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＜NEWS LETTER＞ 2021 年 9 月 14 日(火) 

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。（9 月 14 日（火）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。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

今年のクリスマスは、渋谷ヒカリエ オリジナルキャラクター「HikariELF（ヒカリエルフ）」が登場。抽選で渋谷ヒ

カリエ ギフトカードが当たる参加型のインスタグラム投稿キャンペーンも実施します。 
 

 
 
 

今年は、世界旅行に行った気分が味わえるハッピーで未来への希望が溢れる色鮮やかなケーキを取り揃えました。

デリ・オードブルは、世界中の美味しい・楽しいを集めたバラエティ豊かなラインナップとなっています。 
 

 
 
老舗や人気店がコラボレーションする“美味共演”や名店の技を生かした“東横のれん街スペシャル”、大人気企画・

各店特製の“八八八弁当”、秋ならではの旬な素材を使用した”秋の旬スイーツ”など 、ここでしか手に入らない商品

を含め多彩にご用意してます。 
 
 
 
2 つの料理や、2 つの味を一皿で味わうことができる食欲の秋ならではの贅沢な欲張り飲食フェアを開催します。
「タイプの違う味わいを楽しみたい！」「ちょっとずつ沢山の種類が食べたい！」というわがままを叶えた贅沢なメ
ニューをご用意してます。 

 
 

 
Z 世代に向けた文化服装学院による企業とのコラボレーションやサステナブルなど、学生の学びと感性を生かした
新しいファッションの企画展示やパッケージデザイナーが創造した作品企画などを開催します。 
              

※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 9 月 14 日（火）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 

毎年大好評  “クリスマスケーキ＆デリ・オードブル”ShinQs 限定商品大集結！ 

“Find your favorite!” 渋谷ヒカリエ クリスマスプロモーション情報 

秋の味覚が堪能できる「秋の東横のれん街まつり」と「秋飲食フェア」も開催 

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) 西川 鶴薗 

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

P.2～ 
渋谷ヒカリエのクリスマス“Find your favorite!” サンタクロースの妖精「HikariELF」が登場！

抽選でギフトカードが当たるインスタグラムキャンペーンも！ 

名店コラボや東横のれん街限定メニューが揃う「秋の東横のれん街まつり」開催 

渋谷ヒカリエ ShinQs 限定のクリスマスケーキ＆デリ・オードブルが集結！  

テーマは「Bon voyage ～世界とつながるクリスマス～」 

秋の飲食フェア「ひと皿で 2 度おいしい！秋のよくばり W グルメ」開催 

9・10 月開催！クリエイティブスペース「8/」最新情報 

～Z 世代に向けた学生主催の企画展示やシリーズ企画などを開催～ 

P.3～ 

P.6～ 

P.7～ 

P.9～ 

https://www.hikarie.jp/
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Shibuya Hikarie Christmas 2021 のテーマ は“ Find your favorite! ”  

2021 年のクリスマスのテーマにはふたつの意味を込めています。ひとつは「館内に隠れている 5 人の HikariELF の

中から、あなたの好きな子を見つけてね」という意味。そして、もうひとつは「渋谷ヒカリエで、あなたのお気に入

りを見つけてね」という意味。おいしいケーキや大切な人へのプレゼント、おうちクリスマスを楽しく過ごすインテ

リア雑貨など、渋谷ヒカリエでクリスマスを盛り上げるヒントを見つけて楽しんでいただければと思います。 

【開催期間】11 月 18 日（木）～12 月 25 日（土） 

 

■参加型のインスタグラム投稿キャンペーン！『HikariELF を探せ！』 

渋谷ヒカリエ館内（5 カ所）に隠れている「HikariELF」を探し、

指定のハッシュタグを添えて画像をインスタグラムに投稿する

と、期間中応募された方の中から抽選で合計 100 名さまに 1,000

円分の渋谷ヒカリエギフトカードが当たります。 

 

【開催期間】11月18日（木）～ ※終了日未定 

【詳細URL】https://www.hikarie-entertainment-times.com/ 

※詳細は今後上記 URL 内ページにて掲載予定 

 

 

