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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」 限定商品・開業キャンペーン 一覧 
 

 

 

 

 

 

 

【惣菜／サラダ】RF1 （アール・エフ・ワン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：スモークチキンとワカモレのタコス風サラダボウル 

「野菜など：タンパク質：炭水化物」が、「2：1：1」の食事バランスサラダ。スモークした香りの良いチキンに、スパイスやトマトが効い

たタコミート、アボカドのワカモレのまろやかさ、ライム果汁の爽やかさが合わさった、タコスのような味わいです。1 品のみで食事を済ま

せたい、時間のないオフィスワーカーにもオススメ。期間限定商品です。 

価格：897 円（税込） 

個数：50 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【フラワー】青山フラワーマーケット deli style（アオヤマフラワーマーケット デリスタイル）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：シーズニングボウル 

日常生活に季節感を味付けしてほしいという想いから、名づけました。食卓やリビングに花でも彩りを添えます。 

※画像はイメージです。花は入荷により異なります 

価格：1,980 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【惣菜／地中海料理】Opa（オーパ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ムサカ ～茄子とミートソースの重ね焼き～ 

茄子とポテト、ミートソースなどを重ねて焼き上げたギリシャの郷土料理。ミートソースの旨みと、野菜の甘さやヨーグルト入りのホワイト

ソースが一体となった美味しさです。 

価格：100g 368 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【惣菜／からあげ】からあげ家 奥州いわい（カラアゲヤ オウシュウ イワイ）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：岩手県産いわいどりから揚げ玉子とじ丼 

渋谷スクランブルスクエア店でしか食べられないオリジナルのどんぶりが登場。自慢のからあげを玉子でとじて、どんぶりにしました。 

価格：648 円（税込） 

個数：30 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【惣菜／韓国料理】カンナムデリ 都内初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：プレミアム海鮮チヂミ 

人気のチヂミを渋谷スクランブルスクエア店限定にカタチを変え、新しい楽しみ方を提案。エビ、イカ、ホタテ、アサリがたっぷり入った 

贅沢チヂミです。 

価格：1,080 円（税込） 

個数：30 枚／日 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：トライアル福袋 

キンパ 4 種が味わえるバラエティセットと海鮮チヂミのセットです。カンナムデリの人気商品が楽しめるお買い得セットです。 

ホームパーティーにもピッタリです。 

価格：2,160 円（税込） 

個数：30 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 ※なくなり次第終了 

  

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 

東急フードショーエッジ 【運営：東急百貨店】 
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【ベーカリー／あんぱん／牛乳】キムラミルク 新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷あんぱん 

渋谷あんぱん専用のソフトな生地に柔らかいこし餡をホイップして絞り込みました。 

ふんわり柔らかいあんこが特徴の、甘さ控えめなあんぱんです。 

価格：301 円（税込） 

個数：50 個／日 

期間：通年 

 

 

【弁当／中華】崎陽軒（キヨウケン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア限定バーガーBOX  

渋谷スクランブルスクエアでは店舗限定商品として、小ぶりなサイズのオリジナルバーガー3 種類を販売します。おなじみのシウマイの味わ

いをアレンジした「シウマイメンチカツバーガー」など、ワンハンドで気軽にお楽しみいただける新たなおいしさを数量限定でご用意してい

ます。 

BOX4 個入（ミニシウマイメンチバーガー2 個、ミニエビシウマイメンチバーガー1 個、ミニとんかつバーガー1 個） 

価格：1,120 円（税込） 

個数：数量限定  

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ひょうちゃんミニタオルプレゼント 

オープンから 2019 年 11 月 20 日までの期間に 1,080 円（税込）以上お買上げの各日先着 30 名さまにひょうちゃんミニタオルをプレゼント

します。 

個数：30 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【イートイン／惣菜／和食】金粂（キンクメ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：金弁・銀弁（キンベン・ギンベン） 

1871 年、日本橋魚市場の地で創業した、ミシュラン三ツ星店からも愛される、老舗仲卸「尾粂」が初の魚惣菜屋を開業。キングサーモン（金

弁）の塩麹焼き弁当と、銀だら（銀弁）の西京焼き弁当を渋谷スクランブルスクエア店限定で販売します。魚惣菜には、骨までとろける鯖の

味噌煮や最高品質の生から捌いたふわっふわのアジフライなども並びます。 

価格：各 2,000 円（税込） 

個数：各 30 折／日 

期間：通年 

 

 

【ジェラート】CREMAMORE PIÙ（クレマモーレ ピュウ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：トレコローリ（グリーンスムージー・クリームミルク PIÙ・いちご PIÙ） 

イタリア三色国旗（緑・白・赤）のトレコローリをモチーフとした CREMAMORE PIÙ ならではの、素材をそのまま生かした製法で、フルー

ツをたっぷりと使用したジェラートを渋谷スクランブルスクエア店限定で販売します。3 種のフレーバーを一度で楽しめます。 

価格：グランデ 3 種盛り 651 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【惣菜／エスニック】cocochili（ココチリ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：季節を感じるアジアンエスニックデリ 

季節感や素材感を感じ、ハーブやスパイスをふんだんに使ったアジアン・エスニックの惣菜を取り揃えています。その中でもレモングラス香

るアジアンガーリックシュリンプはオススメです。 

価格：100g 594 円（税込）（写真のガーリックシュリンプ） 

個数：100g パック 50 個／日 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：渋谷スクランブルスクエア限定 ランチボックス 

チキンガパオ＆海鮮ときのこのポンカリー&青パパイヤのサラダ、プラスジャスミンライスを組み合わせたココチリオススメランチボックス

を、オープニング価格で提供します。 

価格：756 円（税込） ※通常時は 1,188 円（税込） 

個数：50 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～10 日  

  



3 

 

【惣菜／コロッケ】COROMORE(コロモア) 新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ごろっと男爵コロッケ 

“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「ごろっと男爵コロッケ」。これまでのコロッケの常識を打ち破るとびき

りの美味しさです。 

価格：159 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【惣菜／台湾料理】参和院（サンワイン）日本初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：キャラクター包子（パオパンダ、パオはりねずみ、パオきのこピンク） 

お洒落台湾料理レストラン「参和院」のコンセプチャアルであるかわいくて思わず笑みがこぼれてしまうキャラクター包子の 3 点セット。 

食べることが勿体ないほどかわいい包子の中身には、見た目とは裏腹に味わい深い餡が口の中いっぱいに広がります。 

価格：パオパンダ 380 円（税込）、パオはりねずみ 400 円（税込）、パオきのこピンク 380 円（税込） 

個数：各 50 個／日 

期間：通年 

 

 

【惣菜／中華】謝謝チャイニーズキッチン（シェイシェイチャイニーズキッチン）新業態 

  

▼限定商品・メニュー 

商品名：デリ詰合せ 

海老チリに黒酢の酢豚などのおすすめデリを詰め合わせた、謝謝の味をお楽しみいただける詰合せです。 

価格：1,001 円（税込） 

個数：50 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：3Q メンチ＜サンキューメンチ＞ 

当店が掲げる 3 つの代表商品が一度に味わえるオープニング限定商品が登場。高座豚 100％の「王道メンチ」、しびれる辛さの 

「遊び心メンチ」、フォアグラの入った「上質グルメメンチ」の 3 つを丸型にして組み合わせました。お団子型に仕上げた新感覚メンチカツ

です。 

価格：450 円／本（税込） 

個数：20 本／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～13 日 

 

 

【弁当／和食】つかだ 新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：星空の黒牛の贅沢ステーキ御膳 

北海道の東部、標茶町の藤原久紀さんが育てた「星空の黒牛」。適度に入ったサシと赤身の濃い味わいが魅力の北海道産黒牛を贅沢に使用し

たステーキ御膳です。噛みしめるほどに押し寄せる赤身の旨味を楽しんでいただけます。 

価格：1,581 円（税込） 

個数：50 食／日 

期間：通年 

 

 

【弁当／和食】築地魚弁（ツキジウオベン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：小さな魚弁 選べる魚と選べるご飯シリーズ 
渋谷スクランブルスクエア限定商品で、2 種類の焼魚と 3 種類のご飯の中から一つずつお好きな組み合わせを選ぶことができます。ご飯も黒

米やもち麦ひじきなど低カロリーなものもご用意して、より健康を意識したお弁当です。 

価格：1,080 円～1,296 円（税込） 

個数：20 折／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

▼開業キャンペーン 

名称：数量限定お茶プレゼント 

お買上げいただいた各日先着 30 名さまにお茶（ペットボトル 280ml）1 本をプレゼントします。 

個数：30 本／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～10 日 
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【惣菜／洋食】つばめグリル DELI（ツバメグリルデリ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：つばめ風ハンブルグステーキデラックス 

つばめグリルの看板商品、ハンブルグステーキに自家製のビーフシチューをたっぷりかけた「つばめ風ハンブルグステーキ」に 

スナップえんどう、プチトマトを加えて彩り豊かに仕上げました。ハンブルグステーキも通常よりボリュームアップしてご用意します。 

価格：900 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～23 日 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ハンブルグステーキ全品ボリュームアップキャンペーン  

つばめグリル DELI オープンを記念してハンブルグステーキ全品を 10％増量して提供します。店内キッチンで手作りのハンブルグステーキ

はジューシーで肉の旨味たっぷり。この機会にぜひご利用ください。 

期間：2019 年 11 月 1 日～23 日 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ブリオッシュ フィユテ 

厳選国産素材を使用し、製法にもこだわり焼き上げたティエリー・マルクス氏のスペシャリテ。表面はカリッと、中はしっとりやわらか。バ

ターの香りも立ち、食べ応えのある仕上がりです。 

価格：1,620 円（税込） 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン  

名称：2019 年 11 月 1 日にティエリー・マルクス氏のプロモーション予定 

ティエリー・マルクス氏が店頭に立ち、商品を PR 予定。 

日時：2019 年 11 月 1 日 ※時間帯は未定 

 

 

【惣菜／天丼】日本橋 天丼 天むす 金子半之助（ニホンバシ テンドン テンムス カネコハンノスケ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：海老天押し寿司 

ぷりぷりの海老と大葉のかき揚げを秘伝の丼たれで味付けし、押し寿司風に仕立てました。天丼×お寿司という新感覚のおいしさが口いっぱ

いに広がります。お土産にもぴったりな折箱入り（6 切れ）です。 

価格：1,080 円（税込） 

個数：100 個／日 

期間：通年  

 

