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渋谷スクランブルスクエア株式会社、東京急行電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社 

 

渋谷スクランブルスクエア株式会社、東京急行電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社は、渋谷エ

リアで最も高い約２３０ｍ、地上４７階建ての大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）」（以下、本施設）の開

業日を２０１９年１１月１日（金）に決定するとともに、商業施設に出店する全２１２店のショップ＆レストランをはじめ、展望施設

「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ（渋谷スカイ）」、産業交流施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ（渋谷キューズ）」の最新情報について発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施設は、１４階・４５階～屋上の展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ  ＳＫＹ」、１７階～４５階のオフィス、１５階の産業交流施設 

「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ」、地下２階～１４階の商業施設で構成されます。   

「世界最旬宣言」をビジョンに掲げる商業施設では、日本初上陸７店、渋谷エリア初出店４５店、新業態３７店を含む全２１２ 

店のショップ＆レストランの出店が決定しました。時代にふさわしい価値観を世界に発信するラグジュアリーブランドや、渋谷の 

ストリートファッションを牽引してきたセレクトショップがそれぞれの「旬」を体現するとともに、渋谷駅直結・直上の立地を生か 

し、都市生活者の利便性を向上する店舗を揃えました。 
 

地下２階～１階は食物販を中心に、日本初上陸となるフランス発の人気パティスリー「ＭＯＲＩ ＹＯＳＨＩＤＡ（モリ ヨシダ）」やミシ 
ュランで５度星を獲得したシェフによるベーカリー「ティエリー マルクス ラ ブーランジェリー」など、スイーツや惣菜が集まる 
「ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ（トウキュウ フードショー エッジ）」（運営：株式会社東急百貨店）や、エキナカ商業施設「エキュ 
ート」の新業態「ｅｃｕｔｅ ＥＤＩＴＩＯＮ（エキュート エディション）」（運営：株式会社ＪＲ東日本リテールネット）が展開する旬のスイー 
ツ専門フロア、老舗スーパーマーケット紀ノ国屋の新業態「Ｇｏｕｒｍａｎｄ Ｍａｒｋｅｔ ＫＩＮＯＫＵＮＩＹＡ（グルマン マーケット キノクニ 
ヤ）」で構成されます。 

 

３階には、「ＢＡＬＥＮＣＩＡＧＡ（バレンシアガ）」、「ジバンシィ」、「ティファニー＠渋谷スクランブルスクエア」などのインターナシ

ョナルラグジュアリーブランドや、日本発のコレクションブランド「ｓａｃａｉ（サカイ）」が並びます。２階・４階～９階は「ユナイテッド 

アローズ」、「ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ（トゥモローランド）」、「ＪＯＵＲＮＡＬ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（ジャーナルスタンダード）」をはじめとす 

る人気のセレクトショップやファッション雑貨など、ライフスタイルを彩る店舗が出店します。 
 

１０階・１１階・１４階は、体感型デジタルコンテンツやラジオ公開収録など“公共メディア”に進化するＮＨＫを体験できるスペ 

ース「ＮＨＫプラスクロスＳＨＩＢＵＹＡ」が出店するほか、シェアラウンジを設けた「ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ（ツタヤ ブック 

ストア）」、「東急ハンズ」といった知的好奇心を満たす店舗が揃います。 
 

１２階～１３階の全１７店が並ぶレストランフロアは、「ＦＯＯＤＩＥＳ ＳＣＲＡＭＢＬＥ（フーディーズ スクランブル）」に名称を決定 

しました。日本初上陸となるマドリードで人気のスペイン料理「Ｊｏｓé Ｌｕｉｓ（ホセ・ルイス）」をはじめとし、自社醸造のクラフト 

ビールを提供する飯能（埼玉県）発都内初出店のアラビア・地中海料理「ＣＡＲＶＡＡＮ ＴＯＫＹＯ（カールヴァーン・トウキョウ）」 

など、渋谷らしい新たな食のスタイルを発信します。 
 

また、本日７月４日（木）から、商業施設内にある３カ所のイベントスペースの出展者募集を開始します。 
 

渋谷最高峰約２３０ｍのパノラマビューを誇り、日本最大級の屋上展望空間（約２，５００㎡）を有する展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ 

ＳＫＹ」は、９月１日（日）から「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」オフィシャルＷＥＢサイトにて入場チケットの予約受付を開始します。世界的な 

注目を集めるクリエイティブ集団・株式会社ライゾマティクスの“ライゾマティクスデザイン”部門を演出プランナーとして採用して 

おり、渋谷上空ならではの非日常的な空間演出と“解放感”あふれる展望施設です。また、４６階からの景色を一望できる 

カフェ＆バーや、スーベニアショップもお楽しみいただけます。 
 

産業交流施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ」は、本日７月４日（木）から「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ」オフィシャルＷＥＢサイトにて会員募集を開 

始するとともに、イベントスペース「ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＨＡＬＬ（スクランブルホール）」の利用申込受付を開始します。  

 

詳細は、別紙の通りです。 
（参考）本日、この資料は国土交通記者会、国土交通省建設専門記者会、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、ＪＲ記者クラブ、都庁記者クラブにお届けしています。 

 

 

 

＜本件に関する報道関係者様からのお問合せ先＞ 

渋谷スクランブルスクエアＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 担当：小池、福井、前田、杉谷、岩崎 

ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２００  ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０  Ｅ－ｍａｉｌ： scramble_square_pr@ssu.co.jp 

【最新情報】 渋谷駅直結・直上！地上４７階建ての新ランドマーク 

渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）、２０１９年１１月１日（金）に開業決定 

日本初上陸を含む全２１２店のショップ＆レストラン発表！ 
 

■展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ（渋谷スカイ）」、９月１日（日）から入場チケットの予約受付開始 

■産業交流施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ（渋谷キューズ）」、本日７月４日（木）から会員募集開始 

▲商業施設１３階レストランフロアイメージ ▲渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）外観 ▲商業施設１２階イベントスペースイメージ 

mailto:scramble_square_pr@ssu.co.jp


【別紙】 

 

 

 

「世界最旬宣言」をビジョンに掲げる商業施設では、日本初上陸７店、渋谷エ

リア初出店４７店、新業態３３店を含む全２１２店が集結します。 

「ＡＳＯＶＩＶＡ（アソビバ）」をコンセプトに、多様な文化が混じり合う渋谷の中

心から、その時々の「旬」なモノ・コト・トキを発信していきます。 

 

■施設概要 

フ ロ ア ：地下２階～１４階 

営業面積 ：約３２，０００㎡ 

店  舗  数 ：２１２店（物販１２５店、食物販５７店、飲食２８店、サービス２店）    ※詳細は店舗一覧参照 

営業時間 ： 

◇物販・サービス（地下２階～１１階、１４階）   １０：００～２１：００ 

◇レストランフロア「ＦＯＯＤＩＥＳ ＳＣＲＡＭＢＬＥ（フーディーズ スクランブル）」 （１２階、１３階） 

１２階 １１：００～２３：００／１３階 １１：００～２４：００ 

※一部店舗については、営業時間が異なります 

 

＜ＦＯＯＤＩＥＳ ＳＣＲＡＭＢＬＥ＞ 

世界中の最先端スタイルや食トレンドが集まる２層のレストランフロア。最旬な食体験を求め 

集う、「ＦＯＯＤＩＥＳ＝“食通”達」が、このフロアの想いやこだわりと混じり合い、新たな価値や 

楽しみ方、食のスタイルをつくりだすことを目指します。 

※名称およびロゴは商標登録出願手続き中 

 

■ターゲット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■店舗数 

 

 

 

 

 

 

※渋谷エリアは、渋谷駅から一駅圏内を指します 

※全２１２店舗は、商業施設のみの店舗数です 

 

 

  

 
日本初上陸 

７店 

都内初 

４店 

渋谷エリア初

（※） 

４５店 

「ＭＵＳＥ ＆ ＦＡＭＩＬＹ」 
 

向上心と好奇心、高感度と好感度をキーワードに、 

楽しみながら豊かに人生を設計し、自分らしく輝く多世代の 

女性たちとその家族 

 

商業施設初 

３店 

旗艦店 

７店 

新業態 

３７店 

商業施設「渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン」（地下２階～１４階） 

▲商業施設フロアイメージ 

「ＦＲＥＥＤＯＭ ＰＥＯＰＬＥ」 

今の自由な時代を物語り、 

毎日を自分らしく選択する都市生活者 

▲商業施設レストランフロア ロゴ 

「ＣＵＲＩＯＵＳ ＴＲＡＶＥＬＥＲ」 

東京や日本の文化に興味をもち、 

世界中から訪れる、情報収集力の高い観光客 

「ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＰＥＲＳＯＮ」 

上質な審美眼を持ち、本物・本質を大切にする 

年齢にとらわれることのない生活者 

 

渋谷に愛着や接点がある、時代の最旬を楽しむ「シブヤな人々」 

総店舗数 

２１２店舗 



■イベントスペース（３階・７階・１２階） 
 

駅直結である好立地に加え、厨房を備えており、展示イベントや商品発表会、クローズドイベント（招待制）など幅広い目

的に適したイベントスペースです。 

 

※各階スペースの名称およびロゴは商標登録出願手続き中 

 

◇イベントスペース出展者申込 

７月４日（木）から利用申込を開始します。詳細は下記ＵＲＬからご確認ください。 

https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/eventspace/ 

 

◇イベントスペースに関する問い合わせ窓口 

渋谷スクランブルスクエア スペースストア 

Ｅ－ｍａｉｌ ： scsq_space-store@tokyu-agc.co.jp 

 

■渋谷スクランブルスクエア公式アプリ（仮称） 
渋谷スクランブルスクエア公式アプリは、お客さまに最旬なお買いもの体験をご提案します。施設や店

舗からの最新のニュースやクーポンを確認できるだけでなく、最大の特長としてＱＲコードを利用した 
スマートフォン決済機能「．ｐａｙ（ドットペイ）（※）」を搭載し、キャッシュレス決済を実現します。 
アプリを利用しショップ＆レストランでお支払いいただくと、１ポイント１円からご利用いただける渋谷スク

ランブルスクエアのポイントが貯まります。このポイントやクーポンは決済と同時に利用でき、お得 
にスピーディーにお買いものやお食事をお楽しみいただけます。 

 
※東京急行電鉄(株)と(株)ＮＴＴデータが提供する、スマートフォン向けクレジット決済ソリューションです 
https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/928272e08f4306c8520510f064320cecbc32cc4a.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３階＞ 名 称：ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＴＨＥ ＦＡＣＥ（スクランブル ザ フェイス） 

面 積：約６０㎡ 

営業時間：１０：００～２１：００ 

特 長：商業施設のメインフロアに位置し、街のＦＡＣＥ（顔）となるスペース。 

新作発表や異業種コラボレーションなど、渋谷から世界へ、 

先進性のあるモノ・コトの発信に最適です。 

 

＜７階＞ 

 

 

 

 

 

 

名 称：Ｌ×７（エル バイ セブン） 

面 積：約９５㎡ 

営業時間：１０：００～２１：００ 

特 長：商業施設の中間層におけるＬｏｂｂｙ（待ち合わせ）、Ｌｏｕｎｇｅ 

（カフェラウンジ）の機能を持つスペース。吹抜け空間を活用し、 

第二のメインフロアとして幅広いモノ・コトを発信するとともに、 

併設カフェとのコラボレーションによる商品開発も可能です。 

 

◇７階カフェ オペレーター 

「Ｌ×７」（エル バイ セブン）の併設カフェスペースのオペレーターにカフェ・ 

カンパニー株式会社を採用。軽飲食を提供し、イベントに合わせたタイアップ 

商品開発により旬をアピールします。 

 

＜１２階＞ 

 
名 称：Ｓｃｅｎｅ１２（シーン トゥエルブ） 

面 積：約２３０㎡ 

営業時間：１１：００～２３：００ 

特 長：レストランフロアに位置するスペースで、多彩なＳｃｅｎｅを展開可能。 

併設の本格的な厨房を活用したイベントをはじめ、トークショーや 

エキシビションなど多岐にわたる体験の提供やクローズドイベント 

（招待制）にも対応できます。 

 

▲公式アプリ ホーム画面 

※イメージ画像 

 

https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/eventspace/
mailto:scsq_space-store@tokyu-agc.co.jp
https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/928272e08f4306c8520510f064320cecbc32cc4a.pdf


 
 

 
 

渋谷最高峰約２３０ｍのパノラマビューを誇り、日本最大級の屋上展望空間（約２，５００㎡）を有する展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ 

ＳＫＹ」は、世界的な注目を集めるクリエイティブ集団・株式会社ライゾマティクスの“ライゾマティクスデザイン”部門を演出プラ

ンナーとして採用。非日常的な空間演出と“解放感”あふれる展望施設で、感覚を研ぎ澄ませ想像力を刺激する一貫した体験

ストーリーを提供します。 

 

■施設概要 

名 称：ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ（渋谷スカイ） 

フ ロ ア：１４階（チケットカウンター）、４５階・４６階（屋内展望施設・スーベニアショップ・カフェ）、屋上（屋上展望空間） 

高 さ：地上約２３０ｍ 

営業面積：屋上展望空間 約２，５００㎡、屋内展望施設 約３，０００㎡ 

入 場 料：２，０００円（税込） 

営業時間：９：００～２３：００（最終入場２２：００） 

 

■入場チケット予約 

９月１日（日）から、オフィシャルＷＥＢサイト（ https://www.shibuya-scramble-square.com/sky ）にて予約受付を開始します。 

※１１月分の入場チケットは、オフィシャルＷＥＢサイトからの申込限定で完全予約制となります 
 

展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」の考え方 

たくさんのヒト・モノ・コトが、日本中・世界中から流れ込み、独自の文化や新しい価値観を生み出し続ける渋谷。そんな渋谷に生ま 

れる「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」は、景色を眺めるだけにとどまらない、この街だからできる展望施設の形です。施設全体が１つの展望装置と 

なり、街の歴史やエネルギーを吸い上げ、目の前に広がる景色だけでなく、その先につながる世界や自分自身、そして未来をも展望

する。訪れた人が「新しい物差し」に気づくきっかけとなる。想像力を育む場として、渋谷のシンボルになることを目指します。 

 

 

 

 

【株式会社ライゾマティクス】 https://rhizomatiks.com 

２００６年に設立。ＷＥＢから空間におけるインタラクティブ・デザインまで、幅広いメディアをカバーする高い技術力と表現力

を併せ持つ組織。アーティストのほか、ハードウェア／ソフトウェアのエンジニアなど、さまざまなバックグラウンドを持つ個性豊

かなクリエイター、プロデューサーが在籍し、メディアアートで培った知見と高い技術力・企画力をエンタテイメントや広告といっ

た多分野において展開。プランニングから制作までフルスタックで手がけ、海外においてもその名を知られる数少ないプロダク

ションです。国内外の広告賞やクリエイティブアワードなど多数受賞の実績をもちます。 

 

 

展望施設 「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ（渋谷スカイ）」（１４階・４５階・４６階・屋上） 

 

 

▲展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」概念図 

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky
https://rhizomatiks.com/


 

 
 

多様な人たちが交差・交流し、社会価値につながる種をうみだす「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ」。「渋谷から世界へ問いかける、可能

性の交差点」をコンセプトとして１１月１日（金）にオープンします。 

７月４日（木）からオフィシャルＷＥＢサイトにて会員募集を開始するとともに、２００名規模のイベントスペース「ＳＣＲＡＭＢＬＥ

ＨＡＬＬ（スクランブルホール）」の利用申込受付を開始します。 
 

■施設概要 

名 称：ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ（渋谷キューズ） 

フ ロ ア：１５階 

営業面積：約２，６００㎡ 

営業時間：平日８：００～２３：００、土日祝９：００～２２：００ 
 

■「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ」３つの特長 

①コミュニティコンセプト「Ｓｃｒａｍｂｌｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ（スクランブル・ソサエティ）」 

ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳは、年齢や専門領域を問わず、渋谷に集い活動するグループのための拠点です。コミュニティコンセプ

トを「Ｓｃｒａｍｂｌｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ」とし、グループ間の交流や領域横断の取り組みから化学変化が生まれ、未来に向けた価値創造

活動を加速させます。 
 

②オリジナルプログラム「ＱＷＳ Ｐｒｏｇｒａｍ（キューズプログラム）」 

「ＱＷＳ Ｐｒｏｇｒａｍ」は、大学をはじめとするさまざまな領域のパートナーと連携し、価値創造を加速させるＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷ

Ｓのオリジナルプログラムです。プログラムは、「出会う」「磨く」「放つ」の３つのフェーズに分けて提供を行い、参加者それぞ

れが持つ「問い」を掛け合わせることで、かつてない化学反応を次々と起こし、領域横断的な価値を生み出します。 
 

③共創と支援を促進する「多様でフレキシブルな空間」 

１５階のフロア全体を占める約２，６００㎡の空間は、スクランブル交差点を眼 

下にのぞみ、２００名規模のイベントが開催できる「ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＨＡＬＬ」、さま 

ざまな活動が行われ、人々が行き交う空間「ＣＲＯＳＳ ＰＡＲＫ（クロスパーク）」、 

交流や対話を促進する上質空間「ＳＡＬＯＮ（サロン）」、新しい価値創造に取り組 

む場「ＰＲＯＪＥＣＴ ＢＡＳＥ（プロジェクトベース）」などの多様な要素で構成され、 

共創と支援を促進します。 
 

■主な連携パートナー（順不同） 
ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳは、東京大学、東京工業大学、慶應義塾大学、早稲田大学、東京都市大学をはじめ、株式会社ロフト

ワーク、ＥＤＧＥｏｆ、ＮＰＯ法人 ＥＴＩＣ.、株式会社ミミクリデザイン、ドリフターズインターナショナル、株式会社東急エージェン
シー、三浦法律事務所、フォースタートアップス株式会社、ＨＡＸ Ｔｏｋｙｏなど、領域を横断しさまざまなプレイヤーと連携して
いきます。（２０１９年７月現在） 

 

■会員プラン 

会員組織は、個人もしくはグループで新しい価値創造に挑戦する「ＱＷＳメンバー」を中心に、法人会員「ＱＷＳコーポレー

トメンバー」、各分野で活躍しているリーディングプレイヤーなどＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳの価値に共感し支援するコミュニティ「ＱＷ