「HikariELF」の誕生背景 

アメリカでは、12 月になるとクリスマスを迎えるまでの親子の遊びとして、毎晩親がエルフ人形を家のどこか

に隠し、子どもは朝目覚めるとエルフ人形を探すという遊びがあります。エルフは、サンタクロースが各家庭に

放ったスパイのような存在で、子どもが良い子にしているか、プレゼントは何が欲しいのかを調査する妖精で

す。HikariELF はそんなアメリカの文化から着想を得て、誕生しました。 

 

「HikariELF」とは 

モフモフとした 5 人の妖精“HikariELF” は、アメリカで知られているクリスマスの妖精“ELFーエルフー”から着想

を得た渋谷ヒカリエ オリジナルのキャラクター。クリスマスまでの毎日も楽しく過ごせるように館内も装飾し、

お買い物やお食事のときにもクリスマスの雰囲気を楽しめるように準備をしてご来館をお待ちしています。 

 

「HikariELF」5人のプロフィール 

名前も個性も異なる 5 人の HikariELF はそれぞれに得意分野があり、クリスマス当日に向けてサンタクロースの

手伝いをすべく、館内のどこかに隠れています。 

 

（上記画像左から） 

・ホッペ：食のスペシャリスト。食いしん坊で力持ち。ほっぺに何かをためている。 

・統括部長：しっかりもののリーダー。4 人の司令塔で、クマに間違われるとすごく怒る。 

・バンド：リラックスのスペシャリスト。ボディケア、メンタルケアに詳しい。口癖は「なにすんだっけ？」 

・サルバトール・グルル：帽子の中に何かを隠す陽気なムードメーカー。カルチャーのスペシャリスト。 

・キーキー：小さくておしゃべりで毒舌。ファッション系のスペシャリスト。 

 

 

 

 

 

 

 

～渋谷ヒカリエのクリスマステーマは“Find your favorite!”～ 

癒しの妖精「HikariELF（ヒカリエルフ）」が登場！ 

参加型のインスタグラムキャンペーン「HikariELF を探せ！」も実施決定！ 

https://www.hikarie-entertainment-times.com/
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今年のテーマは未来への希望が溢れる「Bon voyage ～世界とつながるクリスマス～」。各国のカラーやモチーフ、

各地の特産物をふんだんに生かし、まるで世界旅行に行った気分が味わえるクリスマスケーキやデリ・オードブル

を揃えました。“今度はどこに行こう？””また行きたいね！”と、楽しい想像や思い出を大切な人と共有する時間を

演出します。なかなかお出掛けのできない『Stay Home』の今だからこそ、ShinQs ならではの食べる前からわくわ

くする個性的なケーキと、食卓を華やかに彩るデリ・オードブルをご用意しました。 

 

■インターネットでのご予約 

【承り期間】10 月 1 日（金）0：00～12 月 16 日（木）17：00 

【ご予約サイト】https://www.tokyudept.co.jp/ShinQs/christmascake/ 

■お電話でのご予約 

【承り期間】10 月 1 日（金）11：00～12 月 20 日（月）20：00 

【電話番号】0120-652-109（フリーダイヤル） 

※一部の商品は各ショップの直通電話にて承ります 

■店頭でのご予約 

【承り期間】10 月 7 日（木）11：00～12 月 20 日（月） 20：00 

【承り場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街各ショップ・ 

地下 3 階 SWITCH TABLE クリスマスケーキご予約カウンター 

 

 

 

 

※下記商品は全てインターネット・お電話でのご予約可能です。 

 

■MAPRIL（メイプリル） 

虹色の地球／5,940 円   

長い長い雨が上がった地球に、虹色の花が咲き誇り、復興のシンボルである蝶が舞う様

子を表現。地球型のケーキはメイプリル自慢のふわふわスポンジが何層にも重なり、間

には甘酸っぱいベリー系のフルーツと生クリームをサンドしています。（φ15cm） 

 

 

 

■CONCENT（コンセント） 

マーメイドケーキ／6,351 円  

人魚をあしらったケーキは南国のビーチリゾートを表現し、南半球のサマークリスマス

をイメージしています。つややかな海の下には、フランス産チョコレートをたっぷり使

用したチョコレートケーキが隠れています。（φ12cm×H7cm） 

 

 

 

