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＜NEWS LETTER＞ 2021 年 7 月 7 日(水) 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 5 月 15 日(土)より当面の間、下記の通りに営業いたします。(7 月 2 日(金)時点) 

ShinQs(地下 3 階～5 階)：11：00～20：00 / カフェ＆レストラン(6 階～11 階)：11：00～20：00 

※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 

 

     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、 

館内の喚起強化、定期的な清掃・消毒など感染防止対策を実施しています。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
夏にピッタリの冷やし麺やかき氷・一味違うクリームソーダを紹介します。冷やし麺では、6 月 15 日(火)にオープ
ンしたばかりの「そうめん そそそ 研究室」の自分でカスタムできるメニューなども登場します。 

  

 
 
 
ShinQs でしか買えない限定商品や先行販売商品、期間限定商品をはじめ、定番商品からコロナ禍でのおうち時間充
実商品など、ShinQs ならではのおみやげが勢ぞろいします。今回は、バイヤーイチ押しの商品をご紹介します。 
 

 
 
 
6 階～11 階カフェ＆レストランでは、「＃サステナブルチャレンジ」をキーワードに地産地消やヴィーガンなど、お
いしくて地球にやさしいグルメフェアを開催します。ShinQs でも、身近なサステナブル商品を紹介します。 
 
 
 
 
8 階クリエイティブスペース「8/」では、書籍や雑誌の装画・挿絵など、活躍の場を広げている注目のイラストレー
ター・草野 碧さんの風景画が楽しめる「color」展など注目のイベントを開催します。 
 
 

 

※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 2021 年 7 月 7 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 

渋谷ヒカリエのひんやりフード・スイーツを特集！ 

毎年大人気の「渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷みやげ」を今年の夏も開催 

グルメ＆雑貨フェア「渋谷ヒカリエ サステナブルチャレンジ」を開催 

 

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～ 
渋谷ヒカリエのひんやり特集！新店舗の限定メニューを含む“冷やし麺”と 

見た目や食感で大人も楽しめる本格派“かき氷”などひんやりメニューを紹介！ 

おいしくて地球にやさしいメニューが集結！「渋谷ヒカリエ サステナブルチャレンジ」開催 

大人気の「渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷みやげ」を今年の夏も開催！ 

 

P.8 

P.4～ 

「8/」に人気の風景画作家と陶芸家の作品が集結！期間限定で展示会を開催！ P.9 

©Midori Kusano 

https://www.hikarie.jp/
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■そうめん そそそ 研究室 ★6 月 15 日(火)オープン 

 

お客さまにてカスタムできる「LABO そうめん」 

【おすすめの組み合わせ】冷たいビビンそうめん／1,562 円(税込) 

自分で麺の種類からトッピングまで自由に選べる「LABO そうめん」です。夏におすす

めの「冷たいビビンそうめん」は、辛めのペーストをベースに、もちもちとした食感が

特徴的な金帯の麺を合わせたビビン麺風のそうめん。お好みのトッピングを追加し、自

分だけのオリジナルそうめんを作ることができます。 

麺の種類：金帯 麺の量：1,5 束 味付け：辛ペースト(冷) 調味料トッピング：ごま・

酢・ごま油 トッピング具材：肉味噌・刻み海苔・生卵(黄身のみ)・キムチ・オクラ・

ナムル mix・椎茸うま煮 

 

 

レモンとしらすの冷製そうめん／フル 1,320 円(税込) ハーフ 770 円(税込) 

約 160 年続く老舗しらす専門店山利のしらすと特製レモンシャーベット出汁氷を乗せた

そうめん。レモンのさっぱりしたお出汁に、ミョウガと大葉が絡み爽やかに食べられる

メニューで、夏バテなどの食欲がない時にもおすすめです。 

 

 

■釜あげスパゲッティ すぱじろう 渋谷 ★4 月 20 日(火)オープン 

 