Ｓコモンズ」の３種類で構成されます。それぞれの会員プランによって会員特典が異なり、プログラムやイベントへの優待、フ

ロアの利用権限などが付与されます。７月４日（木）から会員募集を開始します。 

※詳細はオフィシャルＷＥＢサイト（ https://shibuya-qws.com/ ）をご参照ください 
 

■イベントスペース「ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＨＡＬＬ」概要 

名 称 ： ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＨＡＬＬ（スクランブルホール） 

利用可能時間 ： ＜午前・午後＞ ９：００～１５：００（６時間）、＜午後・夜間＞ １６：００～２２：００（６時間） 

＜全 日＞ ９：００～２２：００（１３時間） 

利 用 料 金 ： ＜午前・午後＞ ２３０，０００円（税抜）、＜午後・夜間＞ ２３０，０００円（税抜） 

＜全 日＞ ４２０，０００円（税抜） ※備品・人件費を含まず 

面 積 ： 約２００㎡ 

主 な 設 備_： ２００インチスクリーン（３面）、プロジェクター（３台）、音響設備、ライティングレールなど 

予 約 期 間_： 利用日の６カ月前の１日より申込受付 
 

７月４日（木）から、「ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＨＡＬＬ」の利用申込受付を開始します。 

※詳細はオフィシャルＷＥＢサイト（ https://shibuya-qws.com/space/rental ）をご参照ください 

 

 

 

▲ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ 「ＰＲＯＪＥＣＴ ＢＡＳＥ」イメージ 

産業交流施設 「ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ（渋谷キューズ）」 （１５階） 

https://shibuya-qws.com/
https://shibuya-qws.com/space/rental


＜施設概要＞ 

名 称 ：  渋谷スクランブルスクエア／ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＳＱＵＡＲＥ 

事業主体 ：  東京急行電鉄㈱、東日本旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱ 

所 在 ：  東京都渋谷区渋谷２丁目２４番１２号 

用 途 ：  事務所、店舗、展望施設、駐車場など 

延床面積 ：  第Ⅰ期（東棟）約１８１，０００㎡、第Ⅱ期（中央棟・西棟）約９６，０００㎡ 

階 数 ：  第Ⅰ期（東棟）地上４７階 地下７階、 

第Ⅱ期（中央棟）地上１０階 地下２階、（西棟）地上１３階 地下５階 

高 さ ：  第Ⅰ期（東棟）約２３０ｍ、第Ⅱ期（中央棟）約６１ｍ、（西棟）約７６ｍ 

設 計 者 ：  渋谷駅周辺整備計画共同企業体 

※㈱日建設計、㈱東急設計コンサルタント、㈱ＪＲ東日本建築設計、メトロ開発㈱ 

デザインアーキテクト ：   ㈱日建設計、㈱隈研吾建築都市設計事務所、㈲ＳＡＮＡＡ事務所 

運営会社 ：  渋谷スクランブルスクエア㈱ 

※東京急行電鉄㈱、東日本旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱の３社共同出資 

開 業 ：  第Ⅰ期（東棟）２０１９年１１月１日（金）、第Ⅱ期（中央棟・西棟）２０２７年度 

Ｕ Ｒ Ｌ ：  https://www.shibuya-scramble-square.com 

 

▲渋谷スクランブルスクエア（宮益坂交差点方面よりのぞむ） 

▲渋谷スクランブルスクエア 位置図 

▲

▲フロア構成図 

 

https://www.shibuya-scramble-square.com/
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▲ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ(Ｂ２Ｆ) 内装イメージ 

 

商業施設「渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン」店舗一覧 

 

 
 

 

 
 

オフィスワーカーや来街者のニーズを捉えた“食のエンターテインメント空間”です。ライブキッチン、イ

ベントスペース、イートインコーナーなどを備える多機能で新しいフードフロアです。世界各国の食文化が

楽しめるワールドフードやヘルシーフード、注目ショップを紹介するイベントスペースで構成される＜Ｊｕｓｔ 

Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄ＞ゾーンや、一流の食を手軽に楽しめるイートインやセルフコーナーを備え、忙しい毎日

を送る渋谷に集う人々の食生活をサポートする＜Ｓｍａｒｔ ｄｉｎｉｎｇ ＆ ＤＥＬＩ＞ゾーン、古き良き日本の

食文化をリメイクし、新しい価値を提供する＜ＮＥＷ Ｂａｓｉｃ＞ゾーンなど、さまざまなアプローチで世界

最旬を発信します。また、最旬フードトレンドを発信する期間限定イベントコーナー＜Ｈｅａｄ Ｌｉｎｅ（ヘッド

ライン）＞では、スイーツ・ベーカリー・グロサリーなどジャンルを問わず話題のトレンドショップをご紹介し

ます。 

 

 

 

 

【惣菜／サラダ】 

■ＲＦ１（仮称） （アール・エフ・ワン） 
 

惣菜専門店の「ＲＦ１」が手掛けるクイックに選んで買えるセ

ルフスタイルショップ。人気のＲＦ１メニューはもちろん、お弁

当やドリンクなど豊富なラインアップも魅力の一つ。健康や

美容にこだわりのある忙しいオフィスワーカーの食ニーズに

合わせた新たなメニューも用意し、選ぶ楽しさ・ワクワク感を

提供します。 

 

【フラワー】 

■青山フラワーマーケット デリスタイル 新業態 

（アオヤマフラワーマーケット デリスタイル） 

忙しいシブヤなひとびとへ、青山フラワーマーケットがデリスタ

イルフラワーをご提供。旬の花がウィークリーで登場する“シ

ーズナルカップ”やまるでスイーツのように可愛らしい“デザー

トカップ”など限定で展開。デリのように男女問わず、毎日気

軽にクイックに花のある生活を身近に感じられる新コンセプト

ショップです。 

【惣菜／地中海料理】 

■Ｏｐａ （オーパ） 新業態 
 

地中海のおだやかな気候が育んだ食文化を伝える地中海料

理の新ブランド。魚介類を中心に野菜・豆類・果物・チーズ・オ

リーブオイルなどが彩りを加え、ヘルシーで美味しい豊かな食

卓を演出します。Ｏｐａでは、毎日の食卓に地中海料理を取り

入れていただけるよう新しいデリカテッセンをご提案します。 

【惣菜／からあげ】 

■からあげ家 奥州いわい 渋谷エリア初 

（カラアゲヤ オウシュウ イワイ） 
岩手県一関市の豊かな自然の中で育てられた「いわいど

り」の唐揚げ専門店が渋谷初登場。天然水と天然ハーブ

入り飼料で育てられた「いわいどり」を秘伝のタレで味付

けした唐揚げは噛むたびに肉汁が溢れ出る逸品。味わ

い・食感の異なるさまざまな唐揚げもご用意し、「いわいど

り」の美味しさを堪能できます。 
 

【惣菜／韓国料理】 

■カンナムデリ 都内初 
 

韓国のり巻きの専門店「カンナムキンパ」が、弁当・惣菜を

ラインアップに加え韓国惣菜専門店にグレードアップ。  

“コリアンパーティーフード”をテーマに、キンパ・ビビンバ・

チャプチェなどの韓国料理を、オシャレに美味しく表現しま

す。人気のチヂミは渋谷スタイルにカタチを変え、新しい楽

しみ方を提案します。 

【ベーカリー／あんぱん／牛乳】 

■キムラミルク 新業態 
 

創業１５０年を迎えたあんぱんの木村屋が新たに手掛ける

テイクアウト専門のミルクスタンドが渋谷に新登場。伝統の

技術で作られるあんぱんと牧場から直送される厳選した牛

乳を組合せ、“シブヤなひとびと”に新しいリフレッシュスタ

イルを提案します。ここでしか味わえない「渋谷あんぱん」

と極上ミルクの組合せをお楽しみください。 

 

【弁当／中華】 

■崎陽軒 （キヨウケン） 
 

１９０８年、横浜の地で誕生した老舗ブランド「崎陽軒」。横

浜名物「シウマイ」や定番の「シウマイ弁当」など、長く愛さ

れる横浜の味を提供します。また今回は新企画シウマイメ

ンチカツバーガーを数量限定でご用意。ワンハンドでどこ

でも食べられる崎陽軒の新しい味をお楽しみいただけま

す。 

【イートイン／惣菜／和食】 

■金粂 （キンクメ） 新業態 
 

明治四年創業、日本橋魚市場より続く水産仲卸＜尾粂＞

が新ブランドとして初出店。ミシュラン三ツ星店など銘店か

ら支持を受ける目利きを生かし素材を厳選。イートインでは

無添加の出汁を使った鮭といくらのせいろ飯を出来立てで。

惣菜コーナーでは数量限定の銀鱈西京焼の弁当や１３時

間かけて炊きあげた骨がとろける鯖の味噌煮、ふわっふわ

の白いアジフライなど本格的な味を気軽にお届けします。 

 

席数：７席（カウンター７席） 

 

【ジェラート】 

■ＣＲＥＭＡＭＯＲＥ ＰＩÙ （クレマモーレ ピュウ） 新業態 
 

イタリア・ミラノ発、人気のジェラート専門店「クレマモーレ」がアッ

プグレードして新登場。新鮮なフルーツそのものを食べているよう

な新感覚ジェラートをはじめ、１００種以上から毎日厳選して届け

られる多彩なオリジナルフレーバーは、口に含めば思わず笑顔に

なる香り高い逸品です。 

 

 

【惣菜／エスニック】 

■ｃｏｃｏｃｈｉｌｉ （ココチリ） 新業態 
 

季節の食材を織り交ぜた新しいスタイルのアジアンエス

ニック惣菜専門店が新登場。自分好みでサラダやデリを

選んで作るセレクト弁当のほか、美味しいエスニック惣菜

を日々の食事からお楽しみいただけます。メニューはビブ

グルマン受賞のタイ人シェフが監修。スタンダードを大切

にしながら、日本の四季や素材を感じることができるオリ

ジナルエスニック料理を提供します。 

 

 

 

ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ 【運営：東急百貨店】 

 

Ｂ２Ｆ：Ｆｏｏｄｓ 
ＤＡＩＬＹ５（日常性＋発見性） 

日常を彩り、いつ訪れても新しい発見と出会い、特別を感じられるゾーン 



2 

 

 

【惣菜／コロッケ】 

■ＣＯＲＯＭＯＲＥ （コロモア） 新業態 
  

コロッケ国内シェアトップクラスのサンマルコが、コロッケ専

門店「コロモア」を渋谷にオープン。看板商品は、“今まで

食べた中で１番のコロッケ”を目指して独自に開発を行った

【究極の男爵コロッケ】。今までのコロッケの常識を打ち破

る、とびきりおいしいコロッケに仕上がりました。ぜひ店頭

でお試しください。 

【惣菜／台湾料理】 

■参和院 （サンワイン） 日本初 
  

地元の人からも観光客からも人気を集める台湾の創作レスト

ランがテイクアウト業態で日本初上陸。伝統的な台湾料理を

ベースに、熱炒（ルーチャオ＝居酒屋メニュー）からオリジナル

創作料理まで幅広い味が楽しめます。お客さまの目の前で蒸

しあげられるオリジナル包子はかわいらしい見た目からは想

像できない本格的な味付けでリピート間違いなしです。 

 

【惣菜／中華】 

■謝謝チャイニーズキッチン 新業態 

（シェイシェイチャイニーズキッチン） 

野菜をたっぷり使用した新感覚チャイニーズデリ専門店。定番

中華メニューにこだわりの産地や素材、野菜の量を増やすこと

でこれまでの中華料理に「ヘルシー」「ナチュラル」といった新た

な付加価値をプラスします。豆板醤ソース焼きや牡蠣ソース炒

めといった専門店ならではの豊富なラインアップも魅力の一つ。

主菜が選べるセレクト弁当も提供し、中華の新しい味わいを提

供します。 

 

【惣菜／メンチカツ】 

■渋谷カツ Ｑメンチ （シブヤカツ キューメンチ） 新業態 
  

半世紀にわたって確かな目利きで信頼される肉のスペシ

ャリストが提案するメンチカツ専門店。肉、玉ねぎ、パン粉

の黄金比率にこだわる旨味たっぷりな王道メニューに加

え、見た目も新しい遊び心と上質感をプラスした新たなメ

ンチカツも提供。今までにない“メンチ体験”をお楽しみく

ださい。 

【弁当／和食】 

■つかだ 新業態 
 

全国の農家のこだわり食材を使用し、美味しさを引き

出すよう調理法にこだわった、ワンランク上の弁当・惣

菜専門店が初登場。バイヤーが全国を飛び回って集

めた上質な食材を職人が丁寧に調理し美味しさを引

き出すデイリーユースのお弁当に加え、北海道産黒

牛使用の限定商品をラインアップした、オンリーワンブ

ランドです。 

 

【弁当／和食】 

■築地魚弁 （ツキジウオベン） 
 

大正１４年創業の味の浜藤が厳選した美味しい魚と美味

しいお米を使ったお弁当専門店。合成保存料、合成着色

料、化学調味料を使用しない素材本来の美味しさをお楽

しみいただける焼魚弁当を提供します。今回は新たに黒

米、もち麦を使ったごはんとおかずの組合せを自由に選

べるお弁当で、「ヘルシー」をプラスした美味しさを提案し

ます。 

【惣菜／洋食】 

■つばめグリル ＤＥＬＩ （ツバメグリルデリ） 
 

創業１９３０年、老舗の洋食店「つばめグリル」のテイクアウト業

態。店内厨房で１つ１つ挽肉から作る看板メニュー「ハンブル

グステーキ」などの人気の惣菜メニューとお弁当に加え、限定

商品も提供。店内厨房から出来立てで提供し、レストランの味

そのままの美味しさをお楽しみいただけます。 

 

 

【ベーカリー】 

■ティエリー マルクス ラ ブーランジェリー 日本初 
 

料理とパンの双方の魅力を詰め込んだ、クラシックとモ

ダンが融合する店としてパリで人気のミシュランで５度

星を獲得したティエリー マルクスのベーカリーが日本初

登場。「伝統と革新」を掲げるフレンチシェフはフランス

の伝統と日本ならではの味の融合に挑戦。斬新なフォ

ルムと新しい食感が人気のブリオッシュや和食からイン

スピレーションを受けたロールサンドなどをラインアッ

プ。店内厨房で製造する焼きたてをお楽しみください。 

 

【惣菜／天丼】 

■日本橋 天丼 天むす 金子半之助 新業態 

（ニホンバシ テンドン テンムス カネコハンノスケ） 
行列のたえない「日本橋 金子半之助」がテイクアウト業

態で渋谷に初登場。たくさんのお客さまに愛される「江戸

前天丼」を、美味しさはそのままにお弁当スタイルで提供

いたします。今回は手土産にも向くプリプリ海老の「天む

す」を新メニューとしてラインアップ。揚げ立て天ぷらとい

っしょに金子半之助の自信作をお楽しみください。 

 

【寿司／海苔巻き】 

■華彩 ＨＡＮＡＩＲＯ （ハナイロ） 新業態 
 

築地に本店を構える寿司の名店「竹若」が新しい寿司

の楽しみ方を提案する新ブランド。日本人に馴染みの

深いのり巻きに着目し、牛肉×わさび、鯖×高菜、蒸

し鶏×梅紫蘇など新たな素材と味の組み合わせを提

案するほか、熟成させたネタで握る熟成寿司や見た

目も鮮やかなローストビーフちらしもラインアップ。伝

統的な日本食の新しいカタチを提供します。 

【イートイン／惣菜／エスニック】 

■寝かせ玄米と日本のいいもの いろは（仮称） 新業態 
 

玄米の美味しい食べ方や、健康の土台をつくる食生活を

提案している＜寝かせ玄米いろは＞からエスニックスタイ

ルの新ブランドが誕生。イートインでは具だくさんで無添

加の「寝かせ玄米のカレー」を出来立てでご提供。アジア

各国のエスニック料理と日本の伝統食「玄米」との出会い

から生まれる、進化系ＧＯＨＡＮメニューをお楽しみくださ

い。 

 

席数：７席（カウンター７席） 

 

【惣菜／洋菓子】 

■ＰＡＲＩＹＡ （パリヤ） 新業態 
 

デリカテッセンＰＡＲＩＹＡが、新たに渋谷スクランブルスク

エアにスイーツを取り揃えて出店。渋谷初登場となるケ

ーキは、バージョンアップ。素材そのものの味を生かし

た人気のデリの数々が彩りも鮮やかにショーケースに

並び、目にも楽しいお店です。 

 

 

 

 

【惣菜／ハワイデリ】 

■Ｐｅａｃｅ Ｃａｆｅ Ｈａｗａｉｉ （ピースカフェ ハワイ） 日本初 
 

ハワイの地元グルメアワードやグルメランキング１位など

数々の受賞実績を持つ大人気ヴィーガンカフェが日本初

上陸。彩りも華やかなデリの数々やスムージーなど、「美

味しい！楽しい！ヘルシー！」をコンセプトに、体に優しく

安心して召しあがれる“１００％ Ｐｌａｎｔ－ｂａｓｅｄ”のヘル

シーなデリ＆スイーツを提供します。 

 

【ベーカリー／サンドイッチ】 

■Ｂｏｕｔｏｎｉａ ｓａｎｄｗｉｃｈ （ブートニアサンドイッチ） 新業態 
 

サンドイッチブランド「ブロッサム＆ブーケ」が新たに提案

するシングルサンドイッチの専門店。サラダ、お肉・お

魚、デザートなど色とりどりの小箱サンドイッチをその日

の気分に合わせてお好きな組合せでお楽しみいただけ

ます。季節の花のブーケのようにその時々で選んだサン

ドイッチが詰まったボックス、一人でも、誰かに差し上げ

ても笑顔いっぱいになるブートニアのサンドイッチをお楽

しみください。 

 