■カーブドッチ迎賓館 

 Aurora（オーロラ）／5,400 円 

冬の寒空に蒼く光るオーロラをイメージしています。艶のある白と青のグラデーション

のミラーケーキには、煌めくレモングラスの琥珀糖とコケモモのビターショコラマカロ

ン、中には甘酸っぱいチェリーのムースと濃厚なピスタチオのババロアにチェリーヒー

リングでコンポートされたグリオットとコケモモが入っています。（φ15cm×H5cm） 
 
 

ShinQs 限定のクリスマスケーキ 

渋谷ヒカリエ ShinQs 限定のクリスマスケーキ＆デリ・オードブルが集結！  

テーマは「Bon voyage ～世界とつながるクリスマス～」 

https://www.tokyudept.co.jp/ShinQs/christmascake/


 

 

4／9 

 

 

＜NEWS LETTER＞ 2021 年 9 月 14 日(火) 

■ピエール・エルメ・パリ 

フロコン バヤデール／5,940 円 

雪の結晶（=Flocon）が、輝く真っ赤なドレスを身にまとったクリスマスならではの

優美な逸品です。そのドレスを紐解いていくと、イチゴやルバーブのジュレ、ライム

とパッションフルーツ風味のビスキュイが重層的に現れ、爽やかなライム風味のホワ

イトチョコレートムースが全体を上品に包み込んでいます。（φ14cm×H10cm） 
 

 

 

■MARINE HOUSE（マリーンハウス） 

ノルディックツリー／9,800 円  

ノルウェーでは 12 月 1 日からクリスマス本番まで子どもたちが飴やチョコレートを毎

日もらう習慣があります。その気分の盛り上がりを、白を基調とした上品なホワイト

クリスマスのケーキで表現しました。クリスマスの伝統的なお菓子であるジンジャー

マンクッキーを白いもみの木にアレンジし、華やかな雰囲気に仕上げてあります。 

（φ12cm×H9cm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■NEW（ニュウ） 
NEW SWAN(ニュウ スワン) 
／5,980 円（φ約 15cm×H 約 7cm） 
※アイスケーキのため配送(冷凍)のみの対応 

※商品の価格は配送料を含んだ価格 

■SMILELABO（スマイルラボ） 
シロクマ・キボリーヌ／4,536 円
（φ12cm) 
 
 

■ル ショコラ ドゥ アッシュ 
ノエル ヒカリエ／5,501 円 
（φ14.5×D14×H4.5cm） 
 

■INFINI（アンフィニ） 
パルファン ド ノエル／5,200 円
（φ12cm×H5cm） 
 
 

■cooking.d.u（くっきんぐだーゆー)＆
Patissier Takuto（パティシエたくと） 
Fratellanza（フラテランッツァ） 
／6,480 円（φ15cm×H11cm） 
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■Ginger Garden AOYAMA（ジンジャー ガーデン アオヤマ）   

ジンジャーガーデン ティーパーティー AYAPOM コラボ／5,701 円  

“世界一可愛い女子会”のコンセプトをそのままに、届いた瞬間からワクワク・

キラキラな世界が広がる、見て楽しい食べて美味しい、本格的なおうちアフ

タヌーンティーです。今回は年に 700 店以上のアフタヌーンティーを巡る日

本を代表するアフタヌーンティーインフルエンサー・AYAPOM さんとの期間

限定コラボレーションが実現しました。 

 

 

■MOMOE（モモエ）   

クリスマスパーティーボックス／10,800 円 

芸能人・モデルにも人気の注目店舗。今年のメインはローストポークで、 

北欧のユールシンカ風にハニーマスタードを塗りパン粉をまぶして焼き上げ、

MOMOE の定番お惣菜や世界のおつまみをクリスマス仕様にしてたっぷり詰め

ています。化学調味料不使用で自然栽培、有機栽培の野菜を使用したひとくち

おむすびと、彩り豊かなパーティーボックスを楽しむことができます。 

 

 

■CITYSHOP（シティショップ）   

特大サーモンステーキとクアトロチーズのピッツァディナーセット  

～トリュフと冬野菜の追いパルミジャーノ仕立て～／6,480 円   

生でも食べられるアトランティックサーモンの特大フィレをローストし、カマ

ンベールチーズ、モッツァレラチーズ、冬野菜とともに自家製ピッツァ生地に

トッピングしています。食べる直前に自宅で焼くと、トリュフペーストの香り

が引き立ちます。CITY SHOP 自慢のデリとグリーンサラダも楽しめる贅沢セ

ットです。 

※オーブントースターまたは電子レンジで加熱してください 

 