 

【イートイン／惣菜／エスニック】寝かせ玄米とカレー＆スパイス nuka（ネカセゲンマイトカレーアンドスパイス ヌーカ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：寝かせ玄米ごはんパック 胚芽押麦ブレンド 

寝かせ玄米に胚芽押麦をブレンドしたごはんパックです。あっさりとした味わいでカレーなどと相性がとても良い仕上がりです。 

電子レンジであたためて、手軽にもっちもちの玄米ごはんを召し上がれます。 

価格：286 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【寿司／海苔巻き】華彩 HANAIRO（ハナイロ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：華彩 海と山のちらし寿司 

海の幸と、山の幸を合わせ、それぞれの素材の持つ美味しさを掛け合わせた開業限定のちらし寿司です。華彩の店名にちなんだ見た目も綺麗

な一品です。 

価格：1,250 円（税込） 

個数：50 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 ※予定 
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【惣菜／ハワイデリ】Peace Cafe Hawaii（ピースカフェ ハワイ）日本初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ヴィーガンロコモコプレート 

ハワイ本店のスペシャルメニュー「ヴィーガンロコモコ」。しっかりとした食感のベジバーグに、野菜の旨味ソースと豆腐由来のヴィーガン

エッグを乗せ、ハワイ名物の「ロコモコ」をヴィーガンスタイルで提供。彩り鮮やかなサラダ、副菜からお好きなものをチョイスして「ヴィ

ーガンロコモコプレート」をお楽しみいただけます。 

価格：843 円（税込）～ ※予定 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：渋谷スクランブルスクエアオリジナルエコバッグプレゼント 

カスタマイズプレートをお買上げの方に特製エコバッグをプレゼントします。 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ブートニア・ギフト BOX（8 個入）／ブートニア・セレクト（4 個入） 

お好きな組合せで選べますが、迷われたらぜひこちらを。ロースカツ、トラウトサーモン、厚切りベーコンの BLT にストロベリーミックス

のセレクト 4 種の限定セット。 

価格：8 個入 2,800 円、4 個入 1,400 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【惣菜／卵料理】ポムの樹 どんぶり たまご屋（ポムノキ ドンブリ タマゴヤ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：京都の九条ネギの親子丼 

卵黄が色鮮やかでコクのある岡山県産の「こだわり生卵」を使用した、九条ネギと自家製の鶏肉が合わさる親子丼です。 

価格：789 円（税込） 

個数：40 個／日 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：おすすめサラダセット 

どんぶりをお買上げの各日先着 50 名さまに「おすすめサラダ」（100～150g 程度）をプレゼントします。 

※お一人さま 1 点限り 

個数：50 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【惣菜／イタリアン】MAMMA SANTINA（マンマ サンティーナ）新業態 

  

▼限定商品・メニュー 

商品名：クロスティーニ 

イタリア語で「小さなトースト」を意味する crostini。今回は、パンプキン、ビーツ、抹茶、竹炭などのフレーバーのトーストに、MAMMA 

SANTINA の人気のお惣菜をトッピングしました。 

価格：4 個セット 1,301 円（税込） 

個数：30 セット／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【ベーカリー】メゾン・イチ 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ぷるぷる生プルマン 

選び抜いた最高級小麦をブレンドし、厳選した生クリームを当社の従来の食パンと比べ 4.6 倍増量。長時間の低温熟成発酵をさせました。 

「立てないほどの柔らかさ」「とろける口どけ」「幸せの甘さ」をお届けします。 

価格：1.5 斤 735 円（税込） 

個数：40 食／日 

期間：通年 
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【惣菜／洋食】Les Viandes par Table Ogino（レ ヴィアンド パー ターブルオギノ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ボンボン(トマトヴィネガーソース、レモンクリームソース)  

特製のミートボールに、コクのあるトマトソースと赤ワインヴィネガーの酸味を効かせました。レモンクリームソースはワインやハーブを

加えて爽やかな味わいに仕上げております。付け合わせのパスタとごいっしょにお召し上がりいただけます。 

価格：各 680 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【コーヒースタンド】Urth Caffé（アースカフェ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ミックスベリーボバ 

当店大人気のボバシリーズに限定商品が登場。ラズベリーミルクに 4 種のベリーコンフィチュールをミックス、ストロベリーホイップと 

ラズベリークランチを乗せた贅沢なビジュアルながら、味は甘すぎずに程よい仕上がりとなっています。ラズベリーの香りが広がるなか、 

ミックスベリーの果肉感とボバのもちもちした食感とが掛け合わさり、絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。 

価格：681 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 
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【スーパーマーケット／ベーカリー／カフェ】Gourmand Market KINOKUNIYA（グルマン マーケット キノクニヤ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：パフェ 

紀ノ国屋厳選フルーツと北海道ソフトクリームで仕上げたパフェ。ミックスベリーパフェ、黒蜜きなこパフェ、いちごパフェ、スペシャルフ

ルーツパフェ、チョコバナナパフェの 5 種をご用意しました。産地にこだわり、シーズンにあわせたフルーツをお楽しみいただけます。 

価格：1,210 円（税込）～ 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：『スライドジッパーバッグ 5 種セット』プレゼント 

2019 年 11 月 1 日～3 日の 3 日間、2,000 円（税込）以上お買上げの各日先着 300 名さまに、紀ノ国屋のロゴ入りスライドジッパーバッグ 5

種類各 1 枚をセットでプレゼントします。 ※お買上げレシートを紀ノ国屋内サービスカウンターにお持ちください  

個数：300 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～3 日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1F：Foods DAILY5（日常性＋発見性） 
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【カフェ／台湾茶】ゴンチャ 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルふせん プレゼント 

2019 年 11 月 1 日からの 3 日間、オープンを記念して、各日ドリンク購入のお客さまに「オリジナルふせん」をプレゼントします。 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～３日 ※なくなり次第終了 

 

 

 

 

【洋菓子／アップルスイーツ】apple ＆ roses（アップル＆ローゼス）都内初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：プティどら 

マカロンサイズのプティどら焼きに、創業時からこだわりのじっくりと時間をかけて焼き上げられるタルトタタンピューレやフルーツ、 

ローズ、シナモンなどを餡子に練りこんだ、和と洋のテイストが融合したひとくちサイズの新感覚スイーツの誕生です。 

価格：1,350 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ヴィクトリア 

季節によって変わる彩り華やかなケーキギフトが、渋谷スクランブルスクエアオープン期間限定特別プライスで登場。レモンチーズタルト、

モンブラン、濃厚プラリネショコラ、アップルポム、オレンジマスカルポーネ、2 層のベリータルトがセットに入っています。お誕生日・

記念日・特別な日や大切な方へのお土産におすすめです。 

価格：3,672 円（税込） 

個数：30 箱／日  

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

▼開業キャンペーン 

名称：日本最高峰のパティシエたちによるライブパフォーマンス 

日本最大級の洋菓子コンテスト、ジャパン・ケーキショー東京の最高ランクである“連合会会長賞”受賞のパティシエや、TV チャンピオン

優勝のパティシエなど高い技術力を誇るパティシエたちが、お客さまの目の前で磨き抜かれた手技を披露し、当日販売します。 

日時：2019 年 11 月 10 日、17 日 各日 14:00~15:00、17:00～18:00 ※予定 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】EN VEDETTE（アン ヴデット）商業施設初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア限定リーヴルクーヘンプティ 6 個入 

しっとりとした生地にさまざまなフルーツのパートドフリュイをサンドした新感覚のバウムクーヘンです。 

価格：2,268 円（税込） 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念 シェフ（森 大祐）の名刺クッキープレゼント 

香ばしく焼き上げたバターたっぷりのクッキーにシェフの名刺をプリントしました。 

個数：100 枚／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～3 日 

 

 

【洋菓子／焼菓子】グマイナー 渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：プレッツヒェン チーズ＆オニオン 

グマイナーからサレ系ビスケット「プレッツヒェン」が渋谷限定で登場。パルメザンチーズとオニオンの濃厚な味わいに、ドイツ産岩塩とブ

ラックペッパー、隠し味のジンジャーが効いています。ほんのり甘くて、スパイシーなプレッツヒェンは、辛党の方にもぴったりです。 

価格：8 個入 1,080 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～2020 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F：Foods DAILY5（日常性＋発見性） 

東急フードショーエッジ 【運営：東急百貨店】 

 



9 

 

【洋菓子／チョコレート】DEMEL（デメル）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：3 種の「カフェゲベック」／「ザッハトルテ」（限定サイズ） 

ウィーンの老舗洋菓子店 DEMEL から渋谷スクランブルスクエア限定の 3 種の「カフェゲベック」と「ザッハトルテ」が登場。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 種類のクッキー詰合せには、リンツァートルテなどのオーストリア

伝統菓子をひと口サイズで詰め合わせた「トラディツィオンゲベック」や、カフェタイムを彩るアーモンド、チョコレート、レモン、スパイ

ス 4 種の味のクッキー「ヴィーナー ケックス」、塩味がきいてお酒のお供にも楽しめる「ザルツクラッカー」がラインアップ。美味しさはそ

のままにスタイリッシュな手のひらサイズに進化した限定サイズの「ザッハトルテ」も注目です。 

価格：「カフェゲベック」3 種 各 1,620 円（税込）、「ザッハトルテ」（限定サイズ） 756 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：チーズクッキー マスカルポーネ＆ゴーダチーズ 

渋谷スクランブルスクエア限定の味が新商品として登場。マスカルポーネとゴーダチーズをブレンドしたサクホロチーズクッキーをお楽しみ

いただけます。 

価格：864 円（税込） 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルノべルティープレゼント 

2,000 円（税込）以上お買上げの方にオリジナルノベルティーを各日先着 100 名さまへプレゼントします。 

個数：100 個／日 

期間：第一弾：2019 年 11 月 1 日～10 日 オリジナルミニトートバッグ 

第二弾：2019 年 11 月 11 日～20 日 オリジナルボールペン 

 

 

【洋菓子／バターサンド】PRESS BUTTER SAND（プレスバターサンド）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：バターサンド〈黑〉 

渋谷スクランブルスクエア限定フレーバーであるバターサンド〈黑〉は、濃度の違う 2 種類のココアパウダーを練り込んだサクサク食感のク

ッキーに、濃厚なバタークリームと厳選されたコロンビア産のチョコレート 2 種をラム酒で香り付けしたチョコレートキャラメルの 2 層を挟

み込んだバターサンドです。ココアのほんのりビターな味わいとチョコレートのほどよい甘さのコントラストをお楽しみいただけます。 

価格：5 個入 1,350 円、9 個入 2,430 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【洋菓子／焼菓子】ペシェ・ミニヨン -レダ- 新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：アックワーズ ヴィンテージ 