【惣菜／卵料理】 

■ポムの樹 どんぶり たまご屋 新業態 

  （ポムノキ ドンブリ タマゴヤ） 

全国に展開する「ポムの樹」が新たまご料理として提案す

る「ポムの樹 どんぶり たまご屋」。枕崎のかつお節、キヌ

ア入り雑穀米、コクがあり卵黄色が高い「こだわりたま

ご」、具材たっぷりなヘルシー嗜好のさまざまなたまご丼を

楽しめます。そのほか、デリ・サラダもご用意しておりま

す。 

【惣菜／イタリアン】 

■ＭＡＭＭＡ ＳＡＮＴＩＮＡ （マンマ サンティーナ） 新業態 
 

シンプルに素材そのものの味わいを生かした南イタリア料理

の新ブランド。アマルフィー地方の家庭料理を気軽に楽しめ

る新たなスタイルで提供します。イタリアのお手軽ランチとし

てポピュラーなクロスティーニの進化系や時間帯によって登

場する出来立てアルデンテのパスタなど、限定メニューもご

用意しております。 
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【スーパーマーケット／ベーカリー／カフェ】 

■Ｇｏｕｒｍａｎｄ Ｍａｒｋｅt ＫＩＮＯＫＵＮＩＹＡ 新業態 

（グルマン マーケット キノクニヤ） 
創業から１００年を超える経験と実績を持つ紀ノ国屋が、今新しくこの渋谷にオープンさせる新業態ストア。国内はもとより世界中からこ

だわりの商品を一同に集め、紀ノ国屋ならではの出来立て自家製商品が充実しています。惣菜・パン・寿司は店内厨房でつくる自家製。

野菜・果物は旬の鮮度の良い商品を厳選して提供します。今までにはないくつろぎ空間として「紀ノ国屋カフェ＆バー」を設け、１９１０

年青山の地で果物商としてスタートした「紀ノ国屋」ならではの、高品質で多品目のフルーツを中心としたメニューを展開します。渋谷

で働く、渋谷に集うお客さまに向けて、さまざまな時間帯でお楽しみいただける彩りあるフルーツを使用したパフェ・サンド・ジュース・

サングリア（アルコール・ノンアルコール）や、紀ノ国屋オリジナル珈琲・紅茶、ビール・ワイン・ウィスキーなどのアルコール類も種類

豊富にご用意します。店内焼立ての贅沢食事パン、渋谷限定惣菜・菓子パンを提供するベーカリーコーナーや彩りあるこだわり惣菜

を多国籍なメニューで展開するデリコーナーの商品もお召し上がりいただけます。食を通じてシブヤグルマンの毎日を彩り、また来た

くなる感動をご提案します。 

 

営業時間： 

ベーカリー、デリ、カフェ＆バー ９：００～２１：００ 

食品物販 １０：００～２１：００ 

座席：３７席（テーブル ２３席・カウンター １４席） 

 

 

 

 

 

 

 
【カフェ／台湾茶】 

■ゴンチャ 
 

世界で約１４００店舗を展開する台湾創業のティーカフェが、渋谷

３店舗目にして駅直結のテイクアウト専門店として登場。抽出時

の湯温や時間を茶葉ごとに変え、お茶本来の風味を最大限に引

き出した上質なティーをカジュアルなスタイルで楽しめます。豊富

なメニューで、トッピングや、甘さ、氷の量を気分に合わせてカス

タマイズいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ベーカリー】 

■メゾン・イチ  
 

フランスの食文化を再現する代官山で人気のブーランジェリ

ー。自家製天然酵母、国産小麦粉をふんだんに使い低温長

時間発酵させたもちもち食感のベーカリーと自慢のフレンチ

デリを提供します。パティシエ監修のスイーツパンを新たに

取り揃え、メゾンイチの新たな世界観をお楽しみいただけま

す。 

 

 

【惣菜／洋食】 

■Ｌｅｓ Ｖｉａｎｄｅｓ ｐａｒ Ｔａｂｌｅ Ｏｇｉｎｏ 新業態 

（レ ヴィアンド パー ターブルオギノ） 
予約が取りにくいことで有名な池尻の名店「レストランオギノ」が新

たに手掛ける挽肉を始めとするお肉をテーマにしたデリカテッセン

の専門店。料理に合わせて挽肉を独自にブレンドすることでお肉

の持つ旨味を最大限に味わえます。これまで培ってきたフレンチ

の技術と計算された素材の組合せでさまざまな挽肉料理を気軽に

お楽しみください。 

 

【コーヒースタンド】 

■Ｕｒｔｈ Ｃａｆｆé （アースカフェ） 新業態 
 

アメリカ・ロサンゼルス発のアースカフェが初めて、テイク

アウト専門のコーヒースタンドとして登場。プレミアムなコ

ーヒーや人気のボバ（タピオカ）など、こだわりのカフェメニ

ューをお届けします。限定のドリンクメニューやオリジナル

グッズもラインアップ。アースカフェの新たな世界観をお楽

しみください。 

 

 

B１Ｆ：Ｆｏｏｄｓ ＤＡＩＬＹ５（日常性＋発見性） 

▲Ｇｏｕｒｍａｎｄ Ｍａｒｋｅｔ ＫＩＮＯＫＵＮＩＹＡ 内装イメージ 

 

１Ｆ：Ｆｏｏｄｓ ＤＡＩＬＹ５（日常性＋発見性） 
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▲ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ（１F） 内装イメージ 

 

 
 

“スイーツパビリオン”をコンセプトに日本初・渋谷初が集う、最先端のスイーツが集合するフロアです。

世界的な巨匠や新進気鋭のパティシエ・クリエーターの存在が光る＜ワールドブティック＞ゾーンと、個性

あふれるギフトにも適した国内外の注目スイーツを取り揃えた＜Ｃａｒａｔ ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ 

（カラット トウキュウ フードショー エッジ）＞ゾーンでここだけのスペシャリティースイーツをお楽しみくださ

い。また、最新のトレンドスイーツを発信する＜Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ（イベントステージ）＞では、本物の「味」をは

じめ、素材・製法にこだわった商品やセンスの光るパッケージ、見た目も華やかなスイーツなど、さまざまな

ギフトニーズに対応する厳選された最旬スイーツショップが期間限定で出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

【洋菓子／焼菓子】 

■エシレ・パティスリー オ ブール 渋谷エリア初 
 

フランス・エシレ村で生産されるＡＯＰ認定発酵バター「エ

シレ」の焼菓子を中心とした行列必至の人気店が渋谷エ

リアに初出店。人気のサブレ サンドやフィユタージュはも

ちろん、店内で焼き上げるフィナンシェや、バターの風味

豊かな新商品カヌレもラインアップ。フレッシュな素材を生

かし、店内でていねいに焼き上げた焼き菓子をバターの

香りと共にお届けします。 

 

【洋菓子／チョコレート】 

■ｃ７ｈ８ｎ４ｏ２（チョコガカリ） 新業態 

 

日本中からチョコレートマニアが集まるオンラインチョコレート

セレクトショップ「ｃ７ｈ８ｎ４ｏ２」初のリアルショップが渋谷に誕

生。児玉寿瑞奈（チョコ係）さんが世界中を飛び回り、自らの

目と舌で厳選したイディリオオリジン（スイス）やクレールマリ

（フランス）など希少なチョコレートが約７０種類揃います。もっ

と身近でもっと奥深いチョコレートの世界をお楽しみください。 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】 

■Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｃｏｎｔｉｃｉｎｉ （フィリップ・コンティチーニ） 渋谷エリア初 
 

フランスのデザート業界とガストロノミー業界の巨匠、フィ

リップ・コンティチーニのパティスリーが渋谷に初登場。食

感が新しい新感覚チョコレート菓子“クラックネ”やパリの

店で大人気のミルフィーユやブラウニーなど「味覚の魔術

師」とも呼ばれるシェフが作り出すパリの最新の美味しさ

をお届けします。 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】 

■ＭＯＲＩ ＹＯＳＨＩＤＡ （モリ ヨシダ） 日本初 
 

世界に冠たるパリのパティスリー界の第一線にて活躍す

る、あのＭＯＲＩ ＹＯＳＨＩＤＡがついに日本に初上陸。シン

プルでありながらも、しっかりとした味わいは、パリが認め

たフランス菓子の王道。パリジャン、パリジェンヌたちをも魅

了した圧倒的な美味しさを、ぜひお試しください。 

 

【洋菓子／カフェ／チョコレート】 

■ル・ショコラ・アラン・デュカス 渋谷エリア初 
 

フランス料理界の巨匠アラン・デュカスのショコラ専門店

が渋谷に初出店。カカオ豆の粉砕からボンボン・ショコラ

ができるまで、すべての工程を伝統的製法でショコラティ

エが手作りで行っており、産地とその個性が生かされた、

カカオ豆本来の味わいに仕上げています。デザート・サロ

ンも併設。 

 

席数：１０席（テーブル１０席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ 【運営：東急百貨店】 

©Ｐｉｅｒｒｅ Ｍｏｎｅｔｔａ 

ワールドブティック ゾーン 
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【洋菓子／アップルスイーツ】 

■ａｐｐｌｅ ＆ ｒｏｓｅｓ （アップル＆ローゼス） 都内初 
 

長野・信州安曇野からりんごとお花のお菓子屋さんが渋谷に初出

店。薔薇をモチーフにしたりんごのタルトはため息の出るような芸

術的な仕上がりです。長野県産のりんごを使ったタルト、エディブ

ルフラワーで作り上げたクッキーや焼菓子などさまざまなお菓子

たちが並びます。信州の厳選素材と美しいスイーツのマリアージ

ュは、大切な人への贈りものにおすすめです。 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】 

■Ａｔｅｌｉｅｒ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ （アトリエ アニバーサリー） 新業態 
 

南青山の人気パティスリーアニバーサリーが今秋渋谷

から生まれ変わります。優美なヴィクトリア時代を思い

起こすエレガントなブランドテイストに一新。パティシエ

の技巧が輝く限定生菓子や伝統的な焼菓子が華やか

な彩りを携え、大人も楽しめるデコレーションスイーツを

提供します。 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】 

■ＥＮ ＶＥＤＥＴＴＥ （アン ヴデット） 商業施設初 
 

大人気のクリエイティブパティスリーがファッションとアート

の街シブヤと融合、新・ＥＮ ＶＥＤＥＴＴＥとして登場します。

シェフの遊び心と本格的な技巧が融合した独創的なヴェリ

ーヌや従来のイメージを覆すシルエットのクグロフなど、限

定商品がたくさん。またシンプルながらもセンス抜群、スタ

イリッシュな新デザインも乞うご期待ください。 

 

【洋菓子／焼菓子】 

■Ｇｍｅｉｎｅｒ （グマイナー） 渋谷エリア初 
 

ドイツを代表する老舗パティスリーが渋谷エリアに初出

店。伝統と新しさを融合させるスイーツ作りを目指す職

人フォルカー・グマイナーが主人を務め、伝統的なビス

ケット・テーゲベックやバウムクーヘン・チェリーボンボン

がスペシャリテ。ロマンティックな可愛らしいパッケージ

も人気です。 

【洋菓子／焼菓子】 

■ナガラタタン（仮称） 新業態 
 

お客さまの希望をかなえるスイーツショップが渋谷に誕生。

岐阜市の人気洋菓子店ナガラタタンが発信する新ブラン

ド。良質な素材の持ち味を生かした豊富なフレーバーとバ

ラエティ豊かなかわいいイラストパッケージは組合せ自在。

お好みで選べるスタイルであなただけのパーソナルギフト

におすすめです。 

【洋菓子／チョコレート】 

■ＤＥＭＥＬ （デメル） 渋谷エリア初 
 

ウィーンの老舗洋菓子店「デメル」が渋谷に初出店。デ

メルゆかりのアーティストによるデザインからインスパイ

アされたパッケージがかわいい３種類のクッキー、スタ

イリッシュに進化させたザッハトルテはおもたせにもピッ

タリ。伝統を大切にしながらも新しさを加えた限定商品

もラインアップ。とっておきの贈り物や自分へのご褒美

が必ず見つかります。 

 

【洋菓子／チーズスイーツ】 

■Ｎｏｗ ｏｎ Ｃｈｅｅｓｅ♪ （ナウオンチーズ） 渋谷エリア初 
 

一度食べたら忘れられないチーズスイーツ店「Ｎｏｗ  ｏｎ  

Ｃｈｅｅｓｅ♪」が渋谷初出店。厳選チーズをたっぷり練り込ん

だチーズクッキーや、しっとり焼き上げたチーズフィナンシェ

がおすすめ。大人気のガーリーでかわいいデザインも渋谷

風にカスタマイズ。ひとりでお酒のお供に、皆とパーティー

で・・・など、どんなシーンでもお楽しみいただけます。 

【洋菓子／バターサンド】 

■ＰＲＥＳＳ ＢＵＴＴＥＲ ＳＡＮＤ 渋谷エリア初 

（プレスバターサンド） 
スイーツ界のインフルエンサー的存在となっている「プレスバタ

ーサンド」のネクストステージが渋谷からスタート。渋谷スクラ

ンブルスクエアに訪れる感度の高いお客さまに向けて、上質で

味わい深いショコラフレーバーが限定登場。マットなブラックを

イメージした生地に、濃厚ショコラとバタークリームをサンド。シ

ックで高感度なパッケージは大切な人への贈り物にふさわしい

逸品です。 

 

【洋菓子／焼菓子】 

■ペシェ・ミニヨン －レダ－ 新業態 
 

カラフルでさまざまな味わいのダックワーズがそろう焼菓子

専門店が誕生。厳選素材の追及とフランス菓子の世界観を

融合させた函館「ペシェ・ミニヨン」の新業態。ダックワーズを

はじめマドレーヌ・ガトーボヤージュなどをラインアップし、見

た目も味も楽しめるこだわりの焼菓子はとっておきのギフト

にピッタリです。 

【洋菓子／キャラメルスイーツ】 

■Ｍｅｌｓ ＣＡＲＡＭＥＬ ＷＯＲＫＳ 新業態 

 （メルズ キャラメルワークス） 

生産者や素材にとことんこだわり物作りを続けてきたラ・

テールが生み出す、キャラメル専門店が、渋谷スクランブ

ルスクエア限定で登場。新食感のキャラメルや濃厚な味

わいのキャラメルサンドなど、従来のキャラメル専門店を

超越したスイーツと出会えます。スタイリッシュでモダンな

パッケージも魅力のひとつ。新感覚のキャラメルスイーツ

をお楽しみください。 

Ｃａｒａｔ ＴＯＫＹＵ Ｆｏｏｄｓｈｏｗ ＥＤＧＥ （カラット トウキュウ フードショー エッジ） 
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お客さまのご利用シーンに応えるＪＲ東日本のエキナカ商業施設「エキュート」の新業態。

「編集」という意味を込めて、「ＥＤＩＴＩＯＮ」＝「版」というサブネームを付けました。上質な商品

を提供する「エキュート」の在り方はそのままに、「ｅｃｕｔｅ ＥＤＩＴＩＯＮ」では、スイーツに特化し

た１４ショップと、「おかしでつなぐヒトとトキ」をコンセプトに誰かに思わず伝えたくなる新しい商

品をご提案するイベントスペース「ＯＫＡＳＨＩ ｃｏｎｎｅｃｔ（オカシコネクト）」を展開します。お客さ

まに毎日使っていただける、見て選んで楽しいスイーツフロアを目指します。 

 

 

 

 

【和菓子／豆大福】 

■銀座甘楽 （ギンザカンラ） 渋谷エリア初 
 

甘く楽しいと書き、甘楽（かんら）と読みます。甘いもので、皆

さまを楽しく幸せにしたいという思いを込めた店名です。朝

生菓子をとりそろえ、季節の美味しさを和菓子で表現しま

す。北海道の契約農園直送小豆を炊いた粒餡の風味を、看

板商品の豆大福でお楽しみください。 

 

【洋菓子／パイ菓子】 

■ｃｏｎｅｒｉ （コネリ） 渋谷エリア初 

 

手ごねのパイ専門店「ｃｏｎｅｒｉ（こねり）」が、渋谷に初上陸。５０通

り以上あるパイ＆ディップの組合せは、あなたの気分に合わせて

ご自由に。渋谷で交わる人・文化・季節を、職人の手わざでお客さ

まの予測を超える美味しさに変化させる、それはまさに“パイこね

変換”。そんなｃｏｎｅｒｉの渋谷スタイルをお楽しみください。テイク

アウトできる温かなパイも店舗限定でご用意しています。 

 

【洋菓子／バウムクーヘン】 

■治一郎 （ジイチロウ） 
 

口に運ぶときからすでに感じ始めるしっとり感が特徴のバ

ウムクーヘンをはじめ、お客さまの心で感じる美味しさにこ

だわった焼き菓子を提供しています。“幸せを重ねる”美味

しさというものは味わうだけでなく、五感を通じて得られるも

のととらえ、その美味しいお菓子が人と人との会話や笑顔

を生み出し、日々のありふれた幸せを重ねていくきっかけ

となるよう挑戦し続けます。 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】 

■資生堂パーラー （シセイドウパーラー） 
 

資生堂パーラーの人気商品である、ひとつひとつ個性豊かな

ビスキュイやさくさくとした食感のチョコレート菓子のショコラヴ

ィオンなどをご用意します。スタイリッシュでアクティブなひと

びとが交差する求心力のある渋谷。そこへ引き寄せられる感

度の高いスイーツ好きな方々へ、「ワクワクできる美味しい」

をご提供するショップです。 

 
 

【洋菓子／チョコレート】 

■ＴＡＩＣＨＩＲＯ ＭＯＲＩＮＡＧＡ 渋谷エリア初 

（タイチロウ モリナガ） 

“お菓子をこえる、「をかし」な体験を。”をコンセプトに、看板

商品「ハイクラウン」シリーズに加え、１００年かけて磨き上

げたお菓子作りの技術で作られた、ほかにはない「をかし」

な商品の数々をご堪能ください。 

 

【洋菓子／焼菓子】 

■Ｂｕｔｔｅｒ Ｂｕｔｌｅｒ （バター バトラー） 渋谷エリア初 
 

世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主

役のスイーツです。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサク

の食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇

役のバターを主役に据えてお作りしました。 

 

 

【和菓子／くず餅】 

■船橋屋こよみ （フナバシヤコヨミ） 
 

創業１８０５年の船橋屋が手掛けるスイーツブランド。江戸時代から

受け継がれてきた「元祖くず餅」はもちろん、その原料に含まれる乳

酸菌を利用した乳酸菌スイーツをはじめ、従来の和菓子の範囲に

とどまらない新しい形を提案していきます。 

 