 

■Äta（アタ）  

Äta up to you!!! （アタ アップ トゥーユー）／10,800 円  

オレンジ色のテーブルクロスとカトラリーがセットになった ShinQs 限定商

品。“みんなで楽しめる食卓”をコンセプトに、パーティーのような雰囲気を演

出しています。バナナの葉で巻いたスリランカカレーやイワシのマサラ焼き、

スパイスが効いた定番のローストチキンは一羽丸々で豪華に。今年のクリスマ

スは“オリエンタル”に刺激的な大人の夜をお届けします。 

 

 

 

■KINKA sushi bar izakaya（キンカ スシバーイザカヤ）   

KINKA の炙り押し寿司御膳／8,900 円  

6 種類のネタの押し寿司は、KINKA 自家製のソースを使って炙った名物寿司。

そこに自家製の煮切り醤油を使用することで味を変えることができ、合計 12

種類の味わいが楽しめる見た目も華やかな御膳です。ほうじ茶で漬けている枝

豆や自家製たまり醤油漬けのクリームチーズなど、オリジナルの“愛情ひと手

間”を加えたお寿司だけでなく、おつまみとしても大活躍します。 

 

 

ShinQs 限定のデリ・オードブル 
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止または延期になる可能性があります。詳しくは HP をご覧ください。 

10 月 21 日（木）から 11 月 3 日（水・祝）までの 2 週間、「秋の東横のれん街まつり」を開催します。昨年 5 月に 

渋谷ヒカリエ ShinQs 内に生まれ変わった新たな「東横のれん街」にて、3 回目の開催となる「東横のれん街まつ

り」です。「東横のれん街」は老舗や名店が軒を連ねる日本初の名店街として 1951 年に創業。 名店こだわりの味わ

いや季節の美味を取り揃えています。 

70 周年を迎える今秋の「東横のれん街まつり」では、老舗や人気店がコラボレーションする“美味共演”や名店の

技を生かした“東横のれん街スペシャル”、大人気企画・各店特製の“八八八弁当”、秋ならではの旬な素材を使用し

た”秋の旬スイーツ”など 、ここでしか手に入らない商品を含め多彩にご用意します。 

 

【開催期間】10 月 21 日（木）～11 月 3 日（水・祝） 

【開催場所】ShinQs 東横のれん街 

※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」＞ 

「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】 

特設ページ：https://www.tokyu-dept.co.jp/ShinQs/event/detail.html?id=2087 

 

■【美味共演】とらや×福砂屋 NET TEL 

東横のれん街 70 周年記念 虎福詰合せ／3,888 円   

今年採れた栗を使用したとらやの羊羹「新栗」、いつもの食卓で餡を楽しめるトラヤあ

んスタンドのあんペースト「こしあん」、福砂屋の熟練した職人が焼き上あげ、卵・ザ

ラメ糖を多く使用した「五三焼カステラ（ハーフサイズ）」の 3 種を詰め合わせていま

す。 

 

■【秋の旬スイーツ】ピエール・エルメ・パリ TEL 

モンブラン アンフィニマン ショコラ／864 円  

マロンとショコラの味を重ね合わせてみよう、というピエール・エルメの嗜好から誕生

したモンブラン。ショコラのフレーバーが、とろけるガナッシュ、ふわりとしたクレー

ムシャンティ、メレンゲ、さくさくのクルスティアン、マロンピューレを包みこみ、 

他では味わえない極上の味わいをお楽しみいただけます。 

 

■【東横のれん街スペシャル】維新號 TEL 

ふかひれまん／1,296 円 

国産ふかひれ、椎茸、筍を維新號特製の白湯スープで仕上げた中華まんじゅう。 

ふわっとした生地に、ふかひれの食感・とろみのある白湯スープが合わさった絶妙な味

わいです。 

 

■【東横のれん街スペシャル】塩瀬総本家 TEL 

はさみ菊／486 円 

ひとつひとつ手作りではさみを入れた職人の技が際立つ秋の上生菓子の一品です。 

練り切り製の菊の花の中に、十勝産小豆のこしあんを包みました。 

 