上質な素材をふんだんに使用したアックワーズを最初に味わっていただくのにぴったりな商品。オリジナリティーあふれる味わいのセット

です。 

価格：5 個入 1,350 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【洋菓子／キャラメルスイーツ】Mels CARAMEL WORKS（メルズ キャラメルワークス）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：メルズフォンデュ 

キャラメル風味のチーズケーキの中から、とろりと溢れるキャラメルクリームが特徴のキャラメルフォンデュケーキが登場。オーガニックシ

ュガーを使った自家製のキャラメルを生地やクリームに合わせた、キャラメルづくしのケーキです。 

価格：864 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【洋菓子／焼菓子】MELLOWHICH（メロウウィッチ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：パウンドケーキ 4 個入 

渋谷スクランブルスクエア完全オリジナルのキューブ型ケーキの詰め合わせ。フルーツやナッツなどをふんだんに使ったしっとりとした口当

たりが特徴です。渋谷をイメージした絵柄とフレーバーの限定品が入った特別な一品。メッセージのこもった絵柄とパッケージで世界に一つ

のオリジナルプレゼントにどうぞ。 

価格：1,296 円（税込） 

個数：200 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 
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【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：カヌレ 

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」を 100%使用したバターの風味豊かな限定商品カヌレが初登場。 

エシレならではのバターリッチでまろやかな、優しい味わいの生地をじっくりと焼き上げました。 

価格：486 円（税込） 

個数：数量限定 ※朝一の焼き上げのみ 

期間：通年 

 

 

【洋菓子／チョコレート】c7h8n4o2（チョコガカリ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：チョコ福袋 

普段日本では入手できないレア商品などをいろいろと詰め込んだ福袋をオープンを記念して販売します。※写真はイメージです 

価格：13,500 円（税込） 

個数：100 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～3 日 

 

▼開業キャンペーン 

名称：人気ショコラティエ来店 

日本中からショコラマニアが集まる「c7h8n4o2」。ショコラ好きからの信頼も厚いセレクター児玉寿瑞奈さんが厳選したショコラブランド

の中でも人気の高いフランス・ニースの<クレールマリ>シェフパティシエール Claire Mari 氏はじめ人気ショコラティエが来店します。 

期間：クレールマリ シェフパティシエール Claire Mari 氏 2019 年 11 月 1 日～3 日 

ハリタカカオ ショコラティエ 播田哲郎氏 2019 年 11 月 2 日、3 日 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】フィリップ・コンティチーニ 渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：クッキーズ アマンド ヴァニーユ 

大粒のローストアーモンドとミッシェルクリュイゼルのビターチョコレートチップを生地に合せて焼き上げた、アメリカンタイプのクッキー。

クッキー生地はやわらかく、オレンジゼストとマダガスカル産ヴァニラが華やかに香り、カソナートを使用した味わい深い甘さ、そしてフル

ールドセルのきりっとした塩味を感じられる、ゆっくり味わいたい贅沢なビスケットです。パリのフィリップ・コンティチーニ最新のイラス

トをちりばめた、缶入りのギフトです。 

価格：5 個入 1,620 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～2020 年 3 月 31 日 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】MORI YOSHIDA PARIS（モリ・ヨシダ・パリ）日本初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：モンブラン 

ドレープのように絞られたクレームモンブランが印象的。中心にはシャンティーにマロンを忍ばせ、パイ生地の一種である、パータフィロが

食感のアクセントになっています。 

価格：918 円（税込） 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：吉田守秀シェフ来店 ※予定 

2018 年には、フランスのベストパティシエを決定するテレビ番組「LE MEILLEUR PÂTISSIER（ル・メイヨール・パティシエ）」で「トップ・

パティシエ」を勝ち取り、フランスをはじめ世界各国から注目を集める日本人シェフが来店します。 

期間：2019 年 11 月 1 日～3 日 ※予定 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Foret Noir （フォレ・ノワール） 

渋谷スクランブルスクエア限定のサロンデザート、フォレ・ノワールショコラの花びらでデコレーションされた大きなホールケーキをカット

して提供します。シャンティクリーム、ショコラクリーム、グリオット（サクランボのシロップ漬け）の組み合わせは口の中で甘さと酸味が

優しく広がります。 

価格：1,320 円（税込） 

個数：40 カット／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

▼開業キャンペーン 

名称：エグゼクティブ・シェフ ジュリアン・キンツラー 来店 

オープ二ング限定イベントとして、ル・ショコラ・アラン・デュカスのエグゼクティブ・シェフのジュリアン・キンツラーが来店します。 

期間：2019 年 11 月 1 日～2 日 
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【和菓子／豆大福】銀座甘楽（ギンザカンラ）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：御餅最中 

風味豊かな自慢の粒餡を求肥で包み、犬型の最中種（モナカダネ）でサンドしました。お土産にも喜ばれる可愛らしい逸品です。 

価格：226 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【洋菓子／パイ菓子】coneri（コネリ）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：パイこね変換 スペシャルセット 

オープニング限定デザインの手ごねスティックパイとディップを各１つずつセットにしました。セット内容は、オリジナル（10 本入）＆桜

えびタルタル、メープル（10 本入）＆メープル安納芋の 2 種。 

価格：1,404 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：シブヤパイこね変換プロジェクト 

渋谷で遊ぶ人・働く人・住む人や街の風景を撮影し、その画像をパイ生地のように“パイこね変換”し、2019 年 8 月よりインスタグラムで発

信しています。その 1 つとして、渋谷の風景をパイこね変換した限定デザインがオープン記念で登場。 

期間：2019 年 8 月 1 日～開催中 

 

 

【洋菓子／バウムクーヘン】治一郎（ジイチロウ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷バターケーキ 

甘さ控えめに仕上げたバタークリームと、「治一郎のバウムクーヘン」と同じ素材を使用したしっとりなめらかなスポンジ生地を重ね合わせ

ました。マーマレードの酸味さわやかなバターケーキは治一郎ならではのこだわりの逸品です。 

価格：972 円（税込） 

個数：20 個／日  

期間：通年 

 

 

【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） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：キューブロックシリーズ 

資生堂パーラーの定番人気スイーツをギフトにも喜ばれそうなミニサイズの可愛らしいボックスでご用意しました。 

価格：486 円～648 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

 

【洋菓子／チョコレート】TAICHIRO MORINAGA（タイチロウ モリナガ）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ガトー醤油ショコラ 

厳選したチョコレートとこだわりの醤油を使った濃厚なガトーショコラです。 

温度によって食感や味わいが大きく変わる魔法のようなショコラをご堪能ください。 

価格：2 個入 583 円（税込）、5 個入 1,404 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【洋菓子／焼菓子】Butter Butler（バター バトラー）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：バターパイダマンド 

りんごの食感がアクセントのダマンドを織り込んだパイにバター感たっぷりのダマンドを乗せて焼き上げました。 

価格：324 円（税込） 

個数：50 個／日 

期間：通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecute EDITION 【運営：JR 東日本リテールネット】 
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【和菓子／くず餅】船橋屋こよみ（フナバシヤコヨミ）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：くず餅乳酸菌®入り 大人の水羊羹 【ラム】【ジン】 

くず餅乳酸菌®配合の「大人の水羊羹」は、しっかりとお酒が効いたボンボンチョコレートを思い起こさせるシックな味わいです。 

価格：432 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【洋菓子／ケーキ】FRUCTUS（フラクタス）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：EGG（エッグ） 

エキュートエディションの「誕生」をイメージして、卵に見立てたケーキを創作しました。白いココナッツムースの中にはアプリコットジュ

レで黄身を表現し、食感のあるクランブルとサブレで土台を作り、見て楽しい、食べて美味しい一品です。 

価格：630 円（税込） 

個数：30 個／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

 

【洋菓子／ミルフィーユ】フランセ 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：熟成をたのしむブランデーケーキ 

アプリコットとレモンとチョコフレークを混ぜ、しっとりと焼き上げたケーキに、アプリコットリキュールとブランデーをじっくり浸み 

込ませました。素材にこだわり、風味・食感の絶妙な調和を追求した、ブランデーの芳醇な香りを楽しむケーキです。 

価格：3,780 円（税込） 

個数：30 台／日 

期間：通年 

 

 

【洋菓子／バターサンド】beillevaire（ベイユヴェール）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：サンド・オ・ブール コーヒー 

バタークリームの香り高くコク豊かなコーヒーの風味が大人っぽい。ラグジュアリーな発酵バターサンドです。 

価格：540 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

 

【ベーカリー】ベーカリー サンチノ 渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：りんご飴パン 

渋谷限定のりんごを使った商品です。昔懐かしのりんご飴をサンチノアレンジでパンにしました。りんごの新しい可能性をぜひご賞味くださ

い。 

価格：324 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～2020 年 1 月中旬 

 

▼開業キャンペーン 

名称：りんごパン祭り 

冬に甘さが増す「りんご」にフォーカスを当てた「りんごパン祭り」を開催します。開業に合わせて創作したオリジナルりんごパン 

約 15 種を販売します。 

期間：2019 年 11 月 1 日～2020 年 1 月中旬 

 

 

【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 

 

▼開業キャンペーン 

名称：くだものナッツおこし 

くだものの素朴な風味と懐かしいお菓子おこしのマリアージュ。柿とくるみ・玄米、すももとグラノーラ・玄米で食べ応えも楽しめるお菓子

です。 

価格：10 個入 864 円（税込）、15 個入 1,404 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 
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【コーヒー】丸山珈琲（マルヤマコーヒー） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：コーヒーバッグ アル・アブラ 

スペシャルティコーヒーを提供する丸山珈琲の初の試みとなる「コーヒーバッグ専門店」。お湯を注いで数分待つだけで、本格的なコーヒー

の味わいを手軽に楽しめるコーヒーバッグを、エキュートエディションのみで限定展開します。 

価格：1 個 810 円（税込）、5 個（箱入） 4,050 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【洋菓子／ケーキ／焼菓子】A.Lecomte（ルコント）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ケーク キューブ フリュイ 

