マイケル・K・リー、ラミン・カリムルー、柿澤勇人、宮原浩暢、藤岡正明 出演決定！ 

 

P.5 

P.7～ 

（C）下坂敦俊 

https://www.hikarie8.com/
https://theatre-orb.com/
https://www.hikarie.jp/
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東横のれん街は、日本の老舗食品街の草分けとして、1951 年 10 月 27 日に 15 店舗で創業。

昨年 ShinQs 内に生まれ変わって新たなスタートを切り、今年で 70 周年を迎えました。これ

までのご愛顧に感謝を込めて、名店こだわりの味わいや季節の美味、特別企画商品を取りそ

ろえています。 

【開催場所】ShinQs 東横のれん街(地下３階、地下２階) 

【開催期間】6 月 3 日(木)～16 日(水) 

 

■おうちから注文できる！「渋谷ヒカリエ ShinQs おうちショッピング」 

「TEL」マークがついている商品は、電話注文でもご購入いただけます。売り切れの際はご容赦ください。 

【承り期間】開催期間中、販売当日の各日 13：00～19：00 まで 
 
詳しくはホームページをご覧ください。 

https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/event/detail.html?id=2315 

 

 

 

スイーツの素材の中で 2020 年から人気上昇中の「ピスタチオ」。焼菓子からプティガトーなど個性あふれる限定商

品 9 点をご用意しました。 

 

■ピエール・エルメ・パリ  

チーズケーキ モザイク／1 台 864 円(税込) 東横のれん街先行販売 TEL 

色合いも風味もまるで違うピスタチオとグリオット(さくらんぼ)の組み合わせは、まさに

「モザイク」。口にした瞬間、グリオットのほどよい酸味とピスタチオの香ばしい風味が

広がり、素晴らしい初夏の訪れを告げます。 

※月～木：限定 15 個／日、金～日：限定 25 個／日 

 

■京橋千疋屋 

彩りピスターシュ／1 個 756 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

チョコスポンジ、ベリームース、ピスタチオムース、生クリームが 4 層に重なり、苺や

マンゴーなどのフルーツや金箔を飾った華やかなデザート。濃厚なピスタチオムース

と、甘酸っぱいムースとのマリアージュをお楽しみいただけます。 

※限定 20 個／日 

 

■ビスキュイテリエ ブルトンヌ 

フィナンシェ＜ピスターシュ・スリーズ＞1 個／260 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

焦がしバターの深いコクが広がる自慢のフィナンシェ生地に、濃厚で香り高いピスタチ

オのペーストを混ぜ込み、甘酸っぱいグリオットチェリーのコンフィチュール、刻んだ

ピスタチオをのせて焼き上げています。ピスタチオの上品な風味を引き出した、今だけ

のおいしさです。 

※限定 150 個／日 

 

■ル ショコラ ドゥ アッシュ 

フィナンシェピスターシュ・ダックワーズピスターシュの詰め合わせ／1 箱 2,301 円(税込)  

東横のれん街限定 TEL 

フィナンシェピスターシュ 4 個、ダックワーズピスターシュ 3 個を詰め合わせました。

フィナンシェピスターシュは生地にピスタチオペーストをたっぷりと練り込み、ダック

ワーズピスターシュにはピスタチオクリームをサンドしました。 

※限定 100 箱、なくなり次第終了 

「東横のれん街 創業 70 周年」恒例のココでしか買えない人気店コラボや 

限定商品に加え、初のトレンド企画 “ピスタチオスイーツ”が登場！ 

 

初のトレンド企画！大人気食材を堪能できる「ピスタチオスイーツ」 

https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/event/detail.html?id=2315
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こだわりの味と技を組み合わせ、老舗や人気店舗がコラボレーションした東横のれん街ならではの名物企画です。東

横のれん街限定の商品を 8 点取りそろえました。 

 

■ブールミッシュ×塩瀬総本家 

フルーツとあんこのシューケーキ／1 個 540 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

ブールミッシュ自慢のクリスタルクッキーシューにスポンジを挟んだシューケーキ。 

カスタードクリームとスポンジの間に塩瀬総本家のザラメを使用した、甘さ控えめのこ

しあんをサンド。その上にこしあんをまぜたクリームを絞り、フルーツを飾りました。 

 

■清月堂本店×芳翠園 

むしどら～抹茶づくし～／1 個 249 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

抹茶を練りこんだふわふわの生地に餡をはさみ、さらに抹茶をふりかけた香り高い抹茶

尽くしの一品。明治 40 年創業の清月堂本店と明治 20 年創業の芳翠園の老舗がいっしょ

に作った東横のれん街でしか味わえない限定商品です。 

 