特製ごまダレと具だくさんの冷製ピリ辛のサラすぱ／1,118 円(税込) 渋谷ヒカリエ限定 

たっぷりの野菜ときのこ・挽肉が、すぱじろう特製ピリ辛ごまダレと相性抜群の渋谷ヒ

カリエ限定メニュー。自家製のもやし、きゅうりでさっぱりと食べることができます。 

 

 

なすと挽肉とスクランブルエッグのサラすぱ／1,298 円(税込) 

暑い夏にピッタリのすぱじろう特製の冷製パスタ。見た目はボリューミーですが、食欲

がなくなりがちな暑いときでもサッパリとしていて、野菜もたっぷりで栄養満点の食べ

やすいメニューです。フワフワのスクランブルエッグと甘辛ひき肉、揚げたてのナスが

食欲をそそります。 

 

 

■渋谷 水刺齋 

夏の風物詩 冷麺／冷麺＆コチュジャンサムギョプサル 1,840 円(税込) 

冷麺＆チヂミ 1,730 円(税込) 

冷麺＆プルコギ 1,950 円(税込)  

冷たい牛だしのスープとモチモチとした歯ごたえの盛岡風太麺は、胡瓜やトマト、酢漬

け大根といっしょに食べるとのどごしも良く、これから始まる暑い夏にぴったりの一品

です。今年は新たにそば粉を練り込んだ「韓国細麺」と柚子香る「柚子生麺」をご用

意。3種の麺の中から好きな麺を選ぶことができ、コチュジャンサムギョプサル、チヂ

ミ、プルコギもセットで楽しめます。 

 
 
 

渋谷ヒカリエのひんやり特集！新店舗の限定メニューを含む“冷やし麺”と 

見た目や食感で大人も楽しめる本格派“かき氷”などひんやりメニューを紹介！ 

新店舗から限定メニューも！お好みの麺が選べる「冷やし麺」 
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■茶寮伊勢 藤次郎 

藤次郎氷／1,408 円(税込)  

明治より続く老舗甘味屋の伊勢抹茶を使用した毎年定番のかき氷。抹茶が香る清涼感あ

るかき氷に、渋皮栗やモチモチの自家製白玉、藤次郎特製水羊羹など和の食材をたっぷ

り使用しています。 

【販売期間】夏季限定(11 月頃まで) 

 

マンゴーかき氷／1,430 円(税込)  

ごろっとした旬のマンゴーをたっぷりのせたかき氷。ヨーグルトソースとマンゴーアイ

スをトッピングした夏季限定のメニューで、夏の暑さを吹き飛ばしてくれます。 

【販売期間】夏季限定(9 月頃まで) 

 

■茶庭 然花抄院 

然ノ氷 光蜜氷(ぜんのこおり みつみつごおり)／ドリンクセット 1,650 円(税込)  

爽やかなブルーの色合いで毎年大人気のかき氷です。リキュール菓子と寒天菓子の彩り

で見た目も楽しく、食べ進めると中に隠れたみかんゼリーが現れ、食感の変化も楽しめ

ます。別添えの蜂蜜レモンシロップをかけるとブルーからピンクへと色が変わる、遊び

心あふれるかき氷です。 

【販売期間】9 月 15 日(水)まで 

 

■CHEESE KITCHEN RACLER 

Cheese in かき氷／ストロベリーとレアチーズの濃厚ミルクかき氷 1,320 円(税込) 

マンゴーとレアチーズのフルーツかき氷 1,320 円(税込) 

ティラミスとレアチーズの濃厚ミルクかき氷 1,100 円(税込) 

レアチーズソースをムース状にしたモコモコの「エスプーマソース」は氷を溶か

さず、フワフワしたかき氷本来の食感を損なわないのが特徴です。「ストロベリー

とレアチーズの濃厚ミルクかき氷」、「マンゴーとレアチーズのフルーツかき氷」、

「ティラミスとレアチーズの濃厚ミルクかき氷」の 3 つの味わいを楽しめます。 

【販売期間】夏季限定(9 月上旬頃まで) 15：00～L.O までオーダー可能  

※状況によって変更の可能性がございます 

 

