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＜NEWS LETTER＞ 2022 年 2 月 15 日（火） 

北海道産地チーズを使った春の飲食フェア開催！ 

～チーズごとに生産者を厳選、渋谷ヒカリエ限定のメニューを開発～ 

 

今年の渋谷ヒカリエのホワイトデーは「大人カワイイ」 

海外有名ブランドからお手軽なプチプラ価格まで幅広いチョコレートが登場！ 

 

クリエイティブスペース「8/」最新展示会情報 

1 日限りのお祭り「はたらく大の文化祭 MOV 市」を 2 月 23 日（水・祝）に開催！ 

 

 

 

老舗名店コラボや限定商品が多数登場！ 

「春の東横のれん街まつり」開催！ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先人が築いた伝統と作り手の創意工夫、風土を生かした製法で、多様に進化してきた北海道のナチュラルチーズ。
世界的にも評価を受けている“北海道地チーズ”の魅力を感じられる、渋谷ヒカリエならではのチーズフェアです。
店舗ごとに気になるチーズメニューを食べ比べするのもおすすめです。 
 
 

 
 
今年の渋谷ヒカリエのホワイトデーは「大人カワイイ」をメインに、おしゃれなパッケージが特長的な海外有名ブラ

ンドから、お手軽に購入できるプチプラ価格のチョコレートまで、幅広く取り揃えています。大切な方へのギフト選

びから自分へのご褒美にもお楽しみいただけます。 

 
 

 
 
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。一昨年 ShinQs 内に生ま

れ変わって新たなスタートを切り、今年で 71 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揃えています。 
 

 
 
渋谷ヒカリエ 8 階のコワーキング「Creative Lounge MOV」のメンバーたちが主催となって、来場者をおもてなし
する 1 日限りのお祭り「はたらく大人の文化祭 MOV 市」などを開催します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

s 

 

 

 

 

渋谷ヒカリエ 最新情報のお知らせ 

「大人カワイイ」ホワイトデーのチョコレートを発表！ 

北海道産地チーズを使った春の飲食フェア開催！  

「春の東横のれん街まつり」からは老舗名店コラボや限定商品が多数登場！ 

 

 

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） 西川 鶴薗 

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

■最新情報は渋谷ヒカリエ HP をご確認ください（ https://www.hikarie.jp/） 

■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 2022 年 2 月 15 日（火）時点の情報です 

■営業時間は ShinQs（地下 3 階～5 階）：11：00～21：00 ／ カフェ＆レストラン（6 階～11 階）：11：00～21：00 

※各店舗により休業または営業時間が異なる場合もあるため、事前に HP をご確認ください 

P.7 

P.4～ 

P.2～ 

P.5～ 

https://www.hikarie.jp/


 

 

2／7 

 

＜NEWS LETTER＞ 2022 年 2 月 15 日（火） 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、営業時間変更または中止になる可能性があります。詳しくは HP をご覧ください 

先人が築いた伝統と作り手の創意工夫、風土を生かした製法で、多様に進化してきた北海道のナチュラルチーズ。

世界的にも評価を受けている“北海道地チーズ”の魅力を感じられる、渋谷ヒカリエならではのチーズフェアです。

店舗ごとに気になるチーズメニューを食べ比べするのもおすすめです。 

 

【開催期間】２月 10 日（木）～27 日（日） 

【開催場所】６階・７階 カフェ＆レストラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■果実園リーベル 

皿盛りチーズロール×チョコモンブランケーキ／1,800 円 

・チーズカテゴリー：フレッシュ 

・使用チーズ：はやきたダブルチーズ（はやきたチーズ工房 夢民舎） 

ミルキーなクリームチーズと濃厚なブルーチーズをブレンドした、「地チーズ博 2020」金

賞受賞の「はやきたダブルチーズ」を使用。スイーツと相性が良いフレッシュタイプのチ

ーズを塗った生地でフルーツを巻き、マロンペーストとチョコのクリームで仕上げたロー

ルケーキ。フルーツやアイスも添えた華やかなひと皿です。 

※限定 10 食／日 

 

■宮崎料理 万作 

濃厚！自家製チーズケーキ／480 円 

・チーズカテゴリー：フレッシュ 

・使用チーズ：クリームチーズ（トワ・ヴェール） 

第５回 ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテストで優秀賞を受賞したトワ・ヴェールのクリ

ームチーズを使用。コク深い自家製チーズケーキに宮崎県産の季節のフルーツジャムを合

わせ、チーズの酸味とジャムの甘酸っぱさが口いっぱいに広がる一品です。 

※限定 8 食／日 

 