今年で 51 年目を迎えたルコントから、新たな商品コンセプト「お菓子が大好きな皆さまへ」と題し、小さな可愛らしいキューブ型パウンド

ケーキを展開します。しっとりとした軽い口当たりに仕上がるよう、オーブンの温度に気をつけながら丁寧に焼き上げました。 

価格：324 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

 

【イベント区画（オカシ コネクト）】Magicien du gout by THÉOBROMA（マジシャン ドゥ グー バイ テオブロマ） 

  

▼限定商品・メニュー 

商品名：テオシュー 

日本を代表するショコラティエ「THÉOBROMA（テオブロマ）」のオーナー土屋公二シェフがプロデュースする期間限定のシュークリーム専

門店。土屋公二シェフ監修のシュークリーム。とくにアーモンドプラリネは秀逸です。アーモンドプラリネ・いちごムース・チョコレート・

抹茶・パッションフルーツ・バニラカスタードの 6 種類。 

価格：アーモンドプラリネ 340 円（税込）、他 5 種 330 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～12 月 9 日 

 

イベント区画 OKASHI connect（オカシ コネクト） 

「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 = 会話の架け橋となるような新しい商品をご提案します。   

もらって嬉しくみんなで楽しめるお菓子、旬の素材を生かしたお菓子、人に語りたくなるストーリーがあるお菓子… 

それらをきっかけに、さまざまな人と時・場面をつなげ、共感を生み出します。誰かに伝えたくなるような新ブランドや新商品を発信し、立ち

寄るたびに新たな出会いをもたらす場として、本格派の商品からクスッと笑えるユーモアたっぷりの商品まで、多彩なブランドをご紹介します。 
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【フラワー】青山フラワーマーケット（アオヤマフラワーマーケット） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Bouquet à la mode（ブーケアラモード） 

トレンドを意識した色合わせや花合わせで、最先端のブーケを渋谷スクランブルスクエアからお届けします。 

価格：S サイズ 2,200 円（税込）、M サイズ 3,850 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
 

▼開業キャンペーン 

名称：青山フラワーマーケット オリジナル フラワーベース プレゼント 

1,650 円（税込）以上お買上げいただいた方、先着 100 名さまに“青山フラワーマーケットオリジナル フラワーベース”をプレゼントします。 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア】CONVERSE TOKYO（コンバース トウキョウ）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ALL STAR 100 OX／CT（オールスター 100 OX／CT） 

CONVERSE の ALL STAR 100 をベースに、CONVERSE TOKYO ならではのアレンジを加えたブランド限定モデルを渋谷スクランブルスクエ

ア店にて先行発売します。 

価格：15,400 円（税込） 
期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【眼鏡】SeeP EYEVAN（シープ アイヴァン）渋谷エリア初・旗艦店 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Laszlo（ラースロー） 

EYEVAN の渋谷スクランブルスクエア限定カラー。アメリカンヴィンテージフレームの飾りから着想を得たフレーム。クラシックな要素を

掛け合わせ EYEVAN らしく仕上げたモデルです。 

価格：35,200 円（税込） 

個数：30 本 ※予定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：SeeP EYEVAN オリジナルボールペン、メモ帳 プレゼント 

メガネ・サングラスをご購入のお客さまに SeeP EYEVAN オリジナルのボールペン、メモ帳をプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディスウェア】NERGY（ナージー） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：sport b. PURE LINE (スポーツベー ピュアライン) 

2019 秋冬シーズン、アニエスベーのスポーティテイストライン「sport b. PURE LINE」として、ニットカーディガン 、トップス、パンツ、 

スニーカーなど、NERGY が国内で独占展開。開業を記念して、スニーカーを渋谷スクランブルスクエア店限定販売します。 

価格：スニーカー 42,900 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア／靴】NIKE（ナイキ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：NIKE SHIBUYA EXCLUSIVE LOGO S／S（ナイキ シブヤ エクスクルーシブ ロゴ ショート・スリーブ） 

“SHIBUYA”の文字をプリントした渋谷スクランブルスクエア店限定 T シャツを販売します。 

価格：4,950 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO IMAGE 

2F：Fashion DAILY5（日常性＋発見性） 
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【アクセサリー】PAS TIERRA（パティエラ）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：PAS TIERRA×スタイリスト百々千晴  オニキスロングピアス・オニキスリング 

スタイリスト百々千晴さんとのコラボレーションジュエリーの先行販売が決定。ゴールドのチェーンとオニキスを組み合わせたロングピア

ス・リング。ゴールドの輝きと揺れるストーンが印象的に顔周りを飾ります。※ピアスはシングル（片耳）販売 

価格：ピアス 8,800 円（税込）、リング 13,200 円（税込） 

個数：各 15 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 
 

▼限定商品・メニュー 

商品名：+SPBS オリジナル手ぬぐい 

スクランブル交差点をイメージした柄に、「+SPBS」のロゴとカタカナで「シブヤ」の文字がデザインされたオリジナルの手ぬぐいです。キ

ッチンでふきんとして使うのはもちろん、かごの荷物を隠したり、お弁当箱を包んだりすることもできます。海外からの旅行客の渋谷土産に

もおすすめです。 

価格：1,650 円（税込） 

個数：100 枚 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レコード・BOOK／レディス・メンズウェア／ファッション雑貨】bonjour records（ボンジュールレコード） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Richardson Down Jacket（リチャードソン ダウンジャケット） 

NY のブランド Richardson から、本国と bonjour records 限定カラーのダウンジャケットを数量限定販売。 

価格：97,900 円（税込） 

個数：9 着 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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3F 
 

 

【バッグ／シューズ】ヴァレンティノ 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ROCKSTUD （ロックスタッズ） 

ロックスタッズ コレクションの中でも人気の SMALL SHOULDER BAG（スモールショルダーバッグ）と MINI TOTE （ミニトート）に、

渋谷スクランブルスクエア限定カラー“ラズベリーピンク”が登場します。鮮やかなボディにプラチナカラー スタッズが輝き、デイでもナイ

トでも主役として活躍するバッグです。 

価格：スモールショルダーバッグ 161,700 円（税込）、ミニトート 229,900 円（税込） 

個数：スモールショルダーバッグ 5 点、ミニトート 3 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア】KENZO（ケンゾー） 

 

▼開業キャンペーン  

名称：ダウンジャケット 

渋谷スクランブルスクエアの開業を記念して、ダウンジャケットをレディス・メンズそれぞれ先行品として販売。レディス（Women’s: Hooded 

Puffer Belted Coat）は、今季のテーマ「ハイキング」から着想を得たベルトでウエストマークすればよりフェミニンなシルエットに。襟元

のベルクロ部分にさりげないロゴを配したフード付きロング丈。メンズ（Metallic Nylon Hooded Short Puffer Jacket）は、クラッシックな

フィットのフード付きダウンケットをメタリックな素材感でモダンにアップデートしたのが特徴です。(画像はメンズダウンジャケット) 

価格：メンズ 111,100 円（税込）、レディス 115,500 円（税込） 

個数：各 4 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～7 日 

 

 

【レディス・メンズウェア】sacai（サカイ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Down × Denim Jacket（ダウン・デニムジャケット） 

異素材を組み合わせるハイブリッドなデザインを得意とした sacai から、ダウンジャケットとデニムジャケットをドッキングした Down x 

Denim Jacket を渋谷スクランブルスクエア限定で販売します。 

価格：未定  

個数：数量限定  

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 

 

 

【レディス・メンズウェア／鞄／革小物】SAINT LAURENT（サンローラン） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：BABY TEDDY （ベイビー・テディ） 

デイリーユースに最適なベイビーサイズの TEDDY を渋谷スクランブルスクエア開業を記念して先行販売します。ポーチが付属されているた

め、手荷物の整理も楽々です。巾着持ち、斜め掛けなどコーディネートに合わせて持ち方のバリエーションも楽しめる実用性も兼ね備えたサ

ンローランのアイコンバッグの一つです。 

価格：126,500 円（税込） 

個数：20 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア】GIVENCHY（ジバンシィ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：“WINTER OF EDEN CAPSULE”（ウィンター オブ エデン カプセル） 

GIVENCHY のオートクチュールスピリッツからインスパイアされた、ブラック＆ホワイト、V カットデザインのウェアを特徴とした限定カ

プセルコレクション。2019 年秋冬コレクションでフューチャーされたフローラルプリントもブラックベースのクールなカラーで登場。アー

ティスティック・ディレクター、クレア・ワイト・ケラーが表現するジバンシィの世界観を是非堪能して。 

価格：レディ・トゥ・ウェア【Men's／Women's】 50,600~238,700 円（税込） 

レザーグッズ【Men's／Women's】 110,000~242,000 円（税込） 

スモールレザーグッズ【Women's】 35,200~106,700 円（税込） 

期間：通年 

  

3F：Fashion DAILY5（日常性＋発見性） 

NO IMAGE 

NO IMAGE 
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【鞄／靴】JIMMY CHOO（ジミー チュウ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：MINETTE FLAT（ミネット フラット）  

太めのストラップがレトロなフラットパンプスは、ストラップ部分とアッパーにクリスタルを施しリュクスな雰囲気に仕上げています。スト

ラップ部分はゴムで取り付けられており、着脱のしやすさも魅力。歩くたび煌めきを放つ、ミニマルながらもシックなスタイルです。カラー

展開は Black、Latte の 2 色。 

価格：各 172,700 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 ※秋冬シーズン限定 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープニングプロモーション 

オープンから 11 月 14 日までの期間、80,000 円（税抜）以上ご購入のお客さまに、ユニセックスでお使いいただける JIMMY CHOO オリジ

ナルの「JC トートバッグ」に入れてお渡しするサービスを実施。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～14 日 ※なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア】STELLA McCARTNEY（ステラ マッカートニー） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープニングプレゼントキャンペーン 

来場の方にステッカーを先着にてプレゼント。 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】ディオール バックステージ ストゥーディオ 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ディオール バックステージ先行販売 

渋谷スクランブルスクエア店のオープンを記念して、「ディオール バックステージ」より「カスタム アイ パレット」、「フェイス＆ボディ グ

ロウ」、「ラッシュ カーラー」を 11 月 15 日の全国販売に先駆けて、先行販売します。 

価格：カスタム アイ パレット 6,050 円（税込）、フェイス＆ボディ グロウ 5,390 円（税込）、ラッシュ カーラー 3,300 円（税込） 

期間：通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO IMAGE 



18 

 

 

 

 

 

 