 

 

■iBeer LE SUN PALM 

クリームソーダファウンテン／パープルカウ、カンタロープアイランド、ストロベリーフィールズ、 

トッツィー、ピンクプードル 693 円(税込)  

フルーツ本来の甘酸っぱいフレッシュな風味がギュッとつまった、シュワシ

ュワなアメリカンクリームソーダ。天然甘味料で、どこか懐かしい甘味がす

るオーガニックアガベシロップを使用しています。フルーツピューレとアイ

スが混じり合い、鮮やかな色と味わいの両方を楽しめる、夏にピッタリのデ

ザートドリンクです。 

 

(写真左から) 

＊カンタロープアイランド：メロンソーダとバニラアイス 

＊ストロベリーフィールズ：ストロベリーソーダとストロベリーアイス 

＊トッツィー：チェリーソーダとチョコレートアイス 

＊パープルカウ：ブルーベリーソーダとブルーベリーレアチーズケーキアイス 

＊ピンクプードル：レモンソーダとストロベリーアイス 

見た目や食感で大人も楽しめる！渋谷ヒカリエの本格派「かき氷」 

この夏楽しみたい、一味違うクリームソーダ 
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大人気企画「渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷みやげ 2021」を開催。ShinQs でしか買えない限定商品や先行販売商品、

期間限定商品をはじめ、定番商品からコロナ禍でのおうち時間充実商品など、ShinQs ならではのおみやげが勢ぞろ

いします。今回は、その中から食と雑貨に分けて、バイヤーイチ押しの商品をご紹介します。 

（※対象商品はおうちショッピングにも対応しています） 

【開催期間】7 月 22 日(木)～8 月 31 日(火) 

【開催場所】ShinQs 全館 

 

＜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」＞ 

「NET」「TEL」の記載がある商品は、 

ネットショッピング・電話注文でもご購入いただけます。 
 
【おうちショッピング詳細はこちらから】 

「渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷みやげ 2021」特設ページ： 

https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/event/detail.html?id=2356 

※7 月 22 日(木)から公開 

 

 

 

■銀座 菊廼舎 

登録商標 冨貴寄 ハチ公／1,080 円(税込) ShinQs 限定 NET&TEL 

バターを使わない和風のクッキーやカラフルな金平糖、黒豆やピーナッツと、可愛い東

横ハチ公のイラストが描かれた雲平が直径 10cm の手のひらサイズの赤い缶に入ってい

ます。※内容は季節により変わります 

 

東横ハチ公モチーフの渋谷ヒカリエ ShinQs 限定品。看板商品の「冨貴寄」は

季節ごとに内容が変わるため手みやげ需要に最適です。 

(東横のれん街担当コメント) 

 

■ル パン ドゥ ジョエル・ロブション 

ヒカリエプチ(8 個入)／2,501 円(税込) ShinQs 限定 NET&TEL 

大人気の渋谷ヒカリエ ShinQs 限定の焼き菓子。クランベリー、ピスタチオ、オレンジ

ピールが入ったバターの風味豊かな味わいが楽しめる商品で、可愛らしい丸いかたちは

ギフトにも最適です。 

 

渋谷ヒカリエ開業時より出店している店舗で、渋谷ヒカリエ ShinQs 限定商品

が定番となりました。(東横のれん街担当コメント) 

 

■抹茶共和国 (POP UP SHOP) 

抹茶インクシリーズ／680 円(税込) 東京初出店 

累計 15 万個を売り上げた抹茶共和国の人気商品が東京初登場。フレッシュな石臼挽き宇

治抹茶が香るプレミアム抹茶ドリンクがインクボトルをモチーフにした可愛らしい容器

に入っています。保存料不使用で素材そのままに宇治抹茶をお楽しみいただけます。 

【販売期間】7 月 15 日(木)～7 月 28 日(水) 