■牛たん炭焼 利久 

牛たん入りカレーの入ったとろとろチーズパンセット 

※テールスープ、サラダ付／1,430 円 

・チーズカテゴリー：パスタフィラータ 

・使用チーズ：モッツァレラミニ（ニセコ髙橋牧場） 

やわらかな口当たりにクリーミーな味わいのニセコ髙橋牧場「モッツァレラミニ」。パンの

中に牛たんカレーを詰め、その上にミニサイズのモッツァレラチーズをのせました。さら

にチーズソースをかけて軽く焦げ目をつけたスパイシーで濃厚な食べ応えのある一品です。 

※限定 6 食／日 ※15：00～17：00 を除く 

 

北海道産地チーズを使った春の飲食フェア開催！ 

～チーズごとに生産者を厳選、渋谷ヒカリエ限定のメニューを開発～ 



 

 

3／7 

 

＜NEWS LETTER＞ 2022 年 2 月 15 日（火） 

■鉄板焼 お好み焼 かしわ 

北海道産カマンベールチーズをのせたチーズタッカルビ／880 円 

・チーズカテゴリー：白カビ 

・使用チーズ：kakuya カマンベールチーズ（チーズ工房角谷） 

せせり、ゆりね、高山にんにくを香ばしく炒め、その上にカマンベールチーズをたっぷり

とのせました。口の中でとろけるチーズと、甘辛な味が凝縮された肉の旨味がやみつきに

なる逸品です。 

※限定 10 食／日 

 

■CHEESE KITCHEN RACLER 

ブルーおこっぺ香る魚介と季節野菜のブイヤベース／2,310 円 

・チーズカテゴリー：青カビ 

・使用チーズ：ジャパンブルーおこっぺ（冨田ファーム） 

魚介と野菜のおいしさを引き出したブイヤベースに、北海道の地名に由来する興部の名が

付いたブルーチーズの香りと濃厚な旨味が相性抜群。スープの深みあるコクが効いた、彩

り豊かな鍋料理です。 

※限定 10 食／日 ※ディナーのみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※限定 20 食／日 

 

※限定 5 食／日 

 

※限定 5 食／日 

※2 人前から注文可 

※ディナーのみ 

※限定 10 食／日 

※ディナーのみ 

※ディナーのみ 

※限定 15 食／日 

 

 

■とんかつ まい泉 

茶美豚（ちゃーみーとん）チーズかつ煮膳 

※キャベツ、御飯、味噌汁、お新香付／1,780 円 

・チーズカテゴリー：パスタフィラータ 

・使用チーズ：モッツァレラミニ（ニセコ髙橋牧場） 

 

■すぱじろう 渋谷 

北海道産ニセコ髙橋牧場のモッツァレラチーズと 

カラフルトマトと生ハムのペペロンチーノ／1,400 円 

・チーズカテゴリー：パスタフィラータ 

・使用チーズ：モッツァレラミニ（ニセコ髙橋牧場） 

 

■渋谷 水刺齋 

ロゼトッポギ 1,280 円 

・チーズカテゴリー：ソフト 

・使用チーズ：ルーナ（のぼりべつ酪農館） 

 

■Bar Español LA BODEGA 

イベリコ豚とモッツァレラのグラタン仕立て／890 円 

・チーズカテゴリー：パスタフィラータ 

・使用チーズ：モッツァレラミニ（ニセコ髙橋牧場） 

 

■茶寮伊勢 藤次郎 

伊勢カルボ／1,628 円 

・チーズカテゴリー：ハード／セミハード 

・使用チーズ：グラナディエゾ（ファットリアビオ北海道） 

 

■ベジ串 創作おでん ぬる燗佐藤 

カマンベールチーズのあられ揚げ／680 円 

・チーズカテゴリー：白カビ 

・使用チーズ：kakuya カマンベールチーズ（チーズ工房角谷） 

 

※限定 15 食／日 
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、営業時間変更または中止になる可能性があります。詳しくは HP をご覧ください 

今年の渋谷ヒカリエのホワイトデーは「大人カワイイ」をメインに、おしゃれなパッケージが特長的な海外有名ブ

ランドから、お手軽に購入できるプチプラ価格のチョコレートまで、幅広く取り揃えています。大切な方へのギフ

ト選びから自分へのご褒美にもお楽みいただけます。 

 

【開催期間】3 月 1 日（火）～14 日（月）11：00～21：00 予定 

【開催場所】ShinQs 東横のれん街 地下 2 階 

      ※一部の期間限定店舗は、開催期間が異なります 

 

【 N E T 】2 月 11 日（金・祝）～3 月 10 日（木）15：00 まで 

           ※一部商品は承り期間が異なります 

【 U R L 】https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/l/17C00000000 

 

 