【レディスウェア】Aquascutum WHITE LABEL（アクアスキュータム ホワイトレーベル）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルトート BAG 

Aquascutum アプリ会員登録もしくは Aquascutum WHITE LABEL 公式インスタグラムをフォローし、来店時に画面提示したお客さまにオ

リジナルトート BAG をプレゼントします。 
 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄】ANTEPRIMA（アンテプリマ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ANIMALE(アニマーレ)秋田犬モチーフ（ハンドバッグ型） 

手編みのワイヤーバッグだからこそ、アニマルモチーフをアクセサリー感覚で大人の女性がおしゃれに持てる ANIMALE(アニマーレ)シリー

ズに、「秋田犬」モチーフが新登場。ボディ中央に立体的に施された秋田犬は、首輪にロゴリングがあしらわれたキュートなデザインです。

ブラックはシックで甘さを控えた仕上がり。繊細な煌めきとミルキーな柔らかさを持ち合わせたパウダリーピンクゴールドは上品で柔らかな

印象です。カラー展開は、ブラック、パウダリーピンクゴールドの 2 色。（写真はパウダリーピンクゴールド） 

価格：各 86,900 円(税込) 

期間：通年  

 

▼開業キャンペーン 

名称：アンテプリマ オリジナルトートバッグ プレゼント 

ワイヤーバッグをお買上げのお客さまに、渋谷スクランブルスクエア店限定トートバッグをプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄】VASIC （ヴァジック）  

 

▼開業キャンペーン 

名称：Bond シリーズ【Gold & Silver（ゴールド＆シルバー）】 

渋谷スクランブルスクエア店オープンを記念して、“Bond”シリーズより、Bond Mini（ボンドミニ）、Bond Mini Mini（ボンドミニミニ）のゴー

ルド＆シルバーを先行発売します。 

価格：ボンドミニ 40,700 円（税込）、ボンドミニミニ 36,300 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア／アクセサリー】EMPORIO ARMANI SATELLITE（エンポリオ アルマーニ サテライト） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：T シャツ 

バスケットのイラストを描いた T シャツを渋谷スクランブルスクエア限定で販売。 

価格：15,400 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【メンズウェア】OLD ENGLAND Homme（オールドイングランドオム）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：チェックダッフルコート 

英国最古のテキスタイルブランド「ジョシュア・エリス」社製の生地による、オールドイングランドオム初のチェック柄のダッフルコート。 

ブラックウォッチ、ネイビーチェック、ブラウンチェックの 3 色を展開。 

価格：各 187,000 円（税込） 

個数：各 7 着 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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【レディスウェア／アクセサリー／雑貨】428－224（シブヤ 224）新業態 

   

▼限定商品・メニュー 

商品名：Y's（ワイズ） がま口ネックレス 

Y's では定番のがま口シリーズから人気のポーチネックレスを渋谷スクランブルスクエア限定パターンで発売します。 

パッチワークジャガードとレザーの 2 トーンカラーのオリジナルデザインです。 

価格：14,300 円（税込） 

個数：20 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：HAPPY PLUS <フルーツオブザルーム>T シャツプレゼント 

16,500 円（税込）以上ご購入 100 名さまに「フルーツオブザルームコラボレーション T シャツ」プレゼントします。 

個数：100 枚 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【アクセサリー】STAR JEWELRY（スタージュエリー） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア店オープン記念限定ネックレス 

オープンを記念して、クリスマス限定“COSMIC SNOW”より渋谷スクランブルスクエア店限定モデルが登場。天球儀で見つけた一等星をイメ

ージしたネックレスは、一粒ダイヤモンドネックレスにもなる 2way。 

艶やかなゴールドにアコヤパールやダイヤモンドが輝きます。 

価格：K18 ダイヤモンド・アコヤパール 110,000 円（税込）、K18 ダイヤモンド・ロイヤルブルームーンストーン 55,000 円（税込） 

個数：各 10 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：NEW OPEN PRESENT CAMPAIGN 

期間限定で 55,000 円（税込）以上お買上げの方にオリジナルシャンパングラスをプレゼントします。 

期間：2019 年 11 月 1 日～10 日 

 

 

【靴／ファッション雑貨】Sergio Rossi（セルジオ ロッシ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：スニーカー 

2019 年デビューの新型スニーカーSERGIO EXTREME（セルジオ エクストリーム）のベルクロデザインが渋谷スクランブルスクエア限定モ

デルとして 20 足数量限定販売します。 

価格：113,300 円（税込） 

個数：20 足 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディス・メンズウェア】TATRAS（タトラス）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：TATRAS & DIMMAK（タトラス アンド ディムマック） 

スティーブアオキのミュージックレーベル「ディムマック」とのコラボレーション商品。TATRAS 定番のボンバージャケットを細身シルエッ

トと軽さをそのままに、ディムマックの解釈で新たに作り上げました。渋谷スクランブルスクエア店先行販売です。カラー展開は、ブラック

1 色。 

価格：121,000 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄／財布】HIROKO HAYASHI（ヒロコ ハヤシ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープニングキャンペーン 

27,000 円（税抜）以上お買上げの方、先着 50 名さまにオリジナルプリントバッグ（非売品）をプレゼントします。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【メンズウェア】BOSS Store（ボス ストア） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：FC バイエルン カプセルコレクション 

BOSS が公式ファッションパートナーを務める FC バイエルン・ミュンヘンのプレスプリング・カプセルコレクションを数量限定販売。テイ

ラリングのジャケットとパンツ、ポロシャツに FC バイエルンのロゴのラバープリント入りクルーネックセーターで構成されたコレクション

です。 

価格：クルーネックニットセーター 37,400 円（税込）、ポロシャツ 22,000 円（税込）、 

ジャケット 79,200 円（税込）、パンツ 33,000 円（税込） 

個数：クルーネックニットセーター 20 着、ポロシャツ 20 着、ジャケット 10 着、パンツ 10 着 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ディアマンテチョコレート ミニギフトボックス 

イタリア・ミラノ本店から直輸入したヘーゼルナッツのニブスとミルクのチョコレート。ヘーゼルナッツの香り高いまろやかな味わいになっ

ています。チョコレートはダイヤモンド型にかたどられ、Cova のエレガントなミニギフトボックスに収められ、ラグジュアリーなギフトと

しておすすめです。ほろ苦いエスプレッソとともにお楽しみいただけます。 

価格：1,800 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO IMAGE 
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【カフェ／コーヒー】REAL DRIP COFFEE No.12 by 上島珈琲店 新業態 

（リアルドリップコーヒー ナンバートゥエルブ バイ ウエシマコーヒーテン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：No.12 SPECIAL BLEND COFFEE（ナンバートゥエルブ スペシャルブレンドコーヒー） 

自慢のブレンドコーヒーは 2 種類。オリジンの焙煎プロファイルから見直しブレンディングした良質な苦味の「ディープブレンド」と、 

良質な酸味の「ライトブレンド」を提供します。 

価格：660 円（税込） 

期間：通年 

 

 

 
 

 

【鞄／ファッション雑貨】VeeCollective／NEUVILLE（ヴィーコレクティヴ／ヌーヴィル）日本初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：MINI NUMERO 1（ミニ ヌメロ アン） 

1988 年にベルギーのブリュッセルで誕生した NEUVILLE から、ブランドデビュー当時のモデルを現代的にリプロダクトし、 

渋谷スクランブルスクエア限定の別注カラーを 2 色ご用意しました。コロンとしたフォルムとベルトが可愛らしく、取り外し可能な 

ショルダーストラップが付いているのがポイントです。 

価格：42,900 円（税込） 

個数：60 個（ピンクグレージュ 30 個、ブラック 30 個） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ノベルティプレゼント 

店頭でお買上げいただいたお客さまにオープンを記念したオリジナルのノベルティをプレゼントします。 

VeeCollective=コインケース／NEUVILLE=コンパクトミラー 

個数：各 250 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【靴】ZYX（ジックス）日本初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ASH ADDICTION （アッシュ アディクション） 

今シーズンイチオシのダッドスニーカーに、渋谷スクランブルスクエア限定の新色が登場。デザイン性のあるボリュームソールは今の気分に

ぴったり。今年らしくアップデートしたアニマル柄は、レオパード柄とイエローの配色がおしゃれに。メンズライクなシルエットに、さりげ

なくいつもより美脚に見せてくれるフォルムに仕上がりました。 

価格：37,400 円（税込） 

個数：10 足 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ZYX Debut Fair（ジックス デビュー フェア） 

シューズをお買上げの先着 45 名のお客さまに、オリジナルエコバッグをプレゼントします。 

個数：45 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【靴】’eir（ゼア）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープニングキャンペーン 

FABIO RUSCONI（ファビオ ルスコーニ）を 30,000 円（税抜）以上お買上げのお客さまにファビオ ルスコーニオリジナルノート（先着 5

名）、そのほかのブランドについて同じく 30,000 円（税抜）以上お買上げのお客さまに’eir シューケアクリーム（先着 10 名）をプレゼント

します。 

個数：ファビオ ルスコーニオリジナルノート 5 個、’eir シューケアクリーム 10 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～10 日 

 

 

【鞄／帽子／アクセサリー】a-jolie（アジョリー）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Démodée（デモデ）×a-jolie Open 記念チャーム 

人気の人形チャームブランド Démodée とのコラボ商品。SHIBUYA ロゴのクリアバッグを携えた限定商品をご用意しました。 

価格：13,200 円(税込） 

個数：イエロー60 個、レッド 30 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

STORY６（物語性＋回遊性） 5F：Fashion STORY6（物語性＋回遊性） 

+Q （プラスク） グッズ 【運営：東急百貨店】 

NO IMAGE 
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【鞄／アクセサリー】PAPILLONNER（パピヨネ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：スクエアレジンバッグ渋谷限定 

ブランドの名品との位置づけにあるスクエアレジンシリーズのパイソン柄を販売。 

※実店舗では渋谷スクランブルスクエア限定販売となります 

価格：12,100 円（税込） 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念ガチャガチャ 

PAPILLONNER でお買上げいただいた先着 100 名さまにガチャガチャチャレンジを実施します。 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【アクセサリー／ファッション雑貨】REAL DESIGN SITE（レアル デザイン サイト）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：＜Alpaca to hana（アルパカトハナ）＞（アクセサリー）と＜bouquet du coton（ブーケ ドゥ コトン）＞（ドライフラワー）