【販売場所】地下 2 階 フードステージ B2 

 

インクボトルのデザインが目新しく、写真映えする商品です。都内初出店のた

め、人気間違いなしです。(東横のれん街担当コメント) 

 

大切な方へのギフトに、自分へのご褒美に！見た目も味もこだわりの商品が登場！ 

大人気の「渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷みやげ」を今年の夏も開催！ 

ShinQs 限定や先行販売・期間限定商品が勢ぞろい！ 

https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/event/detail.html?id=2356
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PREMIUM GOLDEN UJI MATCHA CASTELLA／2,380 円(税込) 東京初出店 

石臼挽きの宇治抹茶を贅沢に使用し、仕上げに本場金沢に伝わる金箔をあしらった高級

抹茶カステラ。京都の老舗カステラ職人が丹精込めて仕立て、しっとりした甘みの中に

宇治抹茶が奥ゆかしく香る至極の商品です。 

【販売期間】7 月 15 日(木)～7 月 28 日(水) 

【販売場所】地下 2 階 フードステージ B2 

 

箔押しパッケージは手みやげで喜ばれること間違いなしですが、自分へのご褒美

スイーツとしても楽しんでいただきたい一品です。(東横のれん街担当コメント) 

 

■レモンショップ by フランセ (POP UP SHOP) 

生レモンケーキ(3 個入)／1,296 円(税込) ShinQs 初出店 

爽やかなレモンの風味とチーズの濃厚なコクが楽しめるレアチーズケーキ。ムースには

なめらかなクリームチーズを使用し、中には瀬戸内産レモンとマスカルポーネを使った

深みのあるレモンクリームが入っていて、バターの風味豊かな生地がアクセントになっ

ています。 

【販売期間】7 月 22 日(木)～8 月 4 日(水) 

【販売場所】地下 2 階 フードステージ B2 

 

人気ブランドであるフランセから生まれた、レモンをテーマにした新ブランドで

生・焼きの 2 種類のレモンケーキが楽しめます。(東横のれん街担当コメント) 

 

■泉屋 

ねこ缶 幸せはバター色／1,512 円(税込) NET&TEL 

伝統のおいしさはそのままに、スペシャルクッキーズを個包装にしたクッキーの詰め合

わせ。ねこ缶用にデザインされた全 6 種類の猫のプリントは、ランダムにアソートされ

るため、どのデザインが入っていたかなど会話が弾む商品です。 

 

4 月より発売しているイラストレーターとコラボしたデザインの缶にクッキー

を詰め合わせた新商品。個包装のため、この時期に嬉しい手みやげです。 

(東横のれん街担当コメント) 

 

■フルーリア 

サシェ／1,620 円(税込) NET&TEL 

お花屋さんがコンセプトのフルーリア。おしゃれで可愛い花柄のパッケージに、アーモ

ンド、チョコチップ、シナモンが入った A タイプとアマンドロック、チョコサンド、ク

ランベリーが入った B タイプの 2 種類が各 6 袋ずつ入った商品です。 

 

5 月 27 日(木)に新オープンした店舗で、デザインの可愛さでプチギフトに人気

のお店です。(東横のれん街担当コメント) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6／10 

 

 

＜NEWS LETTER＞ 2021 年 7 月 7 日(水) 

 

 
 
■ザ・マーケットプレイス (POP UP SHOP) 

「Wellness on the table」アロマウッド×有田焼／14,800 円(税込) ShinQs 先行発売 

木のくぼみに精油を 2～3 滴たらして香りを楽しむアロマウッド。香りのギフトブランド

OMOU とのコラボ商品で自然の香りが空間に立ち込めます。専用の有田焼のトレーはア

ロマウッドと精油の両方が置けるサイズで、ベッドサイドや仕事机など家の好きな場所

へ置いて香りを楽しめます。精油は 3 種類から気分に合わせて選ぶことができます。 

【販売期間】8 月 1 日(日)～8 月 15 日(日) 