■維新號×浅草今半 

紅焼(ホンソウ)牛肉まん／1 個 594 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

上海料理の代表的な調理法“紅焼(ホンソウ／艶やかなあめ色をした醤油風味の煮込み)

で、国産牛肉・椎茸・筍・春雨を浅草今半特製の“牛肉混ぜご飯の素”で味付けした風味

豊かな具材を、維新號自慢のふわっとした生地で包んだ中華まんじゅうです。 

※限定 20 個／日 

 

■シェフズプレス×村上 

和風フルーツサンド／1 袋・2 個入り 530 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

しっとりやわらかな牛乳仕込みの食パンに口どけなめらかなこしあんをサンド。 

ふんわり軽やかなホイップクリーム、ジューシーなフルーツをお楽しみいただけます。 

※限定 20 個／日 

 

 

 

東横のれん街だけでしか手に入らない限定品をはじめ、季節のお菓子やおすすめ商品など 40 点をバラエティ豊かに

取りそろえました。 

 

■直中 仙太郎 

抹茶豆乳ぜんざい／1 個 303 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

京とうふ藤野のこだわりの豆乳と宇治抹茶を使った抹茶寒天に丹波大納言小豆で炊き上

げたぜんざい餡をのせました。お口の中で上品な甘さが広がります。 

 

■とらや 

(左)ポワールキャラメル羊羹／1 個 486 円(税込) 期間限定 TEL 

(右)アールグレイ饅頭   ／1 個 411 円(税込) 期間限定 TEL 

「ポワールキャラメル羊羹」はキャラメル味の羊羹にブランデーの「ポワールウィリア

ム」でほんのり風味付けした洋梨をのせておつくりしました。「アールグレイ饅頭」はア

ールグレイ茶葉入りの生地でこしあんを包んで蒸し上げています。 

※ポワールキャラメル羊羹：限定 36 個／日 

 アールグレイ饅頭   ：限定 30 個／日 

【販売期間】6 月 3 日(木)～9 日(水) 

 

限定品や期間限定品などを販売！「東横のれん街スペシャル」 

名店同士のコラボレーション！「美味共演」 
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■モロゾフ 

猿田彦コーヒーゼリー／1 個 270 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

恵比寿のスペシャリティ・コーヒー専門店猿田彦珈琲とモロゾフのコラボレーション。

焙煎から抽出までこだわった猿田彦珈琲の香りとコクをお楽しみいただけます。すっき

りとした香り高いコーヒーと透き通った琥珀色のシュガーシロップゼリーのグラデーシ

ョンが見た目にも涼しげなコーヒーゼリーです。 

 

■京料理 美濃吉 

八坂／1 折 1,620 円(税込) 東横のれん街限定 TEL 

天然鯛ご飯とちらし寿司の 2 種類のご飯、自慢の九条ねぎのだし巻き玉子、鮭の豆腐け

んちん焼き、茄子の鶏味噌田楽など旬の食材をふんだんに盛り込んだ東横のれん街限定

の特別な一折です。 

※限定 20 折／日 

※都合により一部内容が変更になる場合がございます 

 

 
 
888 円の人気企画弁当。各店自慢のお料理や、季節の美味しさを詰めた特製弁当を週替りで 43 点とりそろえまし

た。2 週目(6 月 10 日(木)～16 日(水))は、内容を変更してご用意しています。 

※都合により一部内容が変更になる場合がございます 

 

■築地寿司清 

八八八弁当／1 折 888 円(税込)  東横のれん街限定 

選りすぐりの新鮮な魚介をふんだんにちりばめた贅沢なちらし寿司に、いなり、ねぎト

ロを盛り込んだ東横のれん街限定の特別な一折です。築地寿司清オススメの逸品をお楽

しみいただけます。 

※限定 30 折／日 

【販売期間】6 月 3 日(木)～9 日(水) 

 

■つけにく麹屋 

八八八弁当／1 折 888 円(税込) 東横のれん街限定 

つけにく麹屋一番人気の麹に漬け込んだやわらかくジューシーな特製からあげ、ふっく

ら仕上げた自家製手ごねつくね、香ばしく甘じょっぱい鶏そぼろとふんわり卵をのせた

三食そぼろごはんが入っている全て手作りの贅沢なのっけ弁当です。 

※限定 30 折／日 

【販売期間】6 月 3 日(木)～9 日(水) 

 

■四陸(フォールー) 