【洋菓子／ケーキ】 

■ＦＲＵＣＴＵＳ（フラクタス） 新業態 
 

三軒茶屋のパティスリー「プレジール」の新業態。全国の農

家や産地をたずね、素材にフォーカスしたカットケーキ、アン

トルメを種類豊富に取り揃えます。工房から直送の人気商品

「フレッシュモンブラン」をはじめ、技術と手間を惜しまず、季

節の素材を最大限にいかした美味しさをお届けします。 

 

【洋菓子／ミルフィーユ】 

■フランセ 
 

渋谷生まれの「ミルフィユ」専門店が生誕の地に戻ってき

ました。選りすぐりの素材、伝統の製法、洗練されたパッケ

ージ。全てに徹底したこだわりで完成させた「ミルフィユ」を

はじめとして、モンドセレクションを受賞したレモンケーキな

ど、お菓子の魅力を発信し続けています。 

 

【洋菓子／バターサンド】 

■ｂｅｉｌｌｅｖａｉｒｅ （ベイユヴェール） 渋谷エリア初 
 

フランス発フロマジェリー「ベイユヴェール」の発酵バターとチー

ズ菓子専門店が渋谷エリアに初オープン。バターサンドやチー

ズケーキを中心に、渋谷スクランブルスクエアをはじめ近隣ワ

ーカーや周辺商業施設など幅広い世代のデイリー需要やギフ

トなど、便利なロケーションならではのラインアップをご用意して

います。 

 

【ベーカリー】 

■ベーカリー サンチノ 渋谷エリア初 
 

日本各地の食材を使ったレトロなテイストのパンやご当地パ

ンをアレンジするなどユニークなパンが並ぶベーカリー。店

名の由来は、「～さん家の」や「～産地の」。美味しいのはも

ちろん、型にとらわれない新しいスタイルのパンを職人が作

っています。 

 

【くだもの加工品／ドライフルーツ】 

■堀内果実園 （ホリウチカジツエン） 都内初 

 
奈良吉野山麓で代々くだものを専門に栽培する堀内果実園。 

代表商品のドライフルーツやコンフィチュールに加え、フルー

ツにチョコ掛けした新商品など、この店だけの楽しみ方も提案

します。果樹の美味しいタイミングにこだわり、くだものそのま

まの美味しさを閉じ込めてお届けします。 

【コーヒー】 

■丸山珈琲 （マルヤマコーヒー）  
 

１９９１年に軽井沢で創業したスペシャルティコーヒー専門店の

コーヒースタンド。厳選した世界各地の高品質なコーヒーをテイ

クアウトで気軽に楽しめる丸山珈琲の新しいスタイルのお店で

す。産地からお客さまのカップ一杯までこだわったコーヒーの美

味しさをお楽しみください。 
 

 

 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】 

■Ａ．Ｌｅｃｏｍｔｅ （ルコント） 渋谷エリア初 
 

１９６８年に、フランス人パティシエのアンドレ・ルコントが東京・

六本木に開いたフランス菓子専門店。“Ｔｏｕｔ à ｌａ ｆｒａｎçａｉｓ

ｅ．” 「万事、フランス流に。」 を信念として、フランスの伝統的

な生菓子・焼菓子をおつくりしています。世代を超えて、楽しん

でいただける“懐かしくて あたらしい”ルコントの味をお届けし

ます。 

 

 

 

 

 

ｅｃｕｔｅ ＥＤＩＴＩＯＮ 【運営：ＪＲ東日本リテールネット】 

▲ｅｃｕｔｅ ＥＤＩＴＩＯＮ 内装イメージ 
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【フラワー】 

■青山フラワーマーケット 
 

“Ｌｉｖｉｎｇ Ｗｉｔｈ Ｆｌｏｗｅｒｓ Ｅｖｅｒｙ Ｄａｙ”旬の生花で日常に

彩りを。マルシェをイメージした店内には旬のお花が満

開。生活シーンごとにご用意したライフスタイルブーケや、

初の試みとしてトレンドをイメージした組合せブーケなどの

商品を展開します。 

 

【化粧品】 

■イソップ 
 

私たちは創業当初から現在に至るまで、高品質の製品を

お届けすることを常に目標として、スキンケア、ボディケ

ア、ヘアケア製品のほか、フレグランスやパーソナルケ

ア、ホームケア製品などもご用意しております。製品には

安全性や効能、使い心地の良さなどを考慮しながら研究

を重ねた、こだわりの植物由来成分と非植物由来成分を

使用しており、個性豊かな各ストアでは専門のコンサルタ

ントがお客さまに合った製品選びのお手伝いをいたしま

す。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＣＯＮＶＥＲＳＥ ＴＯＫＹＯ （コンバース トウキョウ） 
 

“ＴＯＫＹＯ”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、   

“ＪＡＰＡＮ”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新

しい価値やライフスタイルを持ったＣＯＮＶＥＲＳＥ ＡＰＰＡＲＥ

Ｌを提案します。 

 

 

【眼鏡】 

■ＳｅｅＰ ＥＹＥＶＡＮ （シープ アイヴァン） 渋谷エリア初・旗艦店 
 

「ＳｅｅＰ」は、１９７２年に「着るメガネ」として生まれた「ＥＹ

ＥＶＡＮ」によるアイウエア・サロンです。優れたデザイン性

と、ものづくりの哲学を持つブランドをセレクト。ひとりひと

り、診断をするように、個性に合う一本をコーディネート。

旗艦店としてオープンし、業態として初めて取り扱うブラン

ドも導入予定。認定眼鏡士を有するスタッフの技術力と、

カウンセリング販売でおもてなしをし、コーディネートしま

す。 

 

【レディスウェア】 

■ＮＥＲＧＹ （ナージー） 
 

スポーツ×ファッションをコンセプトに、新しい“アクティブラ

イフスタイル”を提案するレディススポーツブランド。ヨガ・ト

レーニング・ランニングアイテムを中心に、機能的かつスタ

イリッシュなアイテムを展開しています。エリアごとにストア

スタッフを中心メンバーとした女性向けスポーツコミュニテ

ィ「ｎｅｒｇｙ ａｃｔｉｖｅ ｓｔｕｄｉｏ」があり、ヨガ・ランニングなどの

ワークアウトセッションを定期的に開催しています。 

 

【レディス・メンズウェア／靴】 

■ＮＩＫＥ （ナイキ） 
 

スポーツの力を通じて、心に火をつけ、インスパイアする。

渋谷でナイキが始める新しいストアコンセプト。 

 

 

【アクセサリー】 

■ＰＡＳ ＴＩＥＲＲＡ （パティエラ） 渋谷エリア初 
 

“自然”から着想を得た、身につける人の自然な美しさをひき

出すジュエリーブランド。さりげなく、しかし凛としたフォルム

が、時代を超えて輝き続けます。ネイル関連や時計など  

ジュエリーだけでなく身につける人の自然な美しさを引き出

す商品を渋谷店限定で展開します。また、スタイリスト 百々

千晴さんとのコラボ商品も提供します。 

 

【生活雑貨／レディス・メンズウェア／書籍】 

■＋ＳＰＢＳ （プラスエスピービーエス） 新業態 
 

奥渋谷の本屋「ＳＰＢＳ」によるギフトショップ。特集企画、連

載企画、スポット企画等々、企画毎に商品が並べられた店

内は、さながらファッション誌やカルチャー誌の誌面のよう。

雑誌に発刊サイクルがあるように、企画も毎月入れ替わるの

で、店内はいつも、新鮮な驚きであふれています。雑誌のペ

ージをめくるように、日常のお買いものを楽しんでいただくの

はもちろん、家族、友人、パートナー、会社の同僚など、それ

ぞれの大切な人たちへの「ありがとう」をサポートします。 

 

【生活雑貨／レコード／レディス・メンズウェア】 

■ｂｏｎｊｏｕｒ ｒｅｃｏｒｄｓ （ボンジュールレコード） 
 

ジャンル・国籍を問わず良いものをセレクト。知的好奇心が旺盛

な人たちのコミュニケーションの場になるように、ファッションとリ

ンクしたエクスクルーシブなカルチャーアイテムをご提供しま

す。 

 

 

【カフェ／サラダ】 

■ＣＲＩＳＰ ＳＡＬＡＤ ＷＯＲＫＳ （クリスプ・サラダワークス） 
 

丁寧に手作りしたサラダをカジュアルに楽しめるカスタムサ

ラダ専門店。約３０種類からトッピングを選び、お好みの大

きさにサラダをチョップし、ドレッシングと軽く和えて提供しま

す。メインディッシュ感覚でお腹いっぱい召し上がれます。

モバイルオーダーアプリ「クリスプＡＰＰ」では、忙しい時間帯

でも列に並ばず、最短２タップで事前注文・決済し、店頭で

ピックアップが可能です。 

 

席数：９席（カウンター９席） 

 

【カフェ／ベーカリー】 

■なんとかプレッソ２ 渋谷エリア初 
 

前代未聞、一日の時間帯によってブランド名も商品も、内装ま

でガラッと変わる。「七色に変化する」テイクアウトスペースと、

ひと息つけるカフェスペース。２つの入口がある店舗です。パン

×時間だったり、コーヒー×フルーツだったり。パンとコーヒー

のあたらしい楽しみ方に挑戦します。 

 

席数：１４席（カウンター１４席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ ＤＡＩＬＹ５（日常性＋発見性） 
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【鞄／靴】 

■ヴァレンティノ 
 

店内はイギリス人建築家デイビッド チッパーフィールドと、ヴ

ァレンティノのクリエイティブ ディレクター ピエールパオロ・ピ

ッチョーリの二人によるストアコンセプトに基づいてデザインさ

れました。 

 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＫＥＮＺＯ （ケンゾー） 
 

１９７０年にフランス・パリで日本人デザイナー高田賢三に 

よって設立されたファッションブランド。カラフルなプリントと

自由な発想で従来のルールを脱却し、当時のクチュール 

コードを根底から覆したとされています。ＫＥＮＺＯの創り出

すすべてのものには、アプローチの核である「旅」「カルチャ

ー」「ファッション・マニフェスト」が反映され、またアヴァンギ

ャルドなアーティスト、ミュージシャン、俳優、デザイナーと

の画期的なコラボレーションでも知られています。 
 

【レディス・メンズウェア】 

■ｓａｃａｉ （サカイ） 
 

ベーシックでクラシカルなアイテムを崩し変形しながら、独特

のエレガンスを放つスタイルを表現するファッションブランド。

特定の機会に留まらず、日々のさまざまな場面において成立

する「日常の上に成り立つデザイン」をコンセプトに展開して

います。 

 

【レディス・メンズウェア／鞄／革小物】 

■ＳＡＩＮＴ ＬＡＵＲＥＮＴ （サンローラン） 
 

フランスを代表するラグジュアリーブランド、「サンローラン」。メンズ

とウィメンズのウェアをはじめ、バッグやシューズなどのアクセサリ

ーまでフルカテゴリーを揃えた店舗がオープン。内装は、白のマー

ブル、アールデコとミニマリズムを基調とした既存のストアコンセプ

トを採用しています。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ジバンシィ 
 

１９５２年に設立され、現在はアーティスティック・ディレクタ

ー、クレア・ワイト・ケラーによるクチュールメゾン「ジバンシ

ィ」。エッジの効いたエレガンスなスタイルはハイファッション

からストリートまで幅広いシーンで愛用されています。店舗限

定コレクションと共に定期的にストアコンセプトも変わります。 

 

【鞄／靴】 

■ＪＩＭＭＹ ＣＨＯＯ （ジミー チュウ） 
 

ロンドン発のラグジュアリーアクセサリーブランド。卓越したクラフツマ

ンシップと、センシュアルでありながらも遊び心溢れるコレクションを展

開し、セレブリティをはじめ、世界中の女性を魅了しています。シュー

ズを軸に、バッグ、革小物、フレグランスなどフルカテゴリーで展開し

ています。また、メンズコレクションも揃います。 

【レディスウェア】 

■ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ （ステラ マッカートニー） 

 
２００１年に設立のラグジュアリーライフスタイルブランド。シ

ャープなテーラリング、自然な自信を感じさせるスタイルを

特長としデザインから店舗運営や商品生産に至るまでサス

テナブルを実現する革新的な方法を常に追求し続けていま

す。生涯を通じてベジタリアンであるステラは、レザーやファ

ーを一切使用しておりません。 

 

【化粧品】 

■ディオール バックステージ ストゥーディオ 
 

最新のディオール メイクアップ製品を展開する、クチュールとリ

ンクしたカラー溢れる芸術性とエネルギーに満ちた特別な空間。 

お客さまの新たなる美しさを創造する、ストゥーディオ限定のメイ

クアップサービスや製品を多数ご用意しています。 

 

 

【ジュエリー／ホーム＆アクセサリー】 

■ティファニー＠渋谷スクランブルスクエア 

（ティファニー アット シブヤスクランブルスクエア） 
今年原宿・キャットストリートにオープンし話題沸騰中のコン

セプトストアの第２弾が誕生。通常のストアとは全く異なるコ

ンセプトを採用し、ジュエリーをより身近に体験いただける

オープンな環境を展開。キャットストリート店でも大人気の、

商品にオリジナルの刻印をその場で簡単に施せるパーソ

ナライゼーションや、提案型スタイリングスペースを設置し、

インタラクティブなサービスを提供します。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＢＡＬＥＮＣＩＡＧＡ （バレンシアガ）  
 

アーティスティック・ディレクターのデムナ・ヴァザリアによるブランド

テーマを反映させた、ワイドな建築プロジェクトに基づいたデザイン

のストア。ウィメンズ、メンズのレディ・トゥ・ウェアからバッグ、シュ

ーズ、アクセサリー、サングラスまで展開します。 

 

【ジュエリー】 

■ＢＶＬＧＡＲＩ （ブルガリ）  
 

ブルガリ生誕の地であり、２７００年以上の歴史を誇る永遠の

都 ローマに着想を得たブルガリの代表的なコレクションであ

る「ビー・ゼロワン」、「セルペンティ」、「フィオレヴァー」、「ディ

ーヴァ ドリーム」、「ブルガリ・ブルガリ」や、ブライダルジュエリ

ー、アクセサリーコレクションと幅広く取り揃えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ ＤＡＩＬＹ５（日常性＋発見性） 
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【レディスウェア】 

■Ａｑｕａｓｃｕｔｕｍ ＷＨＩＴＥ ＬＡＢＥＬ 渋谷エリア初 

（アクアスキュータム ホワイトレーベル） 
Ａｑｕａｓｃｕｔｕｍが現在まで守り続けるそのラグジュアリー性やクラフト

マンシップのアティチュードを引き継ぎ、よりモダンナイズされたコンテ

ンポラリーブランドとして誕生したのが「Ａｑｕａｓｃｕｔｕｍ ＷＨＩＴＥ ＬＡ

ＢＥＬ」。トラディショナルとモードの融合、時代の空気を纏った新しい

世界を発信します。 

 

【鞄】 

■ＡＮＴＥＰＲＩＭＡ （アンテプリマ） 
 

“Ｓｉｍｐｌｅ ＆ Ｓｏｐｈｉｓｔｉｃａｔｅｄ … ｙｅｔ Ｓｅｘｙ”をコンセプトに、

現代に生きるアクティブな女性に向けて、イタリアから発信する

ＡＮＴＥＰＲＩＭＡ。エクスクルーシヴなワイヤーコードを使い手編

みで仕立てた、オリジナリティ溢れるワイヤーバッグを中心に、

ＡＮＴＥＰＲＩＭＡの新しい世界観を表現します。 

 

【鞄】 

■ＶＡＳＩＣ （ヴァジック） 
 

Ｔｉｍｅｌｅｓｓ  ＆  Ｃｌａｓｓｉｃ、日常で使える私だけの定番   

“Ｍｙ Ｓａｎｄａｒｄ Ｂａｇ”をテーマに、２０１５春夏コレクションよ

りニューヨークにて発表し、スタートしました。おしゃれを楽し

むすべての女性へ、それぞれのライフスタイルにフィットする

「バッグの在り方」を提案するハンドバッグブランド。シンプル

かつ機能的、エレガントでありながらも大人の遊び心を加え 

た、普遍的なデザインが特徴です。 

 

【レディス・メンズウェア／アクセサリー】 

■ＥＭＰＯＲＩＯ ＡＲＭＡＮＩ ＣＯＮＣＥＰＴ ＳＴＯＲＥ （仮称） 

（エンポリオ アルマーニ コンセプトストア） 
従来のブティックとは異なるストアデザインと商品アイテムを取

り揃えた世界初のコンセプトストアです。シーズン毎にテーマを

持った商品を展開し、エンポリオ アルマーニの新たな魅力を提

案します。デザイナー ジョルジオ・アルマーニの「お買い物の楽

しさを味わっていただきたい」との思いがコンセプトとなった、イ

タリアを代表するコレクション ブランドの新たな展開です。 

 

【メンズウェア】 

■ＯＬＤ ＥＮＧＬＡＮＤ Ｈｏｍｍｅ 渋谷エリア初 

（オールドイングランドオム） 
１８６７年パリ・オペラ座近くに誕生した「ＯＬＤ ＥＮＧＬＡＮＤ」は、

世界中の紳士憧れの店でした。英国正統派スタイルにフランス

のエスプリや色使いをプラスしたダッフルコートやネイビーブレ

ザーなどの定番アイテムで、いつの時代も愛される“フレンチア

イビースタイル”をお届けします。 
 

 

【レディスウェア／アクセサリー／雑貨】 

■４２８－２２４ （シブヤニーニーヨン） 新業態 
 

渋谷初のセレクトショップや新進のファッションブランドが同じ

空間に集結する、東急百貨店が発信する全く新しいセレクトス

トアです。世界中から集められた最旬デザイナーズブランドか

ら次世代ブランドに加え、話題性の高い期間限定イベントも含

めて５０ブランド以上を展開します。インターナショナルブランド

を扱う福岡発のセレクトショップ「マギークープ」、無駄を削ぎ落

したシンプルでミニマルなデザインや、タイムレスで本質的なア

イテムを通して、纏う人の内面的な豊かさを表現する「リムアー

ク」、最先端の情報に基づく出版社ならではのブランドのセレク

トと編集が魅力の「集英社フラッグショップ」やコンテンポラリー

ジュエリーのセレクトショップ「ディアリウム」も出店します。 

 