【販売場所】5 階 ザ・マーケットプレイス 

 

イエナカアイテムとしてご提案したい商品。感度の高い方へのギフトにおすす

めで、毎日の生活を豊かにしてくれるアイテムです。 

(ShinQs Lifestyle 担当コメント) 

 

「Wellness on the table」PIGO mag／4,730 円(税込) ShinQs 先行発売 

ブランドで一番人気のマグカップの新色を先行発売。外側はオレンジがかった温かみの

あるピンクの色味で、内側には本物の金を全面に施しました。朝、目が覚めてお水を飲

む時やコーヒータイムなど、日常で金のきらめきを楽しめます。洗練された高級感のあ

るマグカップは、お祝いやギフトにもおすすめです。 

【販売期間】8 月 1 日(日)～8 月 15 日(日) 

【販売場所】5 階 ザ・マーケットプレイス 

 

人気のマグカップがよりおしゃれになって登場。帰省ギフトにもピッタリなア

イテムです。(ShinQs Lifestyle 担当コメント) 

 

■KIMAMALabo (POP UP SHOP) 

香水 ヒマワリ 15ml／2,800 円(税込) ShinQs 先行発売 

毎回、即日完売となる KIMAMALabo の季節限定の香水。今回は夏限定の香りヒマワリ

を先行発売します。男女ともにつけられる自然な香りでプレゼントにもおすすめです。 

【販売期間】7 月 22 日(木)～8 月 4 日(水) 

【販売場所】1 階 特設スペース 

 

美容系 YouTuber こばしり。さんプロデュースの人気ブランド。「気ままにつく

った香水を男女ともに使って欲しい」との思いから、全ての香りが自然にふんわ

りとやわらかく香るように調合されています。 (ShinQs Beauty 担当コメント) 

 

■グルズ (POP UP SHOP) 

サンダル／5,830 円(税込) ShinQs 限定カラー 東京初出店 

クラウドファンディングを実施し、わずか３日間で目標金額の 300％を達成した“土に還

る”サステナブルサンダルが待望の日本初上陸。ほかでは手に入らない渋谷ヒカリエ

ShinQs 限定カラーも登場し、脱げない・痛くない・疲れにくい、新感覚で機能的な一足

です。 

【販売期間】7 月 29 日(木)～8 月 11 日(水) 

【販売場所】2 階 ShinQs パーツ ジョイスト 

 

SDGs に着目した見た目のオシャレさだけでなく履き心地にもこだわりをもっ

たアイテム。実店舗の POP UP SHOP として関東初の販売のため、ブランドの

SNS などでも多くの問い合わせをいただいている注目アイテムです。 

(ShinQs Fashion 担当コメント) 

 

先行発売・サステナブル・夏限定商品の雑貨で、いつもよりワンランクアップのおみやげを！ 
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■ラ・クッチーナ・フェリーチェ 

Zip Top ベビースナック(動物モチーフ)／1,430 円(税込) TEL 

海洋プラスチックごみによる環境問題を改善したいという思いで作られたシリコーンバ

ッグ。しっかりとした厚みのため保存や調理などに使いやすく、プラチナシリコーンを

100%使用しているため、お子さまやアレルギーのある方も安心して使用できます。 

 

カラフルな動物モチーフと小ぶりなサイズが可愛らしく、洗って繰り返し使え

るエコなアイテム。食品だけではなく、雑貨収納としても利用できるデザイン

で、お好みに合わせてフレキシブルに活用できます。 

(ShinQs Lifestyle 担当コメント) 

 

■COLOR×COLORS「marina JEWELRY」(POP UP SHOP) 

タグアナッツ イヤリング／5,060～5,830 円(税込)  