イベント限定企画 

アジサイノミナモチャーム。人気のアジサイノミナモを使用したチャーム。他の耳飾りに合わせたりもできます。 

価格：13,200 円（税込） 

個数：10 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：デザイナー来店 

＜Alpaca to hana＞（アクセサリー）と＜bouquet du coton ＞（ドライフラワー）の両ブランドのデザイナーである有吉美由紀氏が来店し

ます。 

期間：2019 年 11 月 1 日～3 日 ※時間未定 

 

 

【サングラス】ISMY（イズマイ）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：フェラガモ ISMY 限定商品 

大ぶりなラウンドシェイプが、ファッショナブルでトレンド感のあるスタイル。存在感のあるプラスチックフロントに組み合わされる、細く

エレガントなテンプルは、ブランドのモチーフであるガンチーニが大胆にアレンジされ、モダンな雰囲気へと昇華されています。 

価格：48,400 円（税込） 

個数：8 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～12 月 31 日 ※なくなり次第終了 

 

 

【アクセサリー】Vendome Aoyama（ヴァンドームアオヤマ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア 数量限定ネックレス 

10 金イエローゴールドのダイヤモンドネックレスを渋谷スクランブルスクエア数量限定で販売します。クリスマス限定 BOX 付き。 

価格：29,700 円（税込） 

個数：30 本 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：渋谷スクランブルスクエア オープン記念 ノベルティフェア 

50,000 円（税抜）以上お買上げのお客さま先着 50 名にオリジナルポーチセットをプレゼントします。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【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） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：GRACE medium satchel（<グレース ミディアム サッチェル>）【Tinted Rose Multi（<ティンテッド ローズ マルチ>）】 

デイリーに使いやすい「GRACE」シリーズの、渋谷スクランブルスクエア店限定カラーが登場。トレンドのジオメトリック柄ドレスから、 

レトロカジュアルなデニムスタイルまで、どんなスタイリングにもマッチする優秀バッグです。 

価格：66,000 円（税込） 

個数：20 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念オリジナルトートバッグプレゼント 

オープンを記念して、35,000 円（税抜）以上お買上げのお客さまに先着でオリジナルトートバッグをプレゼントします。 

個数：30 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄】COACH（コーチ） 

 

▼限定商品・メニュー 

名称：ストアオープン限定バッグ 

ブランドロゴのホース＆キャリッジを印象的に取り入れた新コレクションから、存在感たっぷりのバックルが目を惹くサドル バッグを 

ストアオープンを記念し、数量限定販売します。 

価格：70,400 円（税込） 

個数：15 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄／アクセサリー／時計】SWAROVSKI（スワロフスキー） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープニングギフト 

13,000 円（税抜）以上購入でノートブックをプレゼントします。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～15 日 ※なくなり次第終了 

 

 

【鞄／革小物】FURLA（フルラ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：FURLA CORONA 

人気のバケツ型バッグ“フルラ コロナ”からミニサイズが登場。かわいいフォルムとフルラ モノグラムを型押ししたデザインが特徴の、

この秋おすすめのミニバッグです。渋谷スクランブルスクエアのオープンを記念して、フラッグシップ店のみでの展開アイテムを特別

に数量限定で販売します。 

価格：52,800 円（税込） 

個数：5 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄／靴／レディスウェア】MICHAEL KORS（マイケル・コース） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ショルダーバッグ 

MK シグネチャーのコーテッドツイルになめらかなカウレザーを合わせた JET SET(ジェットセット)のクロスボディは、そのクラシカルな趣

が女性を虜にします。ジップ開閉式で使い勝手が良く、中には二つのポケットを備え機能性も抜群。ゴールドのプレートが控えめな品格を添

え、どんなスタイリングにも洗練された印象をプラスしてくれるミニバッグです。 

価格：37,400 円（税込） 

個数：10 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 ※なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念プレゼントキャンペーン 

44,000 円（税込）以上ご購入のお客さまにオリジナルクラッチをプレゼントします。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【鞄／ホーム・インテリア／ウェア】Marimekko（マリメッコ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Buddy（バディ）バックパック  

オープンを記念して、渋谷スクランブルスクエア限定のバッグを数量限定で販売します（先着順。なくなり次第終了）。 

定番人気の Buddy はタウンユースからアウトドアシーンまで活躍する、シンプルで洗練されたデザインが魅力のバックパック。店舗限定カ

ラーとして鮮やかなレッドが登場します。カラー展開は、渋谷スクランブルスクエア限定色のレッドのほか、定番色のブラック、グレー、お

よびシーズンカラー。 

価格：25,300 円（税込） 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：風呂敷プレゼントキャンペーン 

オープンを記念して、10,000 円（税抜）以上お買上げの先着 100 名に Unikko（ウニッコ／ケシの花）柄の風呂敷（約 45×45cm）をプレゼ

ントします。 

個数：100 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【アクセサリー／時計】4℃（ヨンドシー） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア 4℃限定商品 

オープンを記念した限定商品は、洗練された胸元を演出する、Y 字デザインのネックレス。やわらかい色合いのパールが耳元で揺れるタイプ

と、ラインの輝きが華やかな印象のロングピアスの 2 種類をご用意しています。 

価格：ネックレス 30,800 円（税込）、ピアス 26,400 円（税込） 

個数：各 5 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～2020 年 3 月 31 日 ※なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

 名称：渋谷スクランブルスクエア 4℃オープンフェア 

先着 100 名さま限定でジュエリークロスをプレゼントします。また、33,000 円（税込）以上お買上げのお客さまにはジュエリーボックスを

プレゼントします。 

個数：ジュエリークロス 100 個、ジュエリーボックス 30 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【化粧品】RMK（アールエムケー） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：RMK オープニングキット 

自由に選べるメイクアップベースとファンデーションの現品に、ミニサイズのスキンケア 2 品をセットにしました。スタイリッシュなトート

バッグつきです。 

価格：8,250 円～10,670 円（税込）※お選びいただく商品によって金額が異なります 

個数：150 個 ※予定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】ACSEINE（アクセーヌ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：渋谷スクランブルスクエア オープン記念キャンペーン 

アクセーヌ製品 1 品以上ご購入で「スリムポーチ 2 サイズセット」をプレゼントします。 

個数：300 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】ADDICTION（アディクション） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルミニポーチプレゼント 

ADDICTION 製品を 6,000 円（税抜）以上お買上げの方にオリジナルミニポーチをプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】ANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナル コスメバニティポーチ（Silver） 

アナ スイ コスメティックスの商品を 4,000 円（税抜）以上お買上げで「オリジナル コスメバニティポーチ」をプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】ALBION（アルビオン） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念 キャンペーン 

8,800 円（税込）以上お買上げのお客さまに、薬用スキンコンディショナー エッセンシャル（27ml・医薬部外品）と薬用スキンコンディシ

ョナー エッセンシャル ペーパーマスク E（1 枚・医薬部外品）をセットでプレゼントします。※お一人一個まで 

個数：1,500 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】Amplitude（アンプリチュード）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：Amplitude オープニングイベント 

Amplitude オフィシャル メイクアップアーティスト（2 名）が入店し、お客さまの肌悩みに合わせたメイクアップアドバイスを行います。 

また、オープン日より、Amplitude 製品を 10,000 円（税抜）以上お買上げの方に、Amplitude オリジナルポーチをプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：Amplitude オリジナルポーチ 2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

Amplitude オフィシャル メイクアップアーティスト 2019 年 11 月 1 日～3 日 11:00～18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6F：Beauty STORY6（物語性＋回遊性） 

+Q （プラスク） ビューティー 【運営：東急百貨店】 
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【化粧品】Yves Saint Laurent Beauté（イヴ・サンローラン・ボーテ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：お買上げプレゼント 

イヴ・サンローランのメイクまたはフレグランス製品を 15,000 円（税抜）以上お買上げのお客さまに YSL オリジナルポーチ、トップ 

シークレット モイスチャーエクラ ポア マット 15ml、ラディアント タッチ ブラープライマー10ml のセットをプレゼントします。 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】ITRIM（イトリン）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ITRIM エレメンタリー フェイシャルトライアルキット 

トライアルサイズのクレンジングクリーム（27g）、フェイスソープ（標準重量 25g）、スキンローション（30ml）、スキンエマルジョン（20ml）

、サンプルサイズのスキンクリーム（3g）と ITRIM オリジナルポーチを合わせたキットを販売します。トライアルにもぴったりな商品です。

すべての女性たちを、凜と輝く美しい肌へと導きます。 

価格：16,500 円（税込） 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】IPSA（イプサ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ザ・タイム R アクアキット 

TTR アクア（現品）と TTR アクア小型ボトル、オリジナル折りたたみミラーを合わせたアクアキットを渋谷スクランブルスクエア限定で販

売します。 

価格：4,400 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】SK-Ⅱ（エスケーツー） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：SK-Ⅱ体感イベント ＃HERITAGE REMIX 

オープンを記念して、肌年齢をチェックできる SK-Ⅱ独自の肌測定マシン「マジックリング」をお試しいただけるイベントを開催します。 

期間：2019 年 11 月 21 日～27 日 

 

 

【化粧品】est（エスト） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：est リンクルソリューションプラス限定キット 

「誕生、シワ改善美容液。気になる目もと・口もとのシワへ、深く効く。」シワ改善美容液にエスト ザ ローション ミニボトルとスタンドミ

ラーがついた今だけの限定キットを販売します。 

価格：11,000 円（税込） 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：est オープニング記念キャンペーン 

16,500 円（税込）以上お買上げの方にオリジナルポーチをプレゼントします。 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】Elégance（エレガンス） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念 キャンペーン 

9,900 円（税込）以上お買上げのお客さまにメイクミスト（15ml）、クレンジングクロス（4 枚）、オリジナル トレイ ポーチのセットをプレ

ゼントします。※お一人一個まで 

個数：800 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【化粧品】KANEBO（カネボウ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ルナソルオープニング記念限定キット 

ルナソル商品 9,900 円（税込）以上お買上げでオイルインソリューションⅡ18ml、ポジティブソリューション 3g、ルナソル巾着ポーチの 

セットをプレゼントします。 

個数：100 セット 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】COVERMARK（カバーマーク） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア店オープン記念クレンジング・洗顔スペシャルセット 

限定ボトルモデルのトリートメント クレンジング ミルクやミネラルウォッシュ、トライアルサイズのコネクティングベースなどを合わせた

スペシャルセットを渋谷スクランブルスクエア店限定で販売します。 

価格：6,600 円（税込） 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】CLARINS（クラランス） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：オープニングキット 