■デルレイ 

ダイヤモンド BOX（6 個入）／3,564 円 NET 

ミルクチョコレートの中に、口溶けの良いキャラメルガナッシュ入りのピンクダイ

ヤモンドミルクや、ダークチョコレートの中に、ペルー産カカオのガナッシュ入り

のレッドダイヤモンドダーク、ミルクチョコレートの中に、香り高いピスタチオガ

ナッシュ入りのグリーンダイヤモンドミルクなどダイヤモンドショコラ 6 種の詰め

合わせは、まさに“食べるジュエリー”珠玉のスペシャルボックスです。 

 

 

 

■ピエール・ルドン 

サンク・エトワール／2,160 円 NET 

ビター、ミルク、ホワイト、そして日本でも人気が定着しつつあるルビーとブロン

ドの 5 種を一箱で楽しむことができ、さらに今年は 20 周年記念限定パッケージに

なっているスペシャルボックスです。ピエール・ルドンのショコラが織りなす美し

さをお楽しみいただけます。 

 

 

 

■ジャン＝ミッシェル・モルトロー 

フェット・デュ・プランタン（10 個）／3,132 円 NET 

フランス語で春の饗宴を意味する“フェット・デュ・プランタン”。ホワイトデー限

定のスプリングシリーズです。「おだやかな春の青空のもとショコラを愉しむひと

時をおくってほしい」というメッセージとともに、カラフルなマンディアンと人気

ボンボンショコラを詰め合わせました。マンディアンはダーク・ミルク・フランボ

ワーズにナッツやフルーツをトッピングしています。 

 

 

■バビ 

ディスカバリーボックス／5,400 円 

定番のピスタチオフレーバーのウエハースをはじめ季節限定のチョコレートウエハ

ース「ヴィエネッズィ」、「バッビーノ」、ジャンドゥイアチョコでクリームをサン

ドした「クレミニ」、クリームをチョコレートで包んだ「ボンボン」など、バビの

全シリーズのドルチェが楽しめるスペシャルアソート。季節限定のウエハース「ヴ

ィエネッズィ」を含む 17 種のボックスがおすすめです。 

今年の渋谷ヒカリエのホワイトデーは「大人カワイイ」 

海外有名ブランドからお手軽なプチプラ価格まで幅広いチョコレートが登場！ 

 

女子ウケ抜群！ 

今年限定パッケージ！ 

ホワイトデー限定商品！ 

季節限定！ 

https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/l/17C00000000
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名店同士の夢のコラボレーション「美味共演」 

 

※写真はイメージです 

■BRANCHÉ CHOCOLAT（ブランシェ・ショコラ） 

至極のカレ・オ・ショコラ／5,379 円 NET 

実店舗を持っていないため、イベントでの出店・出品は稀なブランシェ・ショコラ

が登場。北海道十勝の広大な土地でグラスフェッドにこだわった「あすなろファー

ミング」の低温殺菌牛乳は、安心安全で濃厚な風味に爽やかな喉越し。牛乳本来の

風味を大切にしたホワイトガナッシュとミルクチョコレート、しっとりと仕上げた

ブラウニーが緻密に計算された比率で層をなし、誰がどこをカットしても美しい断

面が現われます。 

 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、営業時間変更または中止になる可能性があります。詳しくは HP をご覧ください 

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。一昨年 ShinQs 内に生

まれ変わって新たなスタートを切り、今年で 71 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揃えています。 

 

【開催期間】3 月 17 日（木）～30 日（水） 

【開催場所】ShinQs 東横のれん街（地下 2 階、地下 3 階） 

※商品により、開店前に整理券を配布する場合があります 

■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。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

 

  

 

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。

限定商品を 9 点取り揃えました。 

 

■とらや×福砂屋 

虎福詰合せ／3,089 円 ShinQs 限定 TEL  

とらやの桜・菊・梅をかたどった最中、「トラヤあんスタンド」のあんペースト（こ

しあん）と福砂屋のキューブカステラを詰め合わせました。銘店の人気の味を揃え

た、東横のれん街ならではの組み合わせです。 

【販売店舗】とらや 福砂屋 

 

 

■清月堂本店×芳翠園 

抹茶どら焼き／270 円 ShinQs 限定 TEL 

あっさりとした甘さの白あんに芳翠園の抹茶を練り込みました。ほどよい抹茶の苦

味とあんこの甘さをお楽しみいただけるどら焼きです。 

【販売店舗】清月堂本店 

 

 

■ポールバセット×塩瀬総本家 

あんバターパンケーキ／1,100 円 ShinQs 限定  

ポール バセットの人気 No.1 スイーツ「ふわふわっパンケーキ」に、670 余年ののれ

んを誇る塩瀬総本家のあんこを合わせた東横のれん街まつり限定メニュー。ふわふ

わのパンケーキに塩味のあるバターと職人技光るあんことのマリアージュをお楽し

みいただけます。 

【販売店舗】ポールバセット 

 

老舗名店コラボや限定商品が多数登場！ 

「春の東横のれん街まつり」開催 

 