【アクセサリー】 

■ＳＴＡＲ ＪＥＷＥＬＲＹ（スタージュエリー） 
 

７０年以上の歴史を持つジュエリーブランド。ファッションジュエリ

ーからブライダルリングまで、オリジナルデザインと品質にこだわ

り、国内の自社工房でのものづくりを徹底しています。デジタル

ツールを使用し、近未来のジュエリーショップを体験していただ

けます。「ＬＡＢＯ」を表現した店内で、自社のデザイナー、クラフ

トマンがいるからこそできる、こだわりのあるジュエリーをお作り

いただけます。 

 

【靴／ファッション雑貨】 

■Ｓｅｒｇｉｏ Ｒｏｓｓｉ （セルジオ ロッシ） 
 

イタリア製ラグジュアリーシューズブランドが展開するグラフィカ

ルなスペシャルドロゴパターンを採用したデュアルコンセプトス

トア。確かな信頼を寄せられるウィメンズコレクションと、今年２

年ぶりに再始動したメンズコレクションを揃えます。渋谷スクラ

ンブルスクエア店ならではのカジュアルシックな商品展開も加

わります。 
 

【レディス・メンズウェア】 

■ＴＡＴＲＡＳ （タトラス） 渋谷エリア初 
 

２００６秋冬よりミラノに拠点を置き、イタリア、ポーランド、日本と

のコーポレートブランドとしてスタートしたイタリア発のアウトフィッ

トレーベルです。「ｉｎ ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ」をブランドコンセプトに、ＢＡＳ

ＩＣ、ＭＩＬＩＴＡＲＹ、ＥＬＥＧＡＮＣＥ、ワンランク上の洗練されたデザ

イン、クオリティを追求するＲ ＬＩＮＥ、モノづくりにフォーカスしたＡ

ＴＥＬＩＥＲ ＬＩＮＥの全５ＬＩＮＥから成るコレクションは、機能的、洗

練された、唯一無二という３つの普遍的テーマを生かした造形美

を追求しています。 

 

【鞄／財布】 

■ＨＩＲＯＫＯ ＨＡＹＡＳＨＩ （ヒロコ ハヤシ） 
 

「ＣＨＩＣＣＨＩＳＳＩＭＯ／シッキシモ（伊） シックの最上級の意」

をキーワードに、遊び心と独自の価値観を持つ大人のため

のブランド。バッグは夢と思い出を入れるもの、美しい手の

動きを促すものという哲学が込められています。 

 

【メンズウェア】 

■ＢＯＳＳ Ｓｔｏｒｅ （ボス ストア） 
 

「ヒューゴ ボス」のコアラインである「ボス」は、シャープなテーラリ

ングをはじめ、厳選されたカジュアルウェアやアクセサリーなど、さ

まざまなライフスタイルをカバーするアイテムを取り揃え、洗練され

たお客さまにコンテンポラリーで自信に満ちたスタイルを提案しま

す。 

【カフェ／イタリアン】 

■Ｃａｆé Ｃｏｖａ Ｍｉｌａｎｏ （カフェ コヴァ ミラノ） 渋谷エリア初 

 
ミラノで２００年以上の歴史を誇るラグジュアリーパスティッチ

ェリア。優雅でクラシカルな内装が特徴で、ミラノで愛されて

いる本店を再現します。エスプレッソやカプチーノ、リゾットや

フレッシュケーキなどをお楽しみいただけます。また、チョコ

レートの詰め合わせやホリデーシーズンに人気のパネトー

ネなどギフトに最適な商品も取り揃えます。 

 

席数：３４席（テーブル３４席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ 

 

ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） 

さまざまなストーリーを持つモノ・コト・トキに触れ、回遊を通じて共感を醸成するゾーン 
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【カフェ／コーヒー】 

■ＲＥＡＬ ＤＲＩＰ ＣＯＦＦＥＥ Ｎｏ．１１ （リアルドリップコーヒー ナンバーイレブン） 新業態 
 

上島珈琲店が培ってきたコーヒーに関する知識と技術を活か

し、「コーヒーを楽しむ貴重なひと時」を提供する新業態カフェ。

こだわりのリアルドリップコーヒーに加え、季節のドリンクや自

家製コーヒーオイルを使用したフードなど、キッチン作りたての

商品をもう一段上質なサービスでお届けします。 

 

席数：５８席（テーブル５２席・カウンター６席） 

 

 

 

 

 
 

圧倒的かつ幅広いテイスト・グレードのアイテム編集で、お気に入りのアイテムが必ず

見つかる、“渋谷随一のファッション雑貨のデスティネーション”です。幅広いグレードがそ

ろう、バッグブランドを中心としたブティックゾーンの＜アベニュー＞、スニーカーからパン

プスまで「今欲しい」がそろう約１，８００足のシューズ編集ゾーンの＜パーク＞、新しい発

見があり、ファッション好きの好奇心をくすぐる雑貨編集ゾーンの＜ストリート＞。これらの

３つのゾーンと新鮮な提案をし続ける２カ所の＜Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ（イベントステージ）＞で構

成された、雑貨を買いまわる楽しさを体験できるフロアです。 
 

 

 

 
【サングラス】 

■ＩＳＭＹ （イズマイ） 渋谷エリア初 
 

選んだ１つを身に着けて、そっと居ずまいをただす。これが新

しいわたし。サングラス専門ショップ＜ＩＳＭＹ＞は、ラグジュア

リーブランドサングラスのバリエーションを渋谷エリア随一の

ラインアップで展開します。厳選されたハイブランドのサングラ

スが並び、高級感溢れるショップ内では洗練された雰囲気の

中、商品知識豊富なスタッフの接客で、お客さまのお好みの

スタイルに合わせた最高のサングラスをお選びします。 

 

【アクセサリー】 

■Ｖｅｎｄｏｍｅ Ａｏｙａｍａ （ヴァンドームアオヤマ） 
 

「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに、上質な日常使

いのジュエリーをご提案します。ファッションジュエリー・ブライダ

ルジュエリーをラインアップし、日本人女性のライフスタイルに

寄り添いながら、さまざまなシーンで女性をみずみずしく輝かせ

るスタイルのあるジュエリーをお届けします。 

【ハンドバッグ／革小物】 

■ｋａｔｅ ｓｐａｄｅ ｎｅｗ ｙｏｒｋ （ケイト・スペード ニューヨーク） 

 

１９９３年にニューヨークで誕生したケイト・スペード ニューヨー

クは、ハンドバッグ・アパレル・ジュエリー・シューズ・ギフトなど

を展開するライフスタイルブランドです。楽観的で女性らしいア

プローチで毎日のパーソナルスタイルを称賛し、若々しいスピ

リットと自信に溢れた女性たちを応援しています。ハンドバッ

グ・ジュエリーに加え、幅広い世代に人気のテックアクセサリー

を豊富に取り揃えます。 

 

【鞄】 

■ＣＯＡＣＨ （コーチ） 
 

１９４１年の創立以来、ニューヨークの街にインスパイアさ

れ、レザーとクラフトマンシップにこだわり続けるコーチ。美し

いデザインと高い機能性を持ち合わせたハンドバッグ、ウェ

アそしてシューズまで、伝統と革新を兼ね備えた新たなモダ

ンラグジュアリーを提案するファッションブランドです。 

【鞄／アクセサリー／時計】 

■ＳＷＡＲＯＶＳＫＩ （スワロフスキー） 
 

１８９５年、ダニエル・スワロフスキーにより設立されたスワロ

フスキー社は創立以来、世界的なクリスタルブランドへと発展

し、繊細なカットを施したジュエリー、ウォッチ、オブジェなどの

ホーム・デコール製品で多くのひとびとを魅了し続けていま

す。毎シーズン、ファッションのトレンドに合わせて発表される

コレクションには、大胆なステートメント・ピースから、流行に

左右されない定番のアイテムまで、さまざまなシーンを彩るジ

ュエリーが揃っています。 

【鞄／革小物】 

■ＦＵＲＬＡ （フルラ） 
 

１９２７年にイタリア・ボローニャにて創業し、９０年以上にわた

り、洗練されたレザー製品にこだわり続けてきた歴史あるブラ

ンドです。一流のクラフトマンシップによって創り出された、遊

び心あふれるスタイルのバッグを提案し、イタリアンレザーな

らではの、美しい発色のアイテムを展開します。 

【鞄／靴／レディスウェア】 

■ＭＩＣＨＡＥＬ ＫＯＲＳ （マイケル・コース） 
 

創造性と高いファッション性を備えた、あらゆるシーンで活

躍する都会的でスポーティーなコレクションを展開するライ

フスタイルブランドです。ラグジュアリーな“Ｊｅｔ Ｓｅｔ Ｌｉｆｅ”を

テーマに、知的で洗練された美しさと着心地の良さでワンラ

ンク上の日常を演出します。ハンドバッグを中心に、ウィメン

ズウエア・シューズなどの幅広いカテゴリーをラインアップし

ます。 

 

【鞄／ホーム・インテリア／ウェア】 

■Ｍａｒｉｍｅｋｋｏ （マリメッコ） 
 

独創的なプリントや色使いによって世界中のひとびとの暮

らしに喜びを届けてきた、フィンランド生まれのライフスタイ

ルデザイン・ブランドです。クロージング、バッグ、小物など

のファッションアイテムから、テーブルウェアなどのホームデ

コレーションアイテムまで展開します。 

【アクセサリー／時計】 

■４℃ （ヨンドシー） 

 
「身に着ける女性の心を満たすジュエリーをつくりたい」。１９

７２年、４℃が誕生したときから変わらないこの想い。生まれ

てはじめてのファーストジュエリーとして、永遠を誓うふたりの

ためのブライダルジュエリーとして、いくつもの喜びの瞬間に

寄り添い、今までも、そしてこれからも、すべての女性の人生

とともに輝きつづけます。ファッションジュエリー・ブラダイルジ

ュエリーのほかにも、ウォッチ・ペアリングをラインアップ。 

【鞄】 

■ＬＯＮＧＣＨＡＭＰ （ロンシャン） 
 

ジャン・キャスグランが１９４８年、パリに創業したバッグを中心

としたラグジュアリーファッションブランド。１９７１年に最初のレ

ディースハンドバッグを発表し、最もアイコニックな製品である

「ル プリアージュ®」はコンパクトに折り畳める革新的なレディ

ース ハンドバッグで、発売と同時にたちまち人気を博し、今も

ベストセラー製品となっています。また、定番のレザーハンドバ

ッグに加え、ギフトにもおすすめのポーチや財布なども豊富に

取り揃えます。 

 

ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） ５Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ 

▲＋Ｑ ＧＯＯＤＳ 内装イメージ 

ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） 

＋Ｑ ＧＯＯＤＳ（プラスク グッズ） 【運営：東急百貨店】 

アベニュー ゾーン 
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【鞄／ファッション雑貨】 

■ＶｅｅＣｏｌｌｅｃｔｉｖｅ／ＮＥＵＶＩＬＬＥ 日本初 

  （ヴィーコレクティヴ／ヌーヴィル） 
ＶｅｅＣｏｌｌｅｃｔｉｖｅは耐久性・撥水性に優れており、普段使

いはもちろん、ご旅行やレジャーシーン、ママバッグとし

てもおすすめです。定番のトートタイプは全てのバッグに

ショルダーストラップと収納用ポーチが付いており、パッ

カブルになりますので畳んで持ち歩けるのが嬉しいポイ

ントです。ＮＥＵＶＩＬＬＥはアイキャッチになるカラーが豊

富で、大きさや形も多種多様です。デザイン性が高く、定

番のモデルに加え、毎シーズン新しいモデルが登場しま

す。お財布、ポーチ、カードケースなどさまざまな小物も

非常に充実しています。 
 

【靴】 

■ＡＢＣ‐ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ ＳＨＩＢＵＹＡ 渋谷エリア初 

（エービーシー・マート スポーツ シブヤ） 
より快適なライフスタイルのため「ＳＰＯＲＴＳ ＳＴＹＬＥ」を

日常提案する新コンセプトショップです。ＡＢＣ‐ＭＡＲＴ限

定モデルのほか、ＮＩＫＥ、ａｄｉｄａｓ、ＶＡＮＳ、ｃｏｎｖｅｒｓｅな

ど人気ブランドスニーカーの最新トップモデルが続々入荷

します。 
 

 

【靴】 

■ＺＹＸ （ジックス） 日本初 
   

日本初上陸ブランドを多数ラインアップした、日本初業態

となる大人のためのプレミアムスニーカーストアです。日

本オリジナルＺＹＸ限定モデルもご用意し、毎シーズン追

加展開の予定です。クラシックなデザインから先進的なデ

ザインまで、インポートスニーカーでデザイン的にも価格

的にもオールラウンドな品揃えを実現した、プレミアムス

ニーカーストアの誕生です。 
 

【靴】 

■’ｅｉｒ （ゼア） 渋谷エリア初 
 

イタリアで生産される良質なオリジナル商品ＩＮＴＥＲ‐ＣＨＡＵＳＳＵ

ＲＥＳ（インターショシュール）のほか、ＦＡＢＩＯ ＲＵＳＣＯＮＩ（ファビ

オ ルスコーニ）など、ヨーロッパ各地で活躍するデザイナーのエ

ッジの効いた上質なインポートシューズやバッグのコレクションを

ゼア独自の視点でセレクトし、ご紹介します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鞄／帽子／アクセサリー】 

■ａ‐ｊｏｌｉｅ （アジョリー） 渋谷エリア初 
 

大人かわいいユーモアと遊び心のあるファッショングッズブランド

「アジョリー」。アイコンのパールサングラスを中心にブランドディ

レクターＡＫＩが厳選するインポート雑貨をプラスし、世界各国より

買い付けたＢＡＧや雑貨が揃うセレクトショップです。ここだけの

限定商品なども発売予定です。 

【鞄／アクセサリー】 

■ＰＡＰＩＬＬＯＮＮＥＲ （パピヨネ） 

 
上品な女性らしさ＝ｆｅｍｉｎｉｎｅでありながら永く愛用されてき

たものが醸し出す存在感＝ｖｉｎｔａｇｅが程よく混在したｆｅｍｉｔａ

ｇｅ（フェミテージ）なファッション雑貨を国内外より厳選しご提

案します。現代的かつ洗練されたデイリースタイリングに、

時には主役に、時にはアクセントになるファッションアイテム

のラインアップです。渋谷スクランブルスクエア限定コンテン

ツ“世界のてしごと”を展開します。国内外の新進のデザイナ

ーの作品から伝統工芸まで、パピヨネの視点で切り取った

ハンドクラフトの作品を提案します。 
 

【アクセサリー／ファッション雑貨】 

■ＲＥＡＬ ＤＥＳＩＧＮ ＳＩＴＥ 新業態 

（レアル デザイン サイト） 
アクセサリー、ジュエリーを中心にクリエイティブな商品とアートピ

ースが共存する唯一の編集ショップ。ＦＡＳＨＩＯＮ（流行）だけにと

らわれず、ＯＲＩＧＩＮＡＬＩＴＹ（独創性）を大切にしているブランド、

デザイナー、プロダクトとお客さまが出会い、交流できる場所をご

提案します。定期的に開催されるデザイナー来店イベントでは、

直接デザイナーとお話を楽しみながら、デザイナーの感性で作り

上げた個性あふれる作品を沢山ご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーク ゾーン 

ストリート ゾーン 
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約６００坪の中にコスメ４０ブランドとカフェ、期間限定ショップを高密度編集した、渋谷

最大級の規模を誇る全く新しいビューティーフロアです。最新・最旬のメイクアップブランド

に加え、総合カウンセリングブランドや、オーガニックコスメ、フレグランスなどコスメやキ

レイにまつわるブランドをラインアップ。ブランドごとの垣根を低くし、幅広いアイテムを展

開。５カ所の＜Ｅｖｅｎｔ Ｓｔａｇｅ（イベントステージ）＞では、話題の雑貨から食の特集、メイ

クアップイベントまで、美にまつわる最先端のテーマを体感できます。美のさまざまな要素

をカバーする全く新しいビューティーフロアです。 

 

 

【化粧品】 

■ＲＭＫ （アールエムケー） 
 

ブランドコンセプトは“ＣＯＬＯＲ ＣＬＯＳＥＴ”。服を着替えるよう

に、メイクを着替える。もっと自由に、気ままに、大胆に。ＲＭＫ

は、今日の私が、「今日なりたい私」へ解き放たれる、「もうひと

つのクローゼット」の提案をします。 

 

【化粧品】 

■ＡＣＳＥＩＮＥ （アクセーヌ） 
 

１９７３年、皮膚科専門医と９社の企業とともに「ＡＣＳ研

究会」を設立し、化粧品部門として化粧品を開発し、現

在に至ります。お客さまひとりひとりが考えるより健やか

で美しい肌に近づくお手伝いをするために、ゆっくりと落

ちついてお肌悩みやニーズをお伺いできる空間づくり

と、気軽にアクセーヌ製品を試していただきやすい環境

を提案します。 

 

【化粧品】 

■ＡＤＤＩＣＴＩＯＮ （アディクション） 
 

年齢を問わず自分らしいスタイルを求めるすべての女性

たちのために生まれたメイクアップアーティスト・ＡＹＡＫＯ

のオリジナルブランドです。世界を舞台に仕事をするＡＹＡ

ＫＯの経験に基づき開発された、かつてないバリエーショ

ンのＣＯＬＯＲＳ ＆ ＴＥＸＴＵＲＥＳをお試しいただけます。 

 

【化粧品】 

■ＡＮＮＡ ＳＵＩ ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ （アナ スイ コスメティックス） 

 

ときめきを呼び覚ます、さらに洗練されたアナ スイの新しい空

間が誕生。ドレッサーまわりを飾りたくなる、こだわりのアイテ

ムを取り揃えています。あなたの好きなもの、新しい出逢い叶

える空間で、思う存分にお楽しみください。 

 