象牙に似たゾウゲ椰子を使用し、自然落下した種を磨いて作ったアクセサリー。象の密

猟防止にもつながるサステナブルアイテムで、デザイン・製作は国内で行われ、アレル

ギー対応の金属も使用しているため、安心して使用いただけます。 

【販売期間】7 月 15 日(木)～7 月 28 日(水) 

【販売場所】2 階 イベントステージ 2 

 

ポップな夏季限定カラーで夏におすすめのアクセサリー。象の乱獲を防ぐため

の象牙の代用品として注目されている素材を使ったアクセサリーのためサステ

ナブル視点でも注目のアイテムです。(ShinQs Fashion 担当コメント) 

 

 

 

 

 

2016 年の設立から注目のヒット作品を制作し、飛躍をし続けるドラマ制作会社のスタジオドラゴン社による近年

代表３作品にスポットライトを当てた『スタジオドラゴン 韓ドラ展』の開催が決定しました。 

 

【展覧会名】スタジオドラゴン 韓ドラ展 

【 期  間 】 2021 年 7 月 9 日(金)～8 月 28 日(土) 

【開館時間】10：00～20：00 ※最終入場は閉館の 30 分前 

      ※最終日 8 月 28 日(土)は 10：00～15：00(最終入場 14：30) 

【 会  場 】 渋谷ヒカリエ 9 階 ヒカリエホール ホール A 

(東京都渋谷区渋谷 2 丁目 21−1 渋谷ヒカリエ 9 階) 

【 主  催 】 スタジオドラゴン韓ドラ展製作委員会 

【特別協力】渋谷ヒカリエ 

【 サ イ ト 】http://kandoraten.jp 

 

■韓国のドラマ界に旋風を巻き起こしたヒットメーカーであるスタジオドラゴンの展覧会を世界初開催！ 

『愛の不時着』、『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』、『シグナル』、『知ってるワイフ』、『ボイス』、

『サイコだけど大丈夫』など号泣必至のラブストーリーやヒューマンドラマ、壮大なスケールのサスペンスなど、

高いクオリティの大ヒット作品を手掛け、新時代を迎えた韓流ドラマブームを牽引するスタジオドラゴン社。今回

の展覧会では、アジアだけに止まらず世界を席巻するスタジオドラゴンの躍進の秘訣を探るべく 3 作品にフォー

カス。五感を刺激し、胸キュン連続間違いなしの展示物やフォトスポットをご用意しています。 

 

■『ヴィンチェンツォ』ロスに朗報！もう一度たっぷりと世界観に“浸れる” 

ゴールデンウィークに Netflix で最終話が公開されてロスを嘆くコメントが多く見られた『ヴィンチェンツォ』、

韓国のシリコンバレーで成功を夢見る若者たちの成長を描いた『スタートアップ』、ツンデレ御曹司と敏腕秘書の

甘い恋の“駆け引き”胸キュンラブコメディー『キム秘書はいったい、なぜ？』の 3 作品に浸れる韓ドラ展です。 

≪この夏、ここで出会う ドラマティックトリップ！≫ 

『スタジオドラゴン 韓ドラ展』開催決定！ 

開催決定! 

http://kandoraten.jp/
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6 階～11 階カフェ＆レストランでは、「＃サステナブルチャレンジ」をキーワードに、地産地

消の食材やヴィーガン食材を使用するなど、おいしくて地球にやさしいサステナブルチャレ

ンジメニュー20 種類を集めたグルメフェアを開催します。地下 3 階～5 階の ShinQs から

は、身近なサステナブル商品を紹介します。 

 

       コラボ企画「サステナブルチャレンジ」 

オズモール開設 25 周年を記念し、＃サステナブルチャレンジを

キーワードにユーザー・読者の持続可能な社会に向けた個人的チ

ャレンジを応援する企画。今回はグルメ分野でコラボ。サステナ

ブルチャレンジメニューを集め、無理なく簡単に、今日からでき

る私らしいチャレンジのヒントとして、地球にやさしいお店選び

を提案します。 

【開催場所】6 階～11 階カフェ＆レストラン、地下 3 階～5 階 ShinQs 

【開催期間】7 月 29 日(木)～8 月 22 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■モダンメキシカン マヤルス 