■【八八八弁当】築地 すし清 NET 

八八八弁当／888 円 

選りすぐりの新鮮な魚介を使用した東横のれん街限定の特別なちらし寿司です。 

【販売期間】10 月 21 日（木）～27 日（水） 

※2 週目の 10 月 28 日（木）～11 月 3 日（水・祝）も内容を変更しご用意しています 

 

 

名店コラボや東横のれん街限定メニューが揃う 

「秋の東横のれん街まつり」開催 

https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/event/detail.html?id=2087
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止または延期になる可能性があります。詳しくは HP をご覧ください。 

2 つの料理や、2 つの味を一皿で味わうことができる、「食欲の秋」ならではの欲張り飲食フェアを開催します。 

「タイプの違う味わいを楽しみたい！」「ちょっとずつ沢山の種類が食べたい！」というわがままを叶える贅沢なメ

ニューをご用意しました。 

 

【開催期間】10 月 7 日（木）～31 日（日） 

【開催場所】渋谷ヒカリエ 6 階～8 階、11 階カフェ＆レストラン 

 

■Italian Kitchen PiPavino 

クワトロフォルマッジとマルゲリータのハーフ&ハーフ／1,760 円  

4 種のイタリア産チーズを使ったピザとトマトソースのピザを組み合わせた 2 つの味

が楽しめるハーフ＆ハーフが誕生。4 日間かけて作ったモチモチ食感の生地も魅力的

です。 

※ランチタイム（11：00～14：00）の提供なし 

 

■うなぎ 徳 

かば焼・塩焼の紅白うな重（お吸物、お漬物、小鉢付）／4,180 円 

贅沢に国産うなぎを使用しています。ふんわりと丁寧に焼き上げたかば焼とカリッと

少し強めに焼き上げた塩焼のおいしさを一度に味わえる数量限定のうな重です。 

※限定 10 食／日 

 

■こめらく たっぷり野菜とお茶漬けと。 

和風カレーあん＆柚子塩だれの贅沢 2 種のからあげ膳／1,639 円  

出汁とカレーで作ったカレーあんと、絞った柚子とブラックペッパーが香る塩だれの

２種類を使用し、今だけ特別に人気のからあげ膳を２つの味でお楽しみいただけるメ

ニューです。お茶漬けのトッピングには鮭、しらす、明太子、梅干し、塩昆布から 2

つ選ぶことができます。 

 

■アジアンダイニング PRIMO 

鶏ガパオとリブロースステーキセット（サラダ、マンゴープリン付）／1,980 円 

単品メニューの鶏ガパオとステーキを組み合わせた、がっつりと食べ応えのあるプレ

ートです。鶏肉と牛肉どちらも食べたいと誰しもが一度は迷う人気メニューをセット

にしました。 

 

■渋谷 水刺齋 

牛プルコギとマンドゥ（韓国餃子）の 2 色丼（韓国惣菜 3 種付）／1,680 円 

生チーズを溶かして食べるあたたかいごはんの牛プルコギ丼とあわせて、トック（も

ち）、卵、マンドゥ、牛骨スープで作った濃厚な味わいのスープも楽しめる 2 色丼で

す。 

 

■THE MEAT & LABORATORY 

マロンとホワイトチョコの 2 色のワッフル／1,480 円 

生地からホイップ、ソースまで“マロンづくし”“ホワイトチョコづくし”にこだわって作

った 2 つの味を食べ比べできるリッチなスイーツです。1 皿にマロン味とホワイトチ

ョコ味 2 種のワッフルを盛り、マロン入りホイップ・ホワイトチョコソースをつけて

お楽しみいただけます。 

※限定 10 食／日 

 

秋の飲食フェア 

「ひと皿で 2 度おいしい！秋のよくばり W グルメ」開催 
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止または延期になる可能性があります。詳しくは HP をご覧ください。 

渋谷ヒカリエ・渋谷スクランブルスクエア・渋谷ストリーム・東急プラザ渋谷の 4 施設が連携した初めての飲食イ

ベント「オノマトペを楽しもう！渋谷グルメフェア」を実施します。各施設の飲食店が“オノマトペ”をテーマにし

たメニューを 3 つの価格帯の 1,000 円・1,500 円・2,000 円で一斉に展開。様々な“食の音”を感じるスペシャルメニ

ューが楽しめます。 

 