八八八弁当／1 折 888 円(税込) 東横のれん街限定 

人気の中華惣菜に香港風やきそば、炒飯などを一度にさまざまなメニュー楽しめる欲張

りなお弁当。四陸定番の 8 種類のお惣菜を贅沢に詰め合わせました。 

※限定 30 折／日 

【販売期間】6 月 3 日(木)～9 日(水) 

 

■アール・エフ・ワン 

八八八弁当／1 折 888 円(税込) 東横のれん街限定 

ベーコン、レタス、トマト、燻製たまごなどをクセになる味わいのオーロラソースで楽

しめる「BLTE サラダ 燻製たまご＆カリカリベーコン」などのサラダをはじめ、海老の

ぷりぷり食感と香りのよい野菜との組み合わせの「海老のベトナム風生春巻き」や、揚

げもの、玄米のライスロールなどをバラエティ豊かに詰め合わせたお弁当です。 

※限定 30 折／日 

【販売期間】6 月 3 日(木)～9 日(水) 

各店の大人気商品が 888 円で楽しめる！「八八八弁当」 
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テイクアウトのランチが定着してきている今、渋谷で働く方や近隣にお住まいの方にご好評いただいている「どこ

渋モバイルオーダー」。渋谷ヒカリエのカフェ＆レストランで人気のランチメニューをランキング形式でご紹介し

ます。（集計期間は 2021 年 1 月～3 月まで、注文数をもとにランキングを作成） 

【どこ渋モバイルオーダー】 

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。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る

サービスです。 

※渋谷ヒカリエの対象店舗は現時点で 16 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 

 

※緊急事態宣言の発出に伴い、下記 3 店舗は現在休業中です。営業再開に関しては 

公式 HP をご参照ください。（https://www.hikarie.jp/cafe_restaurant/） 

 

iBeer LE SUN PALM 

ハニーマスタードソースのグリルチキン弁当／900 円(税込) 

ハニーマスタードソースとグリルチキンの相性が抜群で、ボリューム満点な一品。添え

てあるレモンを絞って、味の変化をお楽しみいただけます。 
 

ハニーマスタードソースのほどよく酸味のあるやさしい味はやみつきになりま

す。また、野菜もしっかり摂れるバランスの良いお弁当で、リピートする方も

多いと聞いています。(カフェ&レストラン担当コメント) 
 
【iBeer LE SUN PALM のおすすめ】 

4 月から新メニューがどこ渋のテイクアウトにも続々登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄板焼 お好み焼 かしわ 

せせり焼き弁当／972 円(税込) 

ジューシーなせせりがたくさん入っていて、ご飯が進むお弁当です。せせり以外のおか

ずもエリンギやたけのこが贅沢に入っていてヘルシーなランチにピッタリです。 
 

鉄板焼き屋こだわりの焼き加減でおいしいせせりが食べられます。注文を受け

てから焼くため、テイクアウトでも焼き立てで食べられるのも人気のポイント

です。(カフェ&レストラン担当コメント) 
 
【鉄板焼 お好み焼 かしわのおすすめ】 

鉄板焼き&お好み焼屋さんとしては珍しいテイクアウト限定の変わり種のハンバーガー。 

 

 

 

 

 

 

カフェ&レストランのテイクアウト注文・決済サービス「どこ渋モバイルオーダー」 

“人気のランチメニューランキング TOP3”をご紹介！ 

１ 

2 

どこ渋 
QR コード 

■ホアジャン肉味噌の 
ガパオライス弁当 
／800 円(税込) 

■和牛と黒豚のハンバーグステーキ 
シャリアピンソース弁当 
／1,000 円(税込) 

■牛赤身のフラップステーキ 
シャリアピンソース弁当 
／1,250 円(税込) 
 

■つくねバーガー／874 円(税込) ■チキン南蛮バーガー／874 円(税込) 

https://www.hikarie.jp/cafe_restaurant/
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d47 食堂 

長崎アジフライ定食／1,400 円(税込) 

   長崎県松浦港で水揚げされたアジをごま油で揚げたアジフライ。 

   自家製のタルタルソースとともにお楽しみください。 
 

サクサクでジューシーなアジフライが贅沢に２つ入った、d47 食堂定番の人気

メニューをお弁当でもお楽しみいただけます。  

(カフェ&レストラン担当コメント) 
 
【d47 食堂のおすすめ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

■愛知味噌カツ弁当／1,400 円(税込) 
まるや八丁味噌と三州三河みりんでつくる、 
自家製味噌ダレをたっぷりかけたロースカツ。 

■黒豆ときな粉のラテ／600 円(税込) 
京都・津乃吉から届く“われ豆”と“煮汁”を牛乳
で割った、あたたかいドリンク。きな粉が香
り、黒豆の食感も味わえます。 
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■伝説のステージ、遂に再演決定 