アボカドヴィーガンサラダ 

／1,300 円(税込) 

たっぷりの葉野菜を中心にひよこ豆やオリ

ーブ、こだわりの芳醇アボカドを贅沢に使

った動物性不使用のヴィーガンサラダ。ド

レッシングにもアボカドを使用し、栄養バ

ランスのとれたヘルシーな一品です。 

 

■とんかつ まい泉 

甘い誘惑ロースかつ膳 100g 

／2,600 円(税込) 

オリジナルのブランド豚「甘い誘惑」は、

サツマイモと生産工程で発生するヒレかつ

サンドのパンの耳を混合した飼料で育てら

れた千葉中ヨークシャー種。やわらかな肉

質と甘くとろける脂身が絶品です。 

※限定 3 食／日 

■Italian Kitchen PiPavino 

有機野菜のピザ／2,300 円(税込) 

フレッシュな国産の有機 JAS 認証野菜をの

せ、イタリア産モッツァレラチーズととも

に 400℃の高温で素早く焼き上げたこだわ

りのピザは、このフェア限定のスペシャル

メニューです。 

※トッピングの野菜は日によって変更あり 

 

特典①：期間中、カフェ&レストランでお食事を注文

されたお客さま先着 500 名さまに「SABON(ShinQs 

1 階)」の 4 種のボタニカルオイル配合のシャワーオイ

ルをプレゼントします。※なくなり次第終了 

 

特典②：期間中、ShinQs で 1,000 円(税込)以上の 

お買いものレシートを持って、フェア対象店舗で 

サステナブルメニューを注文したお客さまは、お得な

サービスを受けることができます。※参加店舗のみ 

おいしくて地球にやさしいメニューが集結！  

「渋谷ヒカリエ サステナブルチャレンジ」開催 

■ジョンマスターオーガニック セレクト 

展開する商品のパッケージには、リサイク

ル可能なボトルやチューブ・アンバーグラ

スを採用しています。また、アパレルメー

カーの製造工程で発生した残布を使用し瓶

商品を包む「残布リユース」など廃棄ゼロ

を目指しています。 

 

■shitsurae(POP UP SHOP) 

アップサイクルアクセサリー 

／2,750 円～(税込) 

“付加価値をつけて捨てられないようにす

る”という考えからできたアクセサリーブラ

ンド。プラスチック廃棄物を使用した唯一

無二のアイテムが手に入ります。 

【販売期間】7 月 29 日(木)～8 月 11 日(水) 

【販売場所】2 階 ShinQs パーツ ジョイスト 

 

【販売場所】2 階 イベントステージ 2 

■オブジェクツ バイ // ソー メニー  

イヤーズ //「amabro」DAILY SHOPPER

／2,640 円(税込) 

エコフレンドリーな TPU(熱可塑性ポリウ

レタン)を採用した環境に優しいバッグ。半

透明でゴムのように柔らかく軽量なうえ、

防水性や耐油性にも優れています。ツート

ーンカラーが印象的で、常に持ち歩きたく

なるアイテムです。 
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■草野 碧「color」展 -それぞれの光を見つける- 

光と影のコントラストが特徴的なイラストレーター・草野 碧さんによる個展で、日常

の風景を鮮やかな色彩を使って表現した作品を展示します。ある場所で見た景色・空気

感・心に広がる感情をさまざまな色で表現します。書籍や雑誌の装画・挿絵など、活躍

の場を広げている注目のイラストレーターの風景画を楽しめます。 

【開催期間】7 月 21 日(水)～8 月 2 日(月)11：00～20：00(最終日は 17：30 まで) 

※7 月 28 日(水)は休業日 

【開催場所】ATELIER 

 