【化粧品】 

■ＡＬＢＩＯＮ （アルビオン） 
 

社名の由来である「白亜の国、白い国」を表現すべく「白」

にこだわり、“透明感のあるしなやかな肌”をイメージした

店内に、高級感あふれる紺色をベースとしたＬｕｘｕｒｙ Ｓｐ

ａｃｅを配置した二面性のある店内。ＡＬＢＩＯＮとしてお客さ

まのニーズに答えながらも飽きさせない演出を施し、ＡＬＢ

ＩＯＮが目指す「透明感のあるしなやかな肌」に導くラインア

ップをご用意しています。 

 

【化粧品】 

■Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ （アンプリチュード） 渋谷エリア初 

 
単なるメイクを提案するだけでなく、ひとりの人間として女性

に自信を与え、日々勇気をもたらす“顔”を提案します。クリ

エイティブ ディレクターＲＵＭＩＫＯがつくりあげる、まさに大

人でなければ宿せない、一面的ではない奥の深い美しさを

引き出すメイクアップブランドです。ベースメイクアイテム・カ

ラーメイクアップを中心にラインアップを揃え、大人の女性

たちに「かっこいい大人美」をご提案します。 

【化粧品】 

■Ｙｖｅｓ Ｓａｉｎｔ Ｌａｕｒｅｎｔ Ｂｅａｕｔè （イヴ・サンローラン・ボーテ） 
 

女性に自信、大胆さ、センシュアルな魅力、そして何より自

分に誇りを持って人生を前向きに生きてもらうために美しさ

とスタイルを提案するイヴ・サンローラン・ボーテ。ＹｏｕＣａ

ｍによるバーチャルメイクアップ体験に加え、ルールに縛

られることなく、直感で心が揺れたものをご自身で手に取

ってお試しいただける環境をご用意。ＹＳＬが放つエッジー

でラグジュアリーな世界観のストアで、最先端のビューティ

ーをご体験ください。 

 

【化粧品】 

■ＩＴＲＩＭ （イトリン） 渋谷エリア初 
 

いと、凜と、生きる。本質的な美しさを持つ女性たちに向けたプ

レミアムエイジングブランドＩＴＲＩＭ。“結果を大切にする”化粧品

であること。そのビジョンのもと、世界で実績のある伝統的な有

用植物を最新美容の知見に照らし合わせた処方は、天然素材

のもつ多機能性が活かされたスキンケアとして開発されました。

プレミアムエイジングケアブランドとしてＩＴＲＩＭは全ての女性た

ちに凜と輝く美しさをご提案します。 

【化粧品】 

■ＩＰＳＡ （イプサ） 
 

ラテン語で「自ら」、「自発的な」を意味するイプサ。自ら美しく

なろうとする肌の生命力、美的生命力に着目し、個人が持つ

本来の美しさを内面から引き出すために、そのお客さまだけ

に合った「レシピ」を提案し、一人一人の肌質を考えた個性

重視のカスタマイズを大切にする化粧品ブランド。クレンジン

グ・洗顔と１７種類のＭＥ（化粧液）のほかに、スキンケア商

品、メイクアップ商品や、メイクグッズなどさまざまな商品を

展開します。 

 

【化粧品】 

■ＳＫ‐Ⅱ （エスケーツー） 
 

透明感のあるクリアな素肌へと導くスキンケアブランド「ＳＫ‐

Ⅱ」の製品を取り扱い。発酵と酵母に美しい肌への秘密があ

るのでは、というインスピレーションからＳＫ‐Ⅱの美肌探求は

始まりました。ブランド誕生から３９年、幅広い世代の方から

のご支持に支えられ、今や日本以外の国においても人気を博

しています。お客さまのニーズに応じてＳＫ‐Ⅱをご体験いた

だける、トライアルゾーン、カウンセリングゾーンをご用意して

います。 

 

【化粧品】 

■ＥＳＴĒＥ ＬＡＵＤＥＲ （エスティ ローダー） 
 

１９４６年の創立以来、エスティ ローダーはつねに、科学的、技

術的に革新し続け、新しい素材と最先端のテクノロジーを駆使

した製品を次々と発表し、世界的な支持を得ています。すべて

の製品はあらゆる角度から研究され、厳しい製品テストに合格

して生まれたものです。あなたの肌へ、最高のエレガンスと、品

質に裏付けられた素晴らしい効果をお届けします。 

 

【化粧品】 

■ｅｓｔ （エスト） 
 

「ダイヤモンドの原石を磨きあげるように。その人だけの内

なる生命力を輝かせたい」そう願って２０００年に誕生したエ

スト。これまで、何千何万という肌を見つめ続けてきたエスト

の知見や皮膚科学に基づき、個々の悩みに対応し、あなた

の美しさを引き出すための商品を、ビューティアドバイザー

による独自の肌解析を通してご提供します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲＋Ｑ ＢＥＡＵＴＹ 内装イメージ 

＋Ｑ ＢＥＡＵＴＹ（プラスク ビューティー） 【運営：東急百貨店】 

６Ｆ：Ｂｅａｕｔｙ ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） 
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【化粧品】 

■Ｅｌéｇａｎｃｅ （エレガンス） 
 

Ｅｌéｇａｎｃｅのブランドコンセプトである「洗練の個性美」を演

出。女性たちのＯＮとＯＦＦを豊かに彩り、「いまがいちばん

美しい」と思える極上の色選びができる空間。自信と輝きに

満ちた私を演出したいときにおすすめのシリーズと、心地良

く開放された私に出会いたいときにおすすめのシリーズのラ

インアップをご用意します。 

 

【化粧品】 

■ＫＡＮＥＢＯ （カネボウ） 
 

ブランドの象徴である“Ｋ”をデザインの中心とし、スキンケア

のリズムを想起させるゆるやかなラインの「白」と、時代にとら

われない普遍的な美を提案するメイクアップを「黒」で表現。女

性の美しさのリズムを感じながら、適切なタイミングでケアをす

る「時間美容」発想のスキンケアと、時を超えて、国を越えて

感じる美しさを実現するメイクアップをご提案します。 

【化粧品】 

■ＣＯＶＥＲＭＡＲＫ （カバーマーク） 
 

さまざまな肌への悪影響にさらされる現代人の肌環境を

考え、より負担の少ない使用感や、美しい仕上がりを持続

させる品質を追求しており、多くの女性に支持されている

ファンデーションのエキスパートブランドです。美容のプロ

フェッショナルとしての、美容知識、化粧品知識、カウンセ

リング力のもと、高品質でお客さまからの満足度の高い製

品を自信をもっておすすめします。 

 

【化粧品】 

■ＣＬＡＲＩＮＳ （クラランス） 
 

フランスのスパ発祥でもあるクラランスは、スキンケアの

みならず、ボディケア、メイク、マタニティケア、メンズ製

品など、さまざまな製品を取り扱っています。 

【化粧品】 

■ＣＬＩＮＩＱＵＥ （クリニーク） 

 

自由に、気軽に、お試しいただけるカウンターです。じっく

りお選びになりたい方には、コンサルタントがお肌を見な

がらご提案いたします。お客さまのお時間、ニーズに合わ

せて、スキンケア・メイク体験ができるサービスもご提供。

ロングセラーのモイスチャー サージや人気のチークなど、

スキンケア・メイク製品を幅広くご用意しています。 

 

【化粧品】 

■ｃｌé ｄｅ ｐｅａｕ ＢＥＡＵＴÉ （クレ・ド・ポー ボーテ） 
 

最新の肌サイエンス研究から生まれたスキンケアとメー

キャップブランドとして、これまでの化粧品の次元を超

え、内側から輝くような美しさを放つ肌を目指す女性たち

に、最高のときめきを届けます。昨今のＣＰＢ ＷＯＭＡＮ

にとっての贅沢とは、心動かされる時間を過ごしたり、想

像力を刺激されること。カウンターでは、温かい雰囲気や

上質な素材にこだわり、記憶に残る時間になるようにと

考えました。また、未だ見ぬ自分自身の頂点美貌を極め

るシナクティフの取扱いもしています。 

 

【化粧品】 

■ＤＥＣＯＲＴÉ （コスメデコルテ） 

 
新たな自分を発見できるポイントメイク、すこやかな肌に導く

スキンケアをカウンセリングの上ご紹介しております。２０２０

年に５０周年をむかえるコーセーハイステージブランドです。 

【化粧品】 

■ＳＨＩＳＥＩＤＯ （シセイドウ） 
 

１８７２年、東京銀座に生まれてからずっと、アートとサ

イエンスの融合で、時代の美を創造し続けてきた資生

堂。その名を受け継ぐ、ただ一つの化粧品ブランド。現

代日本の美意識（アート）と最先端の皮膚科学（サイエ

ンス）を融合し、肌本来の働きをすこやかにするスキン

ケアとその人自身の魅力を表現するメイクアップで、人

の内なる美しさを引き出します。 

 

【化粧品】 

■ＣＨＡＮＥＬ ＦＲＡＧＲＡＮＣＥ ＆ ＢＥＡＵＴＹ 

（シャネル フレグランス＆ビューティ） 
「ファッションは移り変わるが、スタイルは永遠。」このメッセ

ージは、マドモアゼル シャネルのクリエイションの本質を

表しています。デザイナーであり、時代の先駆者であった

彼女は、ファッションを改革し、シンプルなラグジュアリーを

生み出しました。シャネルは今も彼女の革新のスピリットを

継承しています。フレグランス、メイクアップ、スキンケア、

それぞれの分野で、時代を超えたモダニティをもつクリエイ

ションを発信し続けます。 

 

【化粧品】 

■ｓｈｕ ｕｅｍｕｒａ （シュウ ウエムラ） 
 

“ｔｏｋｙｏ ｍａｋｅ ｕｐ ａｔｅｌｉｅ”というコンセプトのもと、東京の

カルチャーや日本の職人技からインスパイアされたショップ

デザイン。色とりどりの世界でメイクを遊び、自分だけの美

しさを手に入れることができる特別な空間になっています。

創設者の植村秀による、「美しいメイクアップは、美しい素

肌からはじまる」という考えのもと、常にメイクアップとスキ

ンケアの双方からビューティへと昇華することを目指してい

ます。 

【フレグランス／化粧品】 

■ＪＯ ＭＡＬＯＮＥ ＬＯＮＤＯＮ （ジョー マローン ロンドン） 
 

身に纏うコロンやご自宅で使えるラグジュアリーなバス＆

ホームフレグランスを豊富に取り揃えています。ジョー マ

ローン ロンドンのギフトはブライダルや誕生日、クリスマ

ス、そしてお礼のギフトとして世界中で選ばれています。す

べての製品をジョー マローン ロンドンのアイコンであるク

リーム色のギフトボックスに美しくラッピングしてお渡ししま

す。 

 

【化粧品】 

■ＪＩＬＬＳＴＵＡＲＴ （ジルスチュアート ビューティ） 
 

「すべては女の子の“かわいい”のために」少女だけが

持つ透明感と、大人の女性に漂うセクシーさを絶妙に引

き出し、最高の「かわいい」を叶えます。ポイントメイク、

ベースメイク、フレグランス、バスボディ、スキンケア、化

粧雑貨など幅広い商品のラインアップ展開で、いずれも

ジルスチュアートのコンセプトである「Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｓｅｘｙ」

を叶えるアイテムです。 

 

【化粧品】 

■ＳＨＩＲＯ （シロ） 
 

自分たちが使いたいものをつくることをベースとし、厳選した

素材の力を最大限に引き出してつくるスキンケア、メイクア

ップコレクション、フレグランスを提供します。 

【化粧品】 

■ＳＵＱＱＵ （スック） 
 

今を生きる大人の女性を見つめ、進化する旬を提案し、大人

の女性のビューティーを更新させていくブランド。“すっく”とま

っすぐに立つ立ち姿がブランド名の由来であり、凛として、し

なやかな女性をイメージしています。 

 

【化粧品】 

■Ｃｅｌｖｏｋｅ （セルヴォーク） 
 

人気の「ディグニファイドリップス０９」をはじめ、ベースメイク、

スキンケアまで全商品をご用意しています。洗練された空間

で、セルヴォークの世界観をじっくり体感いただけます。 

 

 
 

 

【フレグランス／化粧品】 

■ｄｉｐｔｙｑｕｅ （ディプティック） 
 

ｄｉｐｔｙｑｕｅは、３人のアーティストたちによってパリのサン・ジェ

ルマン大通り３４番地で１９６１年に幕を開けたフレグランスメゾ

ンです。フレグランス、キャンドルを含むホームフレグランスや

ボディケア製品は、いつも細部にこだわりを持っています。創

業者たちが旅した各地の記憶や風景をインスピレーションの

源に、自然の美しさと、魅力的な数々の天然素材を香りで表現

したフレグランスは、１つ１つが個性的な世界観やストーリーを

持ち、ミステリアスでありながら親しみを感じさせます。 
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【化粧品】 

■Ｔｏｏ Ｆａｃｅｄ （トゥー フェイスド） 渋谷エリア初 
 

１９９８年にカルフォルニアで誕生したトゥー フェイスドは、

お客さまを楽しませ、ワクワクさせる遊び心満載のメイクア

ップブランドです。全米を中心に大人気のトゥー フェイスド

のコスメでメイクの変幻自在なパワーを体験できます。心

踊るパッケージ、お茶目なネーミング、デリシャスな香りも

お楽しみください。 

【化粧品】 

■Ｔｏｍ Ｆｏｒｄ Ｂｅａｕｔｙ （トム フォード ビューティ） 渋谷エリア初 
 

“ラグジュアリー”という言葉を２１世紀にふさわしく再定義

することをミッションとして、ブランドを立ち上げました。こだ

わりのビューティラインと香水のコレクションをご用意。トム 

フォード氏の世界観を堪能いただける環境の中でラグジュ

アリーな体験をしていただけます。 

【化粧品】 

■ＮＡＲＳ （ナーズ） 
 

フランソワ・ナーズのクリエイティブなビジョンにより、１９９４

年に１２本のリップスティックから始まったＮＡＲＳ。彼の自由

で斬新な美の哲学を通じて女性たちの自己表現力を掻き立

てイマジネーションに満ちたアーティスティックな世界を作り

出しています。すべての商品に自己表現の限りない可能性

が秘められています。 

【化粧品】 

■ＦＡＮＣＬ （ファンケル） 
 

無添加スキンケアやサプリメントを取り揃え、専門スタッフに

よるカウンセリングで、カラダの内と外からキレイを実現する

「内外美容」のご提案や、最新の機器を活用したカウンセリン

グにより、「今」と「将来」にわたって最適なキレイと元気を提

供します。お肌の状態を数値化するスキンケアカウンセリン

グのほか、タブレット端末に写真を送り込んで手軽にメイクを

試せるメイクシミュレーション体験、血管の老化度・弾力性を

約２０秒でチェックできる今話題の血管年齢チェックも体験い

ただけます。 

 

【化粧品】 

■ＰＡＵＬ ＆ ＪＯＥ ＢＥＡＵＴＥ （ポール アンド ジョー ボーテ） 
 

人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイルを提案

するコスメティックス。化粧効果はもちろん、見て楽しい、触

って楽しい、飾って楽しい、持っていることが幸せ。ポール 

＆ ジョー ボーテは、自分自身はもちろん、まわりの人も幸

福感に満ち溢れるようなライフスタイルを発信していきま

す。厳選された花々のトリートメント成分を効果的に配合し、

肌の内側から輝くようなやわらかい肌へと導きます。 

 

【化粧品】 

■ＢＯＢＢＩ ＢＲＯＷＮ （ボビイ ブラウン） 
 

１９９１年、ブラウンベースの１０色のリップでメイクの世界に

センセーションを巻き起こしたボビイ ブラウン。「ありのまま

の自分を受け入れ、個性を最大限に生かし、その人の自信

と魅力を引き出す」のコンセプトを基に、多種多様な肌色に

なじむ製品を世に送り出し、スキルの高いメイクアップアー

ティストによるＨＯＷ ＴＯを展開しています。 

【化粧品】 

■Ｍ・Ａ・Ｃ （マック） 
 

「すべての年齢、すべての人種、すべての性別」Ｍ・Ａ・Ｃは、世

界中のファッションウィークのバックステージにおいて、トレンド

を発信するプロフェッショナルなメイクアップブランドです。メイク

アップ アーティストたちが、Ｍ·Ａ·Ｃファンとの関係性を高めなが

ら、さらに新しいファンの獲得へと繋げ、世界をリードするトレン

ドセッターとしての地位を築きあげています。 

【化粧品】 

■ＬＡＮＣÔＭＥ （ランコム） 
 

世界中の女性たちにフレンチハピネスをお届けし、女性を

輝かせ、幸福で自信にあふれた姿にすることを、ブランドの

ヴィジョンに掲げています。ブランド誕生の礎となったフレグ

ランス、最先端技術を投入したスキンケア、そしてフレンチ

タッチなメイクアップとトータルに展開。日本にも研究所や工

場を持ち、日本の気候、習慣や肌ニーズに合わせた開発・

処方を行い、日本から世界へ製品を発信しています。 

 

【美容機器】 

■ＲｅＦａ （リファ） 
 

「美容を解放する」というビジョンのもと、既存の枠にとらわ

れない新しい美容習慣を提案するブランドです。常に新し

い「美」へのアプローチを革新させてきたＲｅＦａが、オリジ

ナルの「美」のコンテンツを発信し、お客さまご自身の潜在

的な生命美を覚醒し、ライフスタイルを一層輝かせます。

今までに味わったことのない、唯一無二のＲｅＦａの「美」を

体験できるカウンターです。 

 

【化粧品】 

■ＬＡＵＲＡ ＭＥＲＣＩＥＲ （ローラ メルシエ） 
 

パリの伝統とニューヨークの先進性を併せ持つ、ブランドの

世界観を体現した最新のカウンターです。さまざまな商品

を、楽しみながら自由に試せる、開放的な雰囲気が魅力で

す。人気のルースセッティングパウダーをはじめ、まるで素

肌のような仕上がりを実現するベースメーキャップ商品が

充実。さらには肌になじみ、洗練された印象に仕上がるカ

ラーメーキャップや、“人類モテ”の香りとＳＮＳなどで評判の

ボディアイテムなどさまざまな魅力を持つ幅広い商品を取り

揃えています。 

 