2019 年、日本で初めて作品のオリジナル言語である英語歌詞で全編上演を果たした

『ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート』。世界各国で活躍するミ

ュージカル界のトップスターたちが名を連ねた豪華なキャスティングが大きな話題

を呼び、チケットは発売と同時に全日程完売。台風による一部公演中止などもあ

り、公演を観ることができなかった多くの方から再演のリクエストをいただいてい

ました。そんなミュージカルファンの間で“奇跡のコンサート”と称された伝説のス

テージ『ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート』が遂に今年東急

シアターオーブに帰ってきます。 

■国際色豊かな超実力派トップスターたちが日本に再集結 
マイケル・K・リー、ラミン・カリムルー、柿澤勇人、宮原浩暢(LE VELVETS)、藤岡正明 出演決定！ 

世界各国のミュージカル界で活躍するスターたちが集結した2019年公演に続き、今

回もトップスターたちによる共演が実現。今年1月の『ニューイヤー・ミュージカ

ル・コンサート 2021』で初来日を果たし、その卓越した表現力で客席を魅了した

マイケル・K・リーと『オペラ座の怪人』『レ・ミゼラブル』といった大作ミュージ

カルに出演し、世界中に多くのファンを持つラミン・カリムルーが来日。日本から

は、劇団四季の『ジーザス・クライスト＝スーパースター』でデビュー後、『サンセ

ット大通り』『メリ―・ポピンズ』といった数々のミュージカルでメインロールを務

め、その高い表現力を活かしドラマや映画でも活躍中の柿澤勇人、そして東京藝術

大学声楽科で培った確かな歌唱力を武器に『グランドホテル』『笑う男 The Eternal 

Love-永遠の愛-』などのミュージカルで存在感を発揮したLE VELVETSの宮原浩

暢、ミュージカル『EDGES -エッジズ-』や『ジャージー・ボーイズ イン コンサー

ト』などさまざまな作品に出演し、高い歌唱力で評価されている演技派ミュージカ

ル俳優藤岡正明の出演が決定しました。このコンサートでしか観ることのできない

超豪華キャストたちによるコラボレーションをお届けします。 
 
【 公 演 名 】ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート 

 ※生演奏・英語上演・日本語字幕付 
【 公 演 日 】2021 年 7 月 15 日(木)～27 日(火) ※プレビュー公演：7 月 12 日(月)・13 日(火) 
【 出 演 】マイケル・Ｋ・リー、ラミン・カリムルー、セリンダ・シューンマッカー、 

藤岡正明、宮原浩暢(LE VELVETS)、テリー・リアン、ロベール・マリアン、 
柿澤勇人、アーロン・ウォルポール ほか 

【演出・ステージング】マーク・スチュアート 
【 音 楽 監 督 】八幡茂 
【 美 術 】岩本三玲 
【 主 催 】Bunkamura／TOKYO FM／ぴあ／WOWOW／BS 日テレ 
【企画・制作・招聘】Bunkamura 
【 後 援 】オランダ王国大使館／カナダ大使館 
【 公 式 H P 】https://theatre-orb.com/lineup/21_jcs/ 
【 チ ケ ッ ト 】S 席 13,000 円／A 席 10,000 円／B 席 7,000 円／U25 チケット 4,500 円(税込) 
                      ※全席指定 

※U25 チケットは観劇時 25 歳以下対象、一般発売日以降の取扱い、前売りのみ 
プレビュー公演(7 月 12 日(月)・13 日(火)公演 
S 席 12,000 円／A 席 9,000 円／B 席 6,000 円(税込) 
※全席指定 ※未就学児入場不可 
※プレビュー公演では U25 チケットのお取扱いはございません 
※チケット好評発売中 

【 詳 細 】東京公演に関するお問合せ：Bunkamura 03-3477-3244 (10：00～18：00) 
東急シアターオーブ HP：https://theatre-orb.com/ 

 
        ※出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください 

以上 

（C）下坂敦俊 

『ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート』 
マイケル・K・リー、ラミン・カリムルー、 

柿澤勇人、宮原浩暢(LE VELVETS)、藤岡正明 出演決定！ 
国際色豊かな実力派トップスターたちが日本に再集結 

 

前回公演より 

https://theatre-orb.com/lineup/21_jcs/
https://theatre-orb.com/