メイクの仕上げにシュッと一吹きでメイクをピタッと定着させる人気の「フィックス メイクアップ」の限定の香りとパッケージに、植物の

恵み豊かな至福のリップオイルのトライアルサイズが 3 色、ミニマスカラ、オリジナルポーチがついたお得なセットを販売します。 

価格：9,350 円（税込） 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】clé de peau BEAUTÉ（クレ・ド・ポー ボーテ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープンプレゼント 

15,000 円（税抜）以上ご購入の方へ、clé de peau BEAUTÉ クレームデマキアントの特製サイズをプレゼントします。また、オープンから

11 月 4 日までの期間限定で clé de peau BEAUTÉ メーキャップクリエーターによるワンポイントアドバイスを実施します。 

個数：120 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】DECORTÉ（コスメデコルテ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：DECORTÉ メイク限定キット 

DECORTÉ ポイントメイクを含む 10,000 円（税抜）以上お買上げの方に DECORTÉ フェイスパウダーミニと DECORTÉ アイメイクアップリ

ムーバーミニボトル（30ml）をプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】SHISEIDO（シセイドウ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：SHISEIDO アルティミューンオープニングキット 

SHISEIDO アルティミューン パワライジング コンセントレイト N 【50ml または 30ml または 50ml（refil）のいずれか】 

冬の肌コンディションを整える「アルティミューン」に資生堂パーラーのお菓子がついたオープニングキット。 

価格：8,800 円～13,200 円（税込） 

個数：250 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：SHISEIDO メーキャップクリエイターによるメイクアドバイス 

ご来店いただいた方へ SHISEIDO メーキャップクリエイターによるメイクのワンポイントアドバイスを実施します。 

期間：2019 年 11 月 1 日～4 日 
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【化粧品】CHANEL FRAGRANCE ＆ BEAUTY（シャネル フレグランス＆ビューティ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ホリデー 2019 紹介イベント 

シャネルを代表するアイコニックなフレグランス、N°5 から、仕草まで美しい、手の中に納まる特別サイズのツィスト＆スプレイや、

シャネルのホリデーの世界に入ったかのような特別なコフレが登場するほか、マドモアゼルが好んだビザンチン様式のビジューボタン

をモチーフに、そしてゴールドをテーマカラーにして作られたラグジュアリーな輝きを放つメイクアップ コレクションが登場します。

ホリデーだけのエクスクルーシヴなアイテムを体験いただけます。 

期間：2019 年 11 月 1 日～7 日 

 

 

【化粧品】shu uemura（シュウ ウエムラ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナル トートバッグ 

ポケモン×shu uemura コレクション含む 15,000 円（税抜）以上ご購入の方にオリジナルトートバッグをプレゼントします。 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【フレグランス／化粧品】JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：フレグランス コンバイニング™ ディスカバリー コレクション 2 

ジョー マローン ロンドンのフィロソフィであるフレグランス コンバイニング（異なる香りの重ねづけ）をお楽しみいただけるコレクショ

ンは持ち運びに便利で人気の香りのミニサイズのコロンとボディ クレームがセットされた贅沢で特別なコレクションです。気分やシチュエ

ーションによって香りを楽しみたい方にぴったりです。ご自分へのご褒美に、または大切な方へのギフトに最適です。 

価格：7,920 円（税込） 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】JILLSTUART（ジルスチュアート ビューティ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：開業記念キャンペーン 

3,000 円（税抜）以上（アーバンプリンセスコレクションを除く）ご購入のお客さまに、「ハンドクリーム 15g」をプレゼントします。 

※3 種の香りよりお選びいただけます。画像は実物と異なります 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】SUQQU（スック） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルトートバッグプレゼント 

SUQQU 商品 15,000 円（税抜）以上ご購入のお客さまに、オリジナルトートバッグをプレゼントします。 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】Celvoke（セルヴォーク） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Celvoke エンスロール グロス EX03 

天然由来成分 90％以上のナチュラル処方で、ヒマワリやオリーブなど植物由来のオイルがべたつかず心地よく唇にフィットし、艶やかでふ

くよかなフォルムを実現しました。しっかりとエッジがとれるチップを採用しているため発色が良く、エレガントにもモードにもファッショ

ンを選びません。 

価格：3,080 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 ※なくなり次第終了 
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【フレグランス／化粧品】diptyque（ディプティック） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：選べるオードトワレ 3 本セット（7.5ml ×3） diptyque オリジナルコットンバッグ付 

10 種類のオードトワレ 7.5ml の中から、お好きな香り 3 種をお選びいただける選べるオードトワレ 3 本セットを diptyque オリジナルコッ

トンバッグ付で販売します。 

価格：8,250 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：開業限定プレゼントキャンペーン 

11,000 円（税込）以上お買上げの方に、フレグランスキャンドル 35g をプレゼントします。 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】Too Faced（トゥー フェイスド）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルトートバッグ プレゼントキャンペーン 

12,000 円（税抜）以上お買上げの方に Too Faced のオリジナルトートバッグをプレゼントします。 

先着順にて配布、お一人さま 1 会計につき 1 点までとさせていただきます。 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】NARS（ナーズ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：スーパーウォンテッド オーデイシャスリップスティックパレット 

NARS で大人気のオーデイシャスリップスティックの人気 7 色をセットしたパレットを販売します。 

価格：6,820 円（税込） 

個数：30 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】FANCL（ファンケル） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：「マイルドクレンジング オイル＆洗顔パウダー」限定セット 

マイルドクレンジング オイルやマイクレミニボトル、洗顔パウダーなどがセットになった渋谷スクランブルスクエア限定セットを数量限定

で販売します。 

価格：3,190 円（税込） 

個数：600 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：歯ブラシセット 

渋谷スクランブルスクエアオープン記念として、ファンケル商品を 5,000 円（税込）以上ご購入の方に先着ファンケルオリジナル歯ブラシ 

セットをプレゼントします。 

個数：400 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】PAUL & JOE BEAUTE（ポール アンド ジョー ボーテ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ベースメイク トライアル キット 

ポール ＆ ジョーの人気の「ラトゥー エクラ ファンデーション プライマー N（現品・30ml）」と「エクラタン ジェル ファンデーション N

（現品）」にキュートな「フリルトートバッグ」がつく特別なキットを販売します。 ※ファンデーションの色はお選びいただけます 

価格：10,780 円（税込） 

個数：300 個 ※予定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【化粧品】BOBBI BROWN（ボビイ ブラウン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：クラッチ クラシックス メイクアップ セット 

パーティーメイクにふさわしい「クラシックメイク」が楽しめる限定セットが登場。秋冬シーズンのリップ人気色ユアマジェスティ（バーガ

ンディ）をメイクのアクセントに、そのリップを引き立てるチークやマスカラのミニサイズが、セットイン。持ち運びに便利なポーチ付きで

す。 

価格：4,620 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～12 月 25 日 

 

 

【化粧品】M･A･C（マック） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルトートバッグ プレゼントキャンペーン 

9,000 円（税抜）以上お買上げの方に M・A・C のオリジナルトートバッグをプレゼントします。 

先着順にて配布、お一人さま 1 会計につき 1 点まで。 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】LANCÔME（ランコム） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープニング キット 

LANCÔME 製品 18,000 円（税抜）以上ご購入のお客さまへジェニフィック アドバンスト N（美容液／試供品）7ml、ジェニフィック アド

バンスト アイセラム ライトパール アイ アンド ラッシュ（目もと用美容液／試供品）5ml、ジェニフィック アドバンスト ハイドロジェ

ル メルティングマスク（フェイスマスク／試供品)28g とランコム オリジナル アイケアセット(アイマスク＆アイラッシュカーラー)の 4 種

をプレゼントします。※ジャンボサイズ、ほかキットは除く 

個数：100 セット 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【美容機器】ReFa（リファ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ReFa 渋谷スクランブルスクエアアニバーサリーキット 

ReFa コラーゲンエンリッチのゼリータイプが渋谷スクランブルスクエアアニバーサリーキットとして登場。持ち運びに便利な個包装で、

ポーチにいれていつでもどこでもコラーゲン習慣を。 

価格：9,936 円（税込） 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【化粧品】LAURA MERCIER（ローラ メルシエ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブルスクエア限定 LAURA MERCIER ボディキット 

ホイップトボディクリームやクリームボディウォッシュ、ヴェロア エクストリーム マット リップスティック 04(フレッシュ)の特製サイズ

など、LAURA MERCIER 人気のボディ商品を含めたお得なキットを数量限定で販売します。 

価格：10,120 円（税込） 

個数：250 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：LAURA MERCIER オリジナルポーチ プレゼントキャンペーン 

7,000 円（税抜）以上ご購入のお客さまに、LAURA MERCIER オリジナルポーチをプレゼントします。 

個数：250 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【化粧品】L’OCCITANE（ロクシタン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：メッセージシアバター 

赤ちゃんから大人の男女まで、どなたでも安心してお使いいただけるピュアシアバター。髪や爪に、唇に、全身に使えるマルチな保湿 

バーム。オープンを記念して、メッセージパッケージで販売します。プレゼントにもおすすめです。 

価格：1,320 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了  

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念キャンペーン 

L’OCCITANE 製品を 8,800 円（税込）以上ご購入のお客さまに、オリジナルトートバッグとポーチのセットをプレゼントします。 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【カフェ／コーヒー／ケーキ】ANNA'S by Landtmann（アンナーズ バイ ラントマン）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ストロベリーアーモンドミルクスムージー 

アーモンドミルクにイチゴとバナナ、スーパーフードのカカオニブを加えた、渋谷スクランブルスクエア開業記念の限定スムージーが登場。

トッピングには無糖のホイップクリームを使用しました。 

価格：1,100 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 
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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 

 

▼開業キャンペーン 

名称：Make my favorite Jewelry （メイク マイ フェイバレット ジュエリー） 

渋谷スクランブルスクエアの開業を記念して、下記期間中、お好きな天然石を選び、オリジナルのジュエリーをおつくりいただけるオーダー

会を開催します。※詳細は、ete オフィシャルサイトをご覧ください 

価格：未定 

期間：2019 年 11 月 1 日～4 日 

 

 

【レディス・メンズウェア】CABANE de ZUCCa（カバン ド ズッカ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：カシミヤシルク 