【化粧品】 

■Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ （ロクシタン） 
 

美しいプロヴァンスの世界観をモダンで洗練された空間で

表現。厳選された植物素材を使用したフレグランスやスキ

ンケア製品などを通じて、南仏プロヴァンスの暮らしを提案

するライフスタイルコスメティックブランドです。渋谷エリア

の店舗にはこれまでなかった、コンサルテーションエリアを

設置しゆっくりとしたカウンセリングを受けることができま

す。 

【カフェ／コーヒー／ケーキ】 

■ＡＮＮＡ＇Ｓ ｂｙ Ｌａｎｄｔｍａｎｎ 新業態 

（アンナーズ バイ ラントマン） 
１８７３年創業、ウィーンで最もエレガントと称される老舗“カフ

ェ ラントマン”監修の新業態。「身体の中から美しく」をコンセ

プトに、季節のフルーツやハーブ、野菜をふんだんに使った

スムージーやリフレッシュメントドリンクをメインに、ウィーン本

店のコクと滑らかさが際立つコーヒーやスイーツも揃え、カジ

ュアルながらリッチな時間を提供します。 

 

席数：３０席（テーブル３０席） 
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【アクセサリー／時計】 

■ｅｔｅ ｂｉｊｏｕｘ （エテ ビジュー） 渋谷エリア初 
 

シンプルモダンかつトレンドを讃えたデザインに、上質な遊び

心を効かせたジュエリー。繊細なディテールに宿る美しさを追

求しながらも、大人のプレイフルマインドを表現したコレクショ

ンを展開します。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＣＡＢＡＮＥ ｄｅ ＺＵＣＣａ （カバン ド ズッカ） 
 

毎日を新しい一日にできる服・気持ちよく出かけるための

服・着る人の個性をかたちにする服を提案します。 

 

 

 

【レディス・メンズウェア／ファッション雑貨】 

■ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ （トゥモローランド） 
 

ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤのハウスブランドを軸に“Ｅｄｉｔｉｏｎ”の

エッセンスを加え新しいライフスタイルを提案します。ブラン

ドの垣根を越えた自由な表現、時代を越え守り続けていく

伝統、世代を問わずファッションを楽しむという遊び心。文

化の生まれる街「渋谷」に新しいトゥモローランドが誕生しま

す。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＰＵＢＬＩＣ ＴＯＫＹＯ （パブリック トウキョウ） 渋谷エリア初・旗艦店 
 

２０１８年にスタートし、徹底された日本製とハイバリューが

好評のハイエンドカジュアルブランドＰＵＢＬＩＣ ＴＯＫＹＯが、

渋谷スクランブルスクエアに旗艦店をオープン。多様化する

ライフスタイルの中、それぞれのシーンに合わせた、素材、

着心地、機能性を大事にした本質的なカジュアルウェアを

追求します。 

 

【眼鏡】 

■フォーナインズ 
 

１９９５年に誕生した、日本のアイウェアブランドです。純金の

品質表示に由来するそのブランド名には、常に最高純度の品

質を目指して努力し続けるという意味が込められています。

独自のさまざまな機構や素材の特性をいかした設計により、

最良の掛け心地を実現した眼鏡、サングラスをお届けします。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＵＮＩＴＥＤ ＴＯＫＹＯ （ユナイテッド トウキョウ） 

 

日本の新たなモードスタイルを世界へ発信するＡＬＬ ＭＡＤＥ 

ＩＮ ＪＡＰＡＮのコンテンポラリーブランド。ベーシックでありな

がら上質で洗練された「ＭＯＤＥ（感性）」に高い技術と品質の

「ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ（構造）」をＭＩＸさせた次世代のベーシッ

クモードブランド。日本や渋谷のカルチャーなどをＭＩＸした特

別なアイテムと空間を渋谷店で演出します。 

 

【レディスウェア】 

■Ｌ’ＡＶＥＮＴＵＲＥ ｍａｒｔｉｎｉｑｕｅ 渋谷エリア初 

  （ラヴァンチュール マルティニーク） 

“Ｌ’ＡＶＥＮＴＵＲＥ”はフランス語で“冒険”を意味する言葉。 

日々の喧騒から抜け出したバカンスに必要なリラックス気分

を演出するウェアや心地よい緊張感のあるモダンなアイテ

ムを揃えて“シンプル・モダン・クリーン”をキーワードに日常

の生活をボーダーレスに愉しむ女性に向けて、自然体でい

ながら女性らしいノンシャランなスタイルを提案します。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■Ｌｅ Ｄｏｍｅ ÉＤＩＦＩＣＥ ｅｔ ＩÉＮＡ 

（ル ドーム エディフィス エ イエナ） 
ファッションを含めライフスタイル全般に興味を持つ高感度

な男性と、自分なりの心地良い時間を知っていて、しなやか

で知性を感じる女性。そんな男女をイメージし、それぞれが

上品さと上質さを兼ね備えながらもトレンドをスマートに取り

入れた洗練されたスタイルを提案します。 

 

 

 
 

【靴／帽子／レディス・メンズウェア】 

■クオリネスト 

 

「これまで経験・体験したことのない新たな快適」をテーマ

に誕生したセレクトショップ「Ｑｕｏｒｉｎｅｓｔ（クオリネスト）」。 

Ｑｕａｌｉｔｙ（上質）を備え、Ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ（独自性）を持つ、良

質なプロダクトを、洋服や小物からライフスタイルグッズま

で幅広く取り扱っています。フランスの老舗ベレーブランド 

「ＬＡＵＬＨÈＲＥ（ロレール）」は、サイズ調整が可能なモデ

ルもご用意しています。 

 

 

【鞄／財布】 

■ＫＵＲＡ ＣＨＩＫＡ ｂｙ ＰＯＲＴＥＲ （クラチカ バイ ポーター） 

 

「クラチカ」のショップ名は、創業者である吉田吉蔵（よしだ・き

ちぞう）の「蔵」と、その妻である千香の名前に由来していま

す。吉田カバンのメインブランドであるＰＯＲＴＥＲを中心にオ

ンリーショップならではの品揃えが特徴です。渋谷店は国内

の「クラチカ バイ ポーター」の中で、最も広い店舗面積を誇

ります。カジュアルからビジネス、トラベル、小物雑貨まで幅

広く充実した商品展開です。吉田カバン専門店として、精通し

たスタッフがお客さまのカバン選びをお手伝いします。 

 

【生活雑貨／レディス・メンズウェア】 

■ＴＨＥ ＳＨＯＰ （ザ・ショップ） 旗艦店 

 

これぞ定番と呼べるものだけを世界中から集めた店「ＴＨＥ 

ＳＨＯＰ」の国内最大の旗艦店です。デイパックの世界的

スタンダード「ＥＡＳＴＰＡＫ」とのコラボによる「ＴＨＥ ＤＡＹ 

ＰＡＣＫ」や、デンマーク王室御用達のカトラリー工場と作る

「ＴＨＥ カトラリー」などの新商品に加え、渋谷限定アイテ

ムも登場します。 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＪＯＵＲＮＡＬ ＳＴＡＮＤＡＲＤ （ジャーナルスタンダード） 
 

１２０坪の店舗空間を最大限生かし、商業施設の店舗とし

ては最大の品揃えで、限定商品なども販売します。ジャー

ナルスタンダード髄一の居心地の良い店舗環境を実現し

ました。オリジナルと国内外から集められた商品による、ベ

ーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックス

した独自のセレクトを展開します。 
 

【レディス・メンズウェア】 

■Ｂｓｈｏｐ （ビショップ） 渋谷エリア初 
 

「Ｂｓｈｏｐ」の関東エリア最大店舗。服も雑貨も暮らすため

の道具と捉え、歴史あるもの、本物を選び、ひとびとの暮ら

しの中で長く親しまれ、時を超え、歴史を生き抜いていくで

あろう「ｅｖｅｒｙｄａｙ ｃｌａｓｓｉｃ」を紹介していきます。 

 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ユナイテッドアローズ 
 

日本と西洋の文化・伝統を融合させた新しい生活文化の

創造を目指し、ファッションを通じて豊かさと上質感をキ

ーワードにライフスタイルを提案するセレクトショップで

す。駅に直結した渋谷スクランブルスクエア店ではドレス

からカジュアルまでさまざまなレーベルがラインアップ。

スニーカーバーやランジェリーサロンなどカテゴライズさ

れた店内では渋谷の街を買い回りするような感覚でトー

タルコーディネートを楽しんでいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

８Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） 

７Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） 
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【ランジェリー】 

■ａｎｔé ｂｙ ｉｎｔéｓｕｃｒé 渋谷エリア初 

（アンテ バイ アンテシュクレ） 
いつまでも心も体もキレイでいたい女性のためのランジェ

リー専門店。人気ブランド「サルート」をはじめ、こだわりの

セレクトでサイズもデザインも充実のラインアップ。高いフィ

ッティング技術と専門知識を持ったアドバイザーが渋谷で

輝く女性のお手伝いをします。 

 

【ルームウェア／タオル／雑貨】 

■ＵＣＨＩＮＯ ｒｅｌａｘ （ウチノ リラックス） 渋谷エリア初・旗艦店 
 

リラックスをキーワードに、入浴から眠りに入るまでの時間

に「気持ちいいモノに触れてリラックス」、旅先やリビングで

もくつろぎを楽しむ「リゾート気分でリラックス」をコンセプトと

して、タオルやウェアをはじめ、五感を豊かにする上質なア

イテムを揃えています。 

 

【鞄／財布】 

■ＭＳＰＣ ＰＲＯＤＵＣＴ （エムエスピーシープロダクト） 

 

メイドインジャパンをコンセプトにクオリティーの高いバッグを

展開するブランド「ｍａｓｔｅｒ‐ｐｉｅｃｅ」を中心にインポートブラン

ドやファッション雑貨などのセレクトアイテムも充実。素材選び

や豊富なカラーリングに定評あるアイテムはユニセックスにも

使っていただけます。休日に使えるバッグからビジネスシーン

まで幅広いラインアップを取り揃え、みなさまのライフスタイル

を豊かにするバッグを提案します。 

 

【帽子】 

■ｏｖｅｒｒｉｄｅ （オーバーライド） 
 

すべての人に帽子の楽しさを伝えるブランド＆セレクトショ

ップ。国内外からセレクトしたブランドや、シンプルながら素

材・縫製・被り心地にこだわったオリジナルブランド、異業

種とのコラボレーションアイテムなどを取扱います。渋谷な

らではのトレンドアイテムも揃えております。 

 

【鞄／雑貨】 

■Ｏｒｏｂｉａｎｃｏ （オロビアンコ） 
 

１９９６年、イタリア・ミラノ近郊で創設されたバッグ発祥の

ファクトリーブランド。イタリアらしい鮮やかなカラー、自然

で抜け感のあるフォルム、それでありながら実用性の高い

製品は、ビジネスからプライベートシーンまでさまざまなス

タイルを引き立ててくれます。 

 

【レディスウェア】 

■ＳＨＩＰＳ （シップス） 
 

「ＳＴＹＬＩＳＨ ＳＴＡＮＤＡＲＤ」をコンセプトに、国内外ブラン

ドとオリジナルを取り揃えセレクトショップとしての歴史を歩

んできたＳＨＩＰＳ。着る人の個性を引き出す洗練された「大

人のベーシック」を提案します。 

 

【時計・修理】 

■Ｔｉｍｅ Ｌａｎｄ （タイムランド） 旗艦店 

 

「Ｗａｔｃｈ Ｗａｒｄｒｏｂｅ」をコンセプトに毎シーズン、スーツ

を、シャツを、ネクタイを揃えるように、時計もシーズンファッ

ションとしてご提案します。趣味性を明確にしたウォッチセレ

クト、常に新しいブランド、情報を提案するとともにカジュア

ルウォッチからハイグレード機械式ウォッチまで、時計の

「魅力」と「クオリティ」をご紹介。時計技能士の資格を持つ

スタッフが常駐し、あらゆる時計の相談を承ります。 

 

【レッグウェア】 

■Ｔａｂｉｏ （タビオ） 
 

全世界のマーケットをターゲットにしたプレミアムレッグウェ

アブランドＴａｂｉｏ。コンセプトは高級リゾートホテルを連想さ

せる上質な空間、リラックス感を時代の流れに合わせて表

現します。確かな素材と職人技で作られる本物のレッグウ

ェアを渋谷から世界へお届けします。 

 

【呉服／着物レンタル】 

■ＴＯＫＹＯ ＭＡＳＵＩＷＡＹＡ （トウキョウ マスイワヤ） 
 

「呉服店」から「情報発信ＳＨＯＰ」へ。きもののコンビニエ

ンスなＳＨＯＰ。初めてきものをお召しになる方から、きも

の好きなお客さま、ちょっとお召しになってお出かけしたい

方まで幅広い品揃えでお迎えします。「きもの文化の継

承・発展」をコンセプトに既存業態との差別化を図り、渋谷

のこだわり・インターナショナルな装いをご提案します。 

 

【レディスウェア】 

■ｂｕｌｌｅ ｄｅ ｓａｖｏｎ （ビュルデサボン） 
 

年齢問わず誰もが自然体で着られる服を提案。少女が持つ

素朴で繊細な部分を、いつまでも忘れない女性のためのブ

ランドです。渋谷スクランブルスクエア店では、アンティーク

の什器や植物を配置し、クリーンで居心地の良い空間づくり

をします。 

 

【洋服直し・靴修理】 

■Ｆｏｒｍ‐ｉ × ＲＥＳＨ （フォルムアイ・リッシュ） 渋谷エリア初 

 

洋服お直し業界のリーディングカンパニー「フォルムアイ」

と、靴修理において卓越した技術と高品質な部材を有する

「リッシュ」がコラボレーション。洋服、バッグ、靴のサイズ直

しやメンテナンス、カスタムサイズへのリメイクなどを承りま

す。渋谷エリアの幅広いお客さまがご来店いただける店舗

です。 

 

 

【雑貨／インテリア雑貨】 

■Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ （フランフラン） 
 

女性のお客さまに特化したコンセプトストアです。商品は

店舗限定のアイテムを取り入れ、流行に敏感な女性が新

たな驚きや発見があるような商品をラインアップしました。

テイストごとに商品を陳列しているので、どんな女性でも

お好みのアイテムに出会えるお店です。空間は、ピンクゴ

ールドの曲線の什器を用いて、エレガントな空間に仕上

げています。 

 

【レディスウェア】 

■ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ （フリークス ストア） 
 

１９８６年創業以来、アメリカンライフスタイルの提案を軸

に流行を追うだけでなく、自らが生活体現者としてモノにま

つわるストーリーや体験といった「コト」の価値を伝えるの

が「ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ」。お客さまの生活に豊かさやワ

クワクを届けるため、おもしろい「コト」を常に発信し続けま

す。レディスのみのショップとして大人の女性に向けた内

装・商品を展開します。 

 

【ハンカチ／ポーチ】 

■ＬＯＶＥＲＡＲＹ ＢＹ ＦＥＩＬＥＲ 渋谷エリア初 

（ラブラリー バイ フェイラー）  
上質でかわいい色柄が人気のドイツ生まれのブランド「フェイ

ラー」のギフトコンセプトショップが渋谷エリア初登場です。“Ｌ

ＯＶＥ”と“ＬＩＢＲＡＲＹ”のワードを合わせたＬＯＶＥＲＡＲＹ。図

書館でお気に入りの本を探すようにギフト選びをお楽しみくだ

さい。 

 

 

 

【レディス・メンズウェア】 

■ＬＥ ＴＲＩＯ ＡＢＡＨＯＵＳＥ （ル トリオ アバハウス） 
 

「ＡＢＡＨＯＵＳＥ／Ｒｏｕｇｅ ｖｉｆ／そしてお店を訪れるお客

さま」の出会いから生まれる新たな３重奏。「３」という数字

の持つ力を信じて…そんな想いでＬＥ ＴＲＩＯ ＡＢＡＨＯＵ

ＳＥは誕生しました。訪れるお客さまが新しい自分と出会

える場所。それがＬＥ ＴＲＩＯ ＡＢＡＨＯＵＳＥです。 

 

【カフェ／コーヒー】 

■ＴＵＬＬＹ＇Ｓ ＣＯＦＦＥＥ （タリーズコーヒー） 
 

世界各国より厳選した豆を使用、最高の品質を追求し、一

杯一杯手作りで提供する本格的なエスプレッソを気軽にお

楽しみいただけるスペシャルティコーヒーショップ。スイーツ

やホットミールなど、コーヒーに良く合うフードメニューも充

実しています。 
 

 

席数：２４席（テーブル２４席） 

 

９Ｆ：Ｆａｓｈｉｏｎ ＳＴＯＲＹ６（物語性＋回遊性） 
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【総合雑貨】 

■東急ハンズ （トウキュウハンズ） 
 

お客さま一人ひとりのライフスタイルを実現する総合専門

小売業です。幅広い品揃えはもちろん、東急ハンズ初とな

る大規模なイベントスペースを新たにオープン。渋谷の中

心から「最旬・驚き・楽しさ・体感」を発信します。「便利で、

用事がなくても立ち寄りたくなる」新しい東急ハンズです。 

 

【カフェ／日本茶】 

■ｏｃｈａ ｒｏｏｍ ａｓｈｉｔａ ＩＴＯＥＮ 新業態 

（オチャルーム アシタ イトウエン） 
厳選したさまざまなお茶と茶器を取り揃え、多彩な愉しみ方

を通して、シーンを彩る “茶” の魅力をお届けします。伊藤

園ティーテイスターが、豊富な知識をベースにお客さまそれ

ぞれのお茶の愉しみ方をサポートします。 

 

席数：４３席（テーブル３６席・カウンター７席） 

 

 

 

 
 

【スマートフォン／ガジェット／雑貨】 

■ａｕ 渋谷スクランブルスクエア 渋谷エリア初 

（エーユー シブヤスクランブルスクエア）  
ついに目の前までに来た５Ｇ時代に向けて、ａｕはあらゆる

技術で驚きとワクワクの体験を広げていきます。ＫＤＤＩ直

営店として、みなさまの暮らしを楽しく、豊かにする未来を

体験できます。 

  

【手芸／アクセサリー】 

■貴和製作所 （キワセイサクジョ） 
 

手作りアクセサリーパーツの専門店です。和テイストの落ち着

いた店内には、スワロフスキー・クリスタルを始め、オリジナル

パーツやトレンド感溢れるアイテムを厳選して取り揃え、その

場で作って帰れるラボも併設しており、初めての方でも気軽に

楽しんでいただけます。毎日がワクワクに変わるライフスタイ

ルをご提案します。 

 