【開催期間】9 月 30 日（木）まで開催中 

【開催場所】渋谷ヒカリエ 6 階～8 階、11 階カフェ＆レストラン 

【オノマトペメニュー】https://note.com/shibuya_gf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷スクランブルスクエア・渋谷ストリーム・東急プラザと連携した飲食フェア 

「オノマトペを楽しもう！渋谷グルメフェア」開催 

■果実園リーベル 
はんなり ほうじ茶モンブランパフェ
／2,000 円 
マロンペーストにほうじ茶パウダー
を加えて、ほうじ茶アイスの上から
絞り、和風モンブランパフェに仕上
げました。果実園自慢のフルーツや
和栗を華やかに飾りつけています。 
※限定 15 食／日 

■Italian Kitchen PiPavino 
チョリソソーセージと万願寺唐辛子 
の「ひーひー」ピッツァ 
／2,000 円 
ピリッと辛いチョリソソーセージと 
万願寺唐辛子のピッツァ。ベースは 
トマトソースとイタリア産のモッツ
ァレラのシンプルな味わいで、自家
製のペペロンオイルをかけてお楽し
みいただけます。 
※ランチタイム(11：00～14：00)の提供なし 

■そうめん そそそ 研究室 
つるつる！しこしこ！もちもち！ 
そうめん三種食べ比べ 
／1,000 円 
小豆島手延べそうめん「島の光」の 
赤帯、黒帯、金帯の３種を少しずつ 
食べ比べることができるシンプルな 
つけそうめんのセット。オリジナル 
のつけつゆに薬味を入れたさっぱり 
とした味わいです。 

■THE MEAT & LABORATORY 
和牛ランプステーキとウニの 
「もくもく」瞬間燻製 
／2,000 円 
和牛とウニの夢のコラボレーション 
が実現。季節野菜を添えてテリヤキ 
風牛スジソースでお楽しみいただけ
ます。提供時には、りんごのチップ
で瞬間燻製をします。 
※限定 10 食／日 

■CHEESE KITCHEN RACLER 
ふわふわオムライス＆とろーり 
チーズソース／1,500 円 
とろとろチーズとふわふわ卵のコ
ラボレーションを味わうことがで
き、お得なサラダ・ドリンク付き
のセットです。 
※ランチタイム(11：00～14：00)のみ提供 

■Cafe＆Grill SIZZLe GAZZLe 
とろとろ卵のオムハンバーグ 
／1,500 円 
とろとろの卵にふわふわのハン
バーグをのせたボリューム満点
のオムライスです。 
 

https://note.com/shibuya_gf/
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■文化服装学院 RETENT for generation Z 

文化服装学院ファッション流通科 2 年リテールプランニングコースの学生が

企画・運営するショップ「RETENT」。全 21 ショップの商品が同時にご覧い

ただけるＺ世代へ向けた企画で、企業とのコラボレーションやサステナブル

など、学生の学びと感性を生かした新しいファッションを提案します。 

【開催期間】10月15日（金）～24日（日）11：00～20：00 

       ※初日は15：00から、最終日は17：00まで 

【開催場所】COURT 

 

 

 

■創作展 みらいパッケージ展 

ー100 人が描く、これからのパッケージデザインー 

2016 年「日本を包む」展・2018 年「感じるパッケージ」展に続くシリーズ 

企画の最終回。これからの「みらい」を想像し制作されたパッケージたちが 

並ぶ、未知の可能性をパッケージに込めた創作展です。こんなものがあった 

ら良いのでは？こんな未来は楽しいぞ！などパッケージデザイナーが創造し 

た作品がここにあります。 

【開催期間】9月17日（金）～29日（水）11：00～20：00 

【開催場所】CUBE 

 

 

 

■虹彩のうつわ展 Ⅳ 

「卵殻手（らんかくで）」とは光を通す薄手磁器で、現在では平戸藤祥五光窯 

のみが完全手造りで製作できる伝統技法です。また「新曜変（しんようへん）」 

と名付けた虹色の光彩を放つ窯変の磁器をはじめ、400 年の歴史と伝統から新 

しく生まれる三川内焼の精錬された陶技の数々を展示販売します。 

【開催期間】10月1日（金）～6日（水）11：00～20：00 

【開催場所】CUBE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

9・10 月開催！クリエイティブスペース「8/」情報 

～Z 世代に向けた学生主催の企画展示やシリーズ企画などを開催～ 

 