自分へのご褒美にも！ 
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のれん街だけの限定品や季節を味わえる「東横のれん街スペシャル」 

 

 

 

東横のれん街だけでしか手に入らない限定商品をはじめ、目でも舌でも季節を感じられる約 40 点のお菓子やおすす

め商品をバラエティ豊かに取り揃えました。 

 

■ビスキュイテリエ ブルトンヌ 

カヌレ・オ・ショコラ／281 円 ShinQs 限定 TEL 

東横のれん街まつり限定でブルトンヌ人気のカヌレに特別バージョンが登場。ベル

ギー産クーベルチュールチョコレートの贅沢な味わいをとじ込めたショコラカヌレ。

スイートとミルク、2 種のチョコレートを使用した深いショコラの味わいに、ほのか

な洋酒がアクセントとなり、濃厚で贅沢な味わいとなっています。 

※限定 50 点／日 

 

 

■京橋千疋屋 

スペシャル☆でこぽんショート／1,836 円 ShinQs 限定 TEL 

果物の老舗京橋千疋屋自慢の愛媛県産完熟でこぽんをふんだんに使用したショート

ケーキ。上段は生クリーム、下段はカスタード入生クリームを使用し、下段のカス

タード入生クリームにはアクセントとしてピールを入れています。ケーキは、層に

よって異なるクリームと相まって、魅惑的な味わいになっています。 

※限定 10 台／日 

 

 

■塩瀬総本家 

上生菓子「花の舞」／486 円 ShinQs 限定 TEL 

職人が丹精を込めてひとつひとつ手作りではなびらを付けた職人技の光る上生菓子。

春らしい桜モチーフの繊細な上生菓子は、見た目から楽しめる職人技が光る逸品で

す。 

※限定 20 個／日 

 

 

 

 

 

 

■維新號 

松阪牛肉まん／670 円 ShinQs 限定 TEL 

松阪牛肉と椎茸、筍、春雨を中華風醤油で味付けをした松坂牛の旨みあふれる餡を

維新號のふわっとした生地で包んだ肉まんです。 

 

 

 

 

 

■つきぢ松露 

タマゴヤキ～Bacon＆Cheese／540 円 ShinQs 限定 TEL 

昨年秋の東横のれん街まつりで大人気のタマゴヤキ。玉子焼きの老舗がご提供する

東横のれん街まつり限定商品となっています。ベーコンの塩味とまろやかなチーズ

のコクは、伝統の玉子焼きと相性抜群です。つきぢ松露では珍しい洋風玉子焼きは、

ワインにもよく合うおすすめの一品です。 
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各店自慢のお弁当が 888 円で一度に楽しめる！「八八八弁当」 

 

 

 

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 47 点取り揃えました。 

2 週目の 3 月 24 日(木)～30 日(水)は、内容を変更してご用意します。 

※都合により一部内容が変更になる場合がございます 

※商品により、開店前に整理券を配布する場合がございます 

 

■浅草今半 

八八八弁当／888 円 ShinQs 限定 NET 

ご飯が見えないほどに黒毛和牛を盛り付けた八八八弁当。煮玉子やビーフコロッケ

など質と量を兼ね備えた贅沢なお弁当です。 

【販売期間】3月17日（木）～23日（水） 

 

 

■築地寿司清 

八八八弁当／888 円 ShinQs 限定 NET 

選りすぐりの新鮮な旬の魚介を詰め込んだ、満足感溢れる味わいの八八八弁当。 

東横のれん街限定の人気なばらちらしをお楽しみいただけます。 

【販売期間】3月17日（木）～23日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■はたらく大人の文化祭 MOV 市 

「はたらく大人の文化祭 MOV 市」は、渋谷ヒカリエ 8 階のコワ

ーキング「Creative Lounge MOV」のメンバーたちが主催となっ

て来場者をおもてなしする 1 日限りのお祭りです。この日限定の

ショップやトークショー、ワークショップなど、ビジネスを生み

出すプロたちがスキルを発揮してブースを構えます。 

【開催期間】2月23日（水・祝） 

【開催場所】COURT・Creative Lounge MOV 

【開催時間】13：00～19：00 

 

 

■JAPAN BRAND FESTIVAL 2022 

地域産業の発展に寄与する支援活動を牽引する人たちがつながり

を求めて集まる場「JAPAN BRAND FESTIVAL」を開催します。

地域産業に貢献・応援をしたい方、地域産品に興味がある方は

「JAPAN BRAND FESTIVAL」の新たな出会いの場に是非お越し

ください。 

【開催期間】3月4日（金）～6日（日） 

【開催場所】COURT・CUBE 

 

 

 

以上 

クリエイティブスペース「8/」最新展示会情報 

1 日限りのお祭り「はたらく大人の文化祭 MOV 市」を 2 月 23 日に開催！ 

 