【革鞄／革小物】 

■土屋鞄製造所 （ツチヤカバンセイゾウショ） 渋谷エリア初 
 

１９６５年、東京でランドセル職人が立ち上げた、工房を発祥

とする革製品ブランド。日本の感性で、つくり手が見えるもの

づくりを大切に。１０年以上愛される定番から季節の限定品

まで、良質な素材を生かしたアイテムを展開し、ユーザーの

暮らしに寄り添う。渋谷スクランブルスクエアにオープンする

新店舗では、この秋冬登場する新シリーズの先行発売を予

定。 

 

【生活雑貨】 

■中川政七商店 （ナカガワマサシチショウテン） 旗艦店 
 

創業３００年の老舗「中川政七商店」の日本最大旗艦店。創

業の地、奈良をイメージした１３０坪を超えるスペースには、

長く愛される定番商品だけでなく、日本全国の産地で作ら

れた「いま」の日本の工芸が約４，０００点揃います。流行や

文化の発信地である渋谷で、人の手によって生み出され

る、豊かな暮らしの道具をご提案していきます。 

 

 

【書籍／カフェラウンジ／コワーキングスペース／スペシャルティ コーヒーストア】 

■ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ （ツタヤ ブックストア） 新業態 
 

ＴＳＵＴＡＹＡが提供する「シェアラウンジ」が登場。カフェや

オフィスにもなる上質な空間をアプリ予約によりお並びいた

だくことなく、スマートにご利用いただけます。旅をテーマと

した「ＢＯＯＫ ＆ ＣＡＦＥ」として、スターバックス コーヒーも

併設しており、渋谷で一番居心地の良い場所を目指してま

いります。 

 

営業時間： 

１０：００～２３：００（シェアラウンジ受付 １０：００～２２：００） 

席数：有料１２１席、スターバックス ５２席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月パース 

提出予定 

１１Ｆ：Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ｇｏｏｄｓ ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮ５（目的性＋滞在性） 

１０Ｆ：Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ｇｏｏｄｓ
ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮ５（目的性＋滞在性） 

大人の知的好奇心や食への探求心を満たし 、渋谷らしいコミュニティでつながるゾーン 
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【アラビア・地中海料理／クラフトビール】 

■ＣＡＲＶＡＡＮ ＴＯＫＹＯ （カールヴァーン・トウキョウ） 都内初 
 

ＣＡＲＶＡＡＮが提供するアラビア・地中海料理は現在の西欧

料理の源流であり歴史・美容・健康という観点から現在世界

で最も注目されている食文化です。自社醸造のクラフトビー

ル、黒海・地中海・アラビア諸国のワイン、豪華絢爛なアラビ

ア装飾、最旬にして最古、異文化感・非日常感溢れるアラビ

ア世界が広がります。 

 

席数：８０席（テーブル６４席・カウンター１６席） 

【中華料理】 

■Ｇｕ‐Ｏ ｂｙ ｇｉｎｚａ ａｓｔｅｒ 新業態 

（グーオ バイ ギンザ アスター） 

高級中華にかかせないスープ“清湯”に、それぞれがカラフ

ルな旨味を醸し出す旬の素材とマッチングさせた「Ｔｏｒｏｍｉ

鍋」や、“和”の心を吹き込んだ上質なタパス、ノンアルコール

や中国茶にもこだわり抜いた多彩なビバレッジとで、中国料

理の新しい醍醐味とともに、 食卓を囲む楽しさと癒しの空間

を演出します。 

 

席数：６９席（テーブル６９席） 

 

【串揚げ】 

■串の坊 （クシノボウ） 
 

１９５０年大阪法善寺にて創業の伝統的な串揚げを、店主が世

界中巡った蔵のワイン、日本酒、焼酎などの究極の銘酒と共

に、お召し上がりいただきます。 

 

席数：３７席（テーブル２４席・カウンター１３席） 

 

 

【しゃぶしゃぶ／すき焼き】 

■しゃぶしゃぶ つかだ 新業態 
 

佐藤可士和氏監修による店舗デザインの新業態。“生販直

結”だから実現する厳選した食材の食材のしゃぶしゃぶとす

き焼きをお楽しみください。旨味溢れる牛・豚・鴨と採れたて

野菜を提供します。 

 

席数：６０席（テーブル１２席・カウンター４８席） 

 

【寿司】 

■すし 松栄 （スシ マツエ） 

 

恵比寿で５０年以上続く老舗寿司店「松栄」。豊洲や北海道・

九州の市場から仕入れた魚介に丁寧な仕事を施した、質の

高い寿司をご提供します。刺身や焼き物など旬のつまみから

はじまるおまかせコースを中心に、お得に寿司を堪能できる

ランチもご用意。寿司との相性を考えた日本酒や焼酎・ワイン

とともにお楽しみください。 

 

席数：３４席（カウンター１０席、テーブル１２席、半個室４席×３室（１２席）） 

 

【鉄板焼き】 

■ＴＥＰＰＡＮＹＡＫＩ １０ （テッパンヤキ テン） 
 

オープンキッチンでダイナミックな鉄板焼。そのライブ感や活気、

鉄板を目の前に臨場感を味わえるカウンターはもちろん、キャンド

ルが置かれたメロウな雰囲気のテーブル席でゆったりとした時間

をお過ごしいただけます。こだわりの食材は、選び抜かれた最高

級の黒毛和牛、豊洲市場直送の伊勢海老などを気持ちを込めて

調理します。 

 

席数：８０席（テーブル７０席・カウンター１０席） 

【そば】  

■半笑（ハンワライ） 商業施設初 
 

渋谷・神宮前の名店、蕎麦屋「玉笑」が商業施設に初出店。「ミシ

ュランガイド東京」の常連である同店が、安全で安心な本物の蕎

麦を日本のみならず世界の方々にお届けします。また、多様なニ

ーズに合わせ精進蕎麦も新たにメニューに加えました。内装デ

ザインは建築家隈研吾氏、左官技能士の狭土秀平氏による土

壁など、路地裏に佇む一軒家のような、心豊かな食事と空間をご

提供します。 

 

席数：１７席（テーブル７席・カウンター１０席） 

 

【イタリアン】 

■ＢＩＳＴＥＣＣＡ‐ＡＲＡＧＯＳＴＡ （ビステッカ・アラゴスタ） 
 

コンセプトは、牛肉とオマール海老の美味しさを最大限に

引き出すこと。トレンドの食材や厳選素材を使い、料理一品

一品に心を込め、最高のお料理をご用意します。また、イタ

リアワインを中心に豊富に取り揃えたワインとともに美味し

い料理とのマリアージュをお楽しみください。 

 

席数：４１席（テーブル４１席） 

 

【もんじゃ焼き／一品料理】 

■もへじ 新業態 
 

日本橋魚市場より１５０年続く老舗魚問屋直営。月島で行列が出来

る「月島もんじゃ もへじ」が、フレンチを取り入れた、今までにない

もんじゃの世界を渋谷から発信。江戸時代に生まれた東京名物も

んじゃを、伝統的な月島スタイルに加え、フレンチシェフがつくる進

化形スタイルで提供します。 

 

席数：９７席（テーブル６６席・カウンター１９席・個室テーブル１２席） 

 

 

 

１２Ｆ：Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ＜ＦＯＯＤＩＥＳ ＳＣＲＡＭＢＬＥ＞ ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮ５（目的性＋滞在性） 
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【もつ鍋／博多鉄板焼き】 

■蟻月 （アリヅキ） 新業態 
 

国産牛の新鮮な小腸のみで作る「もつ鍋」は、白・赤・金・銀・

炎の５種類のスープから選べます。「白のもつ鍋」は、白味噌

をベースにコク・旨味・香りそれぞれ異なる特徴をもった味噌

を数種類ブレンドしたスープが特徴。もつ・野菜の甘みが溶

け合い、さらににんにくとごま油の香りが食欲を駆りたて、も

つ鍋全体の味わいを深めます。 

 

席数：５７席（テーブル４９席・カウンター８席） 

 

【お好み焼き／韓国惣菜】 

■お好み たまちゃん （オコノミ タマチャン） 
 

全国で５店舗目となる本店舗では、「たまちゃんデラックス

焼き」をはじめ「鉄板ホルモン焼き」といった鉄板料理、チャ

プチェやナムルなどの韓国惣菜が味わえます。また、本店

舗限定メニューとして、ふわふわのお好み焼きにとろ～り、

あつあつのラクレットチーズをかけた「たまちゃん ｄｅ カケ

レット」が登場するなど、たまちゃん流「ごちゃまぜ美学」が

お楽しみいただけます。ソウルフルな時間をお過ごしくださ

い。 

 

席数：６２席（テーブル６２席） 

 

【立ち呑み天ぷら】 

■立呑み天ぷら喜久や （タチノミテンプラキクヤ） 
 

日本の伝統的な食文化“天ぷら”を我々が展開する“Ｔａｃｈｉｎ

ｏｍｉ Ｔｅｍｐｕｒａ”で幅広い層の方がカウンターで肩を寄せ合

う古くて新しい、ちょっと不思議でかっこいい新たなスタイルで

提供いたします。油・衣・食材を厳選し、低カロリーでヘルシー

な天ぷらと、天ぷらの語源の国、ポルトガルの微発砲ワイン

のマリアージュをお楽しみいただけます。 

 

席数：５０席 

 

【うどん】 

■つるとんたん ＵＤＯＮ ＮＯＯＤＬＥ Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ 渋谷エリア初 

（ツルトンタン ウドン ヌードル ブラッスリー） 
丁寧に仕上げたコシと艶のある喉越しが自慢のおうどん

専門店。本格日本料理の逸品やお酒も充実しており、落

ち着いたディナーや個室でのパーティーも可能なオール

デイレストランです。 

 

席数：１０１席（テーブル１０１席） 

【台湾点心】 

■鼎泰豐 （ディンタイフォン） 
 

１９９３年、米国ニューヨークタイムズ紙「世界の人気レストラ

ン１０店」の一つに選ばれた小籠包が看板料理の点心料理

店。台湾台北本店の味を、そのままお客さまに提供します。 

 

席数：８８席（テーブル８２席・カウンター６席） 

 

【イタリアン】 

■ＰＡＳＴＡ ＨＯＵＳＥ ＡＷｋｉｔｃｈｅｎ Ｆｉｇｌｉａ 渋谷エリア初 

（パスタハウス エーダブリュキッチン フィリア） 

自慢の自家製生パスタがバラエティ豊かに揃います。奇を

てらわず、美味しさを追求し続けているパスタに、全国各

地の生産者から届くお野菜を合わせました。創業以来１５

年、野菜とパスタのお店ＡＷｋｉｔｃｈｅｎの歴史を感じる、しか

し進化しつづけることを忘れない料理の数々をお楽しみく

ださい。 

 

席数：５６席（テーブル５６席） 

【スパニッシュ】 

■Ｊｏｓé Ｌｕｉｓ （ホセ・ルイス） 日本初 
 

創業１９５７年、６０年以上にわたりスペイン・マドリード市民に

愛されてきたレストラン「ホセ・ルイス」がついに日本初上陸。

伝統的なスペイン料理と、日本の食材を融合させた新スタイ

ルのスペイン料理を提供します。ホセ・ルイス伝統のトルティ

ージャやパエリャが、選ばれた日本の食材と技術を駆使し、

世界屈指の情報発信地 渋谷から新たな歴史を刻みます。 

   

席数：６３席（テーブル６３席） 

 

【スパニッシュ】 

■Ｌａ Ｃｏｑｕｉｎａ ｃｅｒｖｅｃｅｒｉａ 渋谷エリア初 

（ラ コキーナ セルベセリア） 
しっかりとした食事はもちろん、気軽にＢＡＲ使いもできるカ

ジュアルなスペイン料理店。季節ごとの新鮮で種類豊富な

貝を、蒸す・焼くなどしてご提供します。貝のうまみたっぷり

のパエリアやスープなどをお楽しみください。 

 

席数：８４席（テーブル７８席・個室６席×１室） 

 

【サービス／映像ギャラリー】 

■ＮＨＫプラスクロスＳＨＩＢＵＹＡ 商業施設初 

（エヌエイチケープラスクロス） 
公共放送から“公共メディア”へ。これまでのテレビ、ラジオ放送

を生かしたデジタルコンテンツや没入感あふれる８Ｋ映像の上

映、近未来のメディアを先取りする最先端テクノロジーなどを体

感。新しいＮＨＫに触れていただくスペースです。 

 

 

【和雑貨／香】 

■鳩居堂 （キュウキョドウ） 
 

１６６３年創業の香と和紙、和文具の専門店。日本の伝統文

化を守り育てることを理念とし、平安時代から宮中でのみ受

け継がれてきた秘方をもとに調香されたお香や、初学者か

ら専門家までご愛用者が多い書画用品、和紙を使った手紙

用品や金封など、上質で機能性にも富んだ和の商品を数多

く取扱っています。 

 

【生活雑貨】 

■ＧＯＯＤ ＤＥＳＩＧＮ ＳＴＯＲＥ ＴＯＫＹＯ ｂｙ ＮＯＨＡＲＡ 渋谷エリア初 

（グッドデザインストアトウキョウ バイ ノハラ） 
国内唯一のグッドデザイン賞受賞商品のみを販売するショップが

渋谷エリアに初出店。コンセプトは、「良いデザインとの出会いを

生み、新しい心地よさを発見する場所」であること。文具や雑貨、

インテリアや食品など「よいデザイン」に囲まれた心地よい暮らし

をご提案します。 

 

【箸／和雑貨】 

■兵左衛門 （ヒョウザエモン） 
 

「お箸は食べ物です。」を合言葉に安心・安全なお箸づくり

を続け、２０２０年で創業１００周年を迎えるお箸メーカー

の直営店です。若狭塗の伝統・技術を受け継ぎながら、

職人の遊び心を感じるお箸や箸置など、当店限定販売の

アイテムを多数ご用意しております。 

【生活雑貨】 

■ＭＡＲＫ’ＳＴＹＬＥ ＴＯＫＹＯ 旗艦店 

（マークスタイル トーキョー） 

既成の価値観・概念を越境するプロダクトとともに、明日の

「旬」となる新たなスタンダードを提案するデザインギフト・ス

トアです。アーティストやブランドとのコラボレーションプロダ

クトをはじめ、アート作品などを多数ラインアップ。インショッ

プ・ギャラリーではカルチュラルなメッセージを発信します。

国内最大の広さを有する旗艦店になります。 

 

【カフェ／日本茶】 

■神楽坂 茶寮 （カグラザカ サリョウ） 渋谷エリア初 
 

神楽坂の路地裏に佇む一軒家カフェ「茶寮」が提案する新

しい和カフェです。一日を通してお茶と和のデザート、食事

が楽しめます。フードのテーマは「だしと野菜を味わう、体

にやさしい茶寮のごはん」、スイーツは「お茶にこだわった

和のデザート」、ドリンクは「厳選した茶葉と新しい飲み方

のお茶」を揃えます。窓から見える景色も圧巻です。 

 

営業時間： 

１０：００～２３：００ 

席数：５２席（テーブル３８席・カウンター１４席） 

 

１３Ｆ：Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ＜ＦＯＯＤＩＥＳ ＳＣＲＡＭＢＬＥ＞ ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮ５（目的性＋滞在性） 

１４Ｆ：Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ｇｏｏｄｓ                                  ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮ５（目的性＋滞在性） 
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オフィス サポート店舗一覧 
全てのフロアから都心の眺望を堪能できる渋谷最大級の広さを誇るオフィス。 

オフィスロビーの１７階に、オフィスワーカーをサポートするコンビニエンスストアとカフェが出店します。 

 

展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」店舗一覧 
渋谷最高峰約２３０ｍのパノラマビューを誇り、日本最大級の屋上展望空間（約２，５００㎡）を有する展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」。 

４６階からの景色を一望できるカフェ&バーや、スーベニアショップが並びます。 

 

 

【コンビニエンスストア】 

■ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓ（ローソンプラストークス） 渋谷エリア初 
 

ローソン＋トークスとして渋谷エリア初出店。お弁当、ドリ

ンク、スイーツ、ホットスナックなど、ローソンでおなじみ

のメニューを豊富にご用意し、駅売店ｔｏｋｓで培ったクイッ

クかつ心のこもった接客で、オフィスで働く皆さまにご満

足いただけるサービスを提供します。 

 

【カフェ／コーヒー】 

■５ ＣＲＯＳＳＴＩＥＳ ＣＯＦＦＥＥ 渋谷エリア初 

（ファイブクロスティーズコーヒー） 
「ａ ｃｕｐ ｏｆ ｉｄｅａ（一杯のアイデア）」をブランドコンセ

プトに、こだわりのコーヒーと食で気持ちを切り替え、

新しいアイデアが溢れてくる場所をお客さまに提供し

ていくカフェです。「Ｇｒｅｅｎ＆Ｂｒｏｗｎ」をコンセプトに、

自然の恵みをたくさん食べて欲しいという願いから、

農園や産地にこだわった豆をハンドドリップで淹れた

コーヒーや、野菜類や全粒穀物などの未精製フード

を使用したメニューを、アイデアが湧き出るようなガレ

ージをイメージした店内でお楽しみいただけます。 

 

席数：６０席（カフェ区画） 

 

【スーべニアショップ】 

■ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ ＳＯＵＶＥＮＩＲ ＳＨＯＰ 新業態 

（シブヤスカイスーベニアショップ）  
「日本」、「東京」、「渋谷」のカルチャーとライフスタイル

を体感できるお土産ショップ。海外の方はもちろん、国

内のお客さまもシブヤの魅力を再発見していただける

空間として多種多様な商品を展開します。 

 

【カフェ＆バー】 

■Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｌｏｕｎｇｅ（パラダイス ラウンジ） 新業態 
 

渋谷独自のカルチャーや音楽が交差する象徴的な

デザインの空間で、東京随一の展望施設を昼から

夜まで演出するミュージック・バー。軽食やスイーツ

などのクラシックなメニューをモダンにアレンジして

提供します。株式会社トランジットジェネラルオフィ

スがプロデュース・運営を担当。 

 
席数：２０席 

 

１７Ｆ  

 ４５F・４６F 

 

４６F 

 