■Three potters in Kyushu porcelain and pottery 九州の陶芸家・陶器と磁器 

佐賀県有田町は陶器・磁気の産地として 400 年を超える歴史を持ち、現在でも多くの窯

元がある窯業の町です。その有田で学んだ 3 人の作家による展示です。同じ磁土をベー

スに使いながらも、ろくろ、型、釉薬、絵付けなどアプローチの違いによってそれぞれ

の個性が生まれてくる、三者三様のものづくりを見ることができます。 

【開催期間】7 月 14 日(水)～7 月 20 日(火)11：00～20：00(最終日は 17：00 まで) 

【開催場所】CUBE1,2,3 

 

 

 

 

2021 年 7 月 15 日(木)にオープンする「渋谷ヒカリエ ヒカリエデッキ」(以下：ヒカリ

エデッキ)は、渋谷ヒカリエの 3 階および４階に面し、宮益坂と並行して整備された歩行

者デッキです。将来的にはヒカリエデッキから「渋谷駅地区 駅街区開発計画(渋谷スク

ランブルスクエアなど)」にて整備を行う歩行者デッキおよび渋谷マークシティを経由す

ることで、宮益坂上と道玄坂上を一度も地上に降りることなく移動できるようになりま

す。今回、ヒカリエデッキのオープンに携わる担当者へインタビューを行いました。 

 

■利用するお客さま・渋谷の街にとってどんな存在になってほしいですか？ 

”渋谷の東口の玄関”として、渋谷駅と周辺地域を結ぶプラットフォームの役割と、渋谷駅の中心において”ほっと一息つけるよ

うな憩いの場所”であるとともに、通る度に刺激を受け、変化を楽しめる場所になることを目指しています。また、渋谷ヒカリ

エの DNA である「生活文化の育成」をテーマとして、渋谷の街に発信していきたいと考えております。 

 

■“渋谷の東口の玄関”になるためにこだわった部分はどこですか？ 

将来的に渋谷の東と西を繋ぐ新しい玄関口となるため、近隣との接続や認知を高めることに注力し

ました。認知を高めるために、４階アーバン・コアには季節や時間帯で変化するムービングライト

の光と音による演出を、３階ヒカリエデッキと建物との接続部には洗練されたデザインのゲートサ

インを新たに整備し、渋谷駅や宮益坂方面など、遠くからでも興味が湧く景観を創りました。将来

的には、東口の待ち合わせスポットになると嬉しいです。 

 

■“ほっと一息つけるような場所”にするためにこだわった部分はどこですか？ 

オフィスワーカー・学生・お子さま連れなどさまざまな方が憩える場所とするために、キッチンカ

ーの導入や快適にくつろいでいただくためのベンチ・パラソル・シェード・自然を感じられる植栽

などを取り入れました。明るく開放的でありながらも、渋谷ヒカリエらしい大人な洗練された空間

を意識しています。 

 

■どのようなイベントで利用いただきたいですか？ 

渋谷駅の直上にありながらも、喧騒から離れた落ち着いたスペースですので、渋谷でイベント実績のある方はもちろん、渋谷

でイベントを始めてみよう、チャレンジしてみようという方まで幅広くご利用いただきたいと考えています。 

7 月 15 日(木)オープンの渋谷ヒカリエ ヒカリエデッキ担当者インタビュー！ 

～毎日通るたびに刺激を受けつつも一息つける場所に～ 

 

 

 

「8/」に人気の風景画イラストレーターと陶芸家の作品が集結！ 

夏の期間限定で展示会を開催！ 

©Midori Kusano 
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■伝説のステージ、いよいよ 7 月 12 日(月)に開幕！ 

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。 

■世界トップのミュージカルスターが奇跡の来日！ 

豪華キャストとともに特別な夏を。 
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・カリムルーが来日を果たしま

した。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／ブリティッシュ・カウンシル 
【 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』 
日本と世界の超豪華ミュージカルスターが渋谷に集結！ 

伝説のステージがついに開幕！ 

 

前回公演より 

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