ZUCCa の定番素材カシミヤシルクの渋谷スクランブルスクエア限定色「ベージュ」のカーディガンとセーターを数量限定で販売します。 

カシミヤの軽さ、シルクの滑らかさ、ウールの保温性を兼ね備えています。素材、製造ともに日本生産です。 

価格：カーディガン 36,300 円（税込）、セーター 38,500 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：THE RERACS×Edition SHORT MODS COAT（ザ リラクス×エディション ショート モッズコート）【MENS／WOMENS】 

Edition が渋谷スクランブルスクエア開業を記念して、本格的 M65 を現代的にブラッシュアップさせたショートモッズコートを THE RERACS

へ別注しました。TOMORROWLAND の店舗に Edition のコンテンツが加わることは、渋谷スクランブルスクエア店が初の試みです。カラー

はインラインで展開のないダークネイビーカラーでオーダー。付属に関して、ジップを通常ゴールドのところ、WOMENS はシルバーに、

MENS はブラックに変更し、都会的でモダンな印象に仕上げた 1 着です。WOMENS のみベストとしても着用が可能なライナーが付属されま

す。 

価格：MENS 86,900 円（税込）、WOMENS 90,750 円（税込） 

個数：各 35 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 

 

▼開業キャンペーン 

名称：玉城ティナコラボレーションアイテム 渋谷店 OPEN 先行販売 

渋谷店オープンを記念して玉城ティナとのコラボレーションアイテムを先行発売。アイテムは、「ハイネックミニワンピース」、「モヘヤラッ

ププリーツスカート」、「スイッチフェザーニット」、「リーフサテンベルベットパンツ」の 4 種を展開。 

価格：ハイネックミニワンピース 13,200 円（税込）、モヘヤラッププリーツスカート 20,900 円（税込）、 

スイッチフェザーニット 14,300 円（税込）、リーフサテンベルベットパンツ 20,900 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～7 日（2019 年 11 月 8 日から全店発売） 
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【レディス・メンズウェア】UNITED TOKYO （ユナイテッド トウキョウ）渋谷エリア初・旗艦店 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：河村康輔×UNITED TOKYO コラボレーション 

渋谷店オープンを記念して、コラージュアーティスト河村康輔氏とのコラボレーションアイテムを限定販売します。 

渋谷をテーマにした「渋谷×河村康輔」と二ホンを代表する 58 代名横綱千代の富士とコラボした「千代の富士×河村康輔」を計 4 アイテム

ご用意。また、河村氏デザインの東京をテーマにしたショッパーも渋谷店から先行配布します。 

価格：渋谷×河村康輔 T シャツ 7,700 円（税込）、渋谷×河村康輔 ブルゾン 11,000 円（税込） 

渋谷×河村康輔 スウェット 11,000 円（税込）、千代の富士×河村康輔 パーカー 16,500 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
 

【レディスウェア】L’AVENTURE martinique（ラヴァンチュール マルティニーク）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：MARVIS×L’AVENTURE martinique（マービス×ラヴァンチュール マルティニーク）【Travel-set（トラベルセット）】 

ベストセラーであるホワイトニング効果のあるホワイト・ミントと、地中海を連想させる華やかでロマンチックなジャスミン・ミントの 25ml

サイズをセットにしたトラベルキットがオリジナルポーチで登場します。持ち運びにも便利なアイテムとして、日常を味覚と視覚で楽しませ

てくれます。 

価格：4,950 円（税込） 

個数：100 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：STATE OF ESCAPE MORE VARIATION（ステート オブ エスケープ モア ヴァリエーション） 

オーストラリア発の「STATE OF ESCAPE（ステート オブ エスケープ）」。軽量で柔らかく心地よいネオプレン素材を用いた色鮮やかで印

象的なバッグのデザインおよびカラーが一堂に会したイベントを開催します。 

期間：2019 年 11 月 1 日～17 日 
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【靴／帽子／レディス・メンズウェア】Quorinest（クオリネスト） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：OPENING FAIR（オープニングフェア） 

オープンを記念し、5,000 円（税込）以上ご購入の先着 200 名さまに、Quorinest 取扱いアイテムをモチーフにした、ショップオリジナルデ

ザインのアイシングクッキーをプレゼントします。 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄／財布】KURA CHIKA by PORTER（クラチカ バイ ポーター） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：PORTER FORCE（ポーター フォース） 限定色 

人気シリーズ「PORTER FORCE」の限定色グレーを先行販売します。軍用品にたまに見られる偶発的な生地色の差をモチーフにした、ミリ

タリーテイストのカジュアルシリーズです。フロントポケットとカバン本体の生地に微妙な色の差を出し、ロット違いの生地を使用している

ように意図的に見せていることが特徴のシリーズ。レスキューオレンジのキルティングナイロンを使用した内装もポイント。 

価格：10,450 円～41,250 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【生活雑貨／レディス・メンズウェア】THE SHOP（ザ・ショップ）旗艦店 

 

▼開業キャンペーン 

名称：THE SHOP 国内最大旗艦店オープン記念 THE SHOP SHIBUYA 限定企画 

「THE EXHIBITION（ザ・エキシビジョン）」私たちが本当に求めている定番とは何か？時代のマスターピースを紐解き、未来のスタンダー

ドを提案します。期間中は THE SHOP SHIBUYA だけの数量限定商品も登場。限定商品の詳細は 10 月下旬に THE-WEB および SNS アカウ

ントにて発表します。 

価格：10 月下旬発表  

個数：10 月下旬発表 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 ※予定 

 

 

【レディス・メンズウェア】JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：DRIFTER（ドリフター） 別注 ELEMENTARY TOTE（エレメンタリー トート） 

大人気の DRIFTER 別注 ELEMENTARY TOTE シリーズから、新店 OPEN 限定の別注カラー、ベージュ、ブラックの 2 色を発売します。 

価格：各 7,480 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了  

 

 

【レディス・メンズウェア】Bshop（ビショップ）渋谷エリア初

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：BRADY・NORFOLK（ブレディ ノーフォーク） 

創業 130 年を超える英国ブランド「BRADY」。ブライドルレザーで縁取りされ、使用されている全ての金具は、馬具にも用いられる真鍮を採

用した高い耐久性を誇る BRADY・NORFOLK の限定商品を販売。表地は、英国女王賞やローヤルワラントも受賞する創業 230 年以上の英国

老舗生地メーカーに別注したバッキンガム宮殿の衛兵の制服と同系の赤いウール地。タイムレスなデザインで、男女問わずに長くご愛用いた

だけます。 

価格：42,900 円（税込） 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
 

 

【レディス・メンズウェア】ユナイテッドアローズ 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：＜the CADRE＞（カードル） 

今季からスタートするドメスティックブランド＜the CADRE＞。ポイントとなるスカーフの色、柄を別注した鮮やかなトマトレッドのニットを

渋谷スクランブルスクエア限定カラーとしてご用意しました。 

価格：35,200 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～終了日未定 ※秋冬シーズン限定 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オープン記念ノベルティ プレゼント 

オープンを記念して 22,000 円（税込）以上お買上げの方にトートバッグをプレゼントします。 

※数に限りがございます。あらかじめご了承ください 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

8F：Fashion STORY6（物語性＋回遊性） 

NO IMAGE 
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【ランジェリー】anté by intésucré（アンテ バイ アンテシュクレ）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：「ランジェリーウォッシュ プレゼントキャンペーン」 

12,000 円（税込）以上お買上げの先着 100 名さまに「ランジェリーウォッシュ」をプレゼント。繊細なランジェリーを永く楽しむための、

ワコールのランジェリーウォッシュ（下着用洗剤）です。 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：マシュマロガーゼ シャンブレーカーディガン 

ブルーシャンブレーのカーディガンは、細くて柔らかな撚りの少ない糸と、強度の高い糸を組み合わせて 3 重に織り上げ、驚くほどの軽さと

やわらかさを実現したこれまでにない革新的なガーゼを使用し、やわらかでやさしい触感と保湿性、通気性、吸湿・吸水性をバランスよく備

えた快適な着心地を実現しています。 

価格：26,400 円（税込） 

個数：25 着 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：マシュマロガーゼマフラー＆アロマチップ 

5,000 円（税抜）以上お買上げの方、先着 200 名さまにマシュマロガーゼマフラー＆アロマチップをプレゼントします。 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【鞄／財布】MSPC PRODUCT（エムエスピーシープロダクト） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：Wonder Limited model（ワンダーリミテッドモデル） 

「Wonder」シリーズの渋谷スクランブルスクエア店 OPEN 記念限定モデル。人気の高かったモデルをアップデートしました。本体素材にオ

リジナル生地“MASTERTEX-06（マスターテックス-ゼロロク）”を使い、機能性を高めながら上品さも持っています。カラーは、黒、ネイビ

ーの 2 色。 

価格：バックパック 39,600 円（税込）、ワンショルダー 25,300 円（税込） 

個数：各 50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：CRAFTMAN ON TOUR（クラフトマン オン ツアー） 

master-piece（マスターピース）自社工場 BASE OSAKA（ベース オオサカ）の職人によるパターンオーダーメイドイベントを開催します。

カラーや素材を選び、オリジナルアイテムをお作りいただけます。 

価格：2,200 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～2 日 

 

 

【帽子】OVERRIDE（オーバーライド） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：SBY Fringe Ribbon Beret（エスビーワイ フリンジリボンベレー） 

OVERRIDE で人気のベレー帽を渋谷スクランブルスクエア店で一足早く数量限定先行発売します。ツイード生地とリボンのデザインがコー

ディネートのアクセントに。カラーは 3 色ご用意しています。 

価格：7,590 円（税込） 

個数：11 点 ※3 色合計 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 
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【鞄／雑貨】Orobianco（オロビアンコ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：JOJO×Orobianco（ジョジョ×オロビアンコ）コラボバッグ 

イタリアを舞台にし、重厚なストーリーを繰り広げる「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」。その強いメッセージ性とファッション性に「オ

ロビアンコ」が共感することで実現したこのコラボレーション。作品に登場する各キャラクターをフィーチャーしたバッグ、ポーチなど、全

11 アイテムを展開します。 

価格：7,700～44,000 円（税込） 

個数：各 2 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ノベルティキャンペーン 

オープン初日より、22,000 円（税込）以上お買上げの方先着 50 名さまに、ブランドオリジナル Bluetooth イヤホンをプレゼントします。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディスウェア】SHIPS（シップス） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ノベルティプレゼント 

15,000 円（税抜）以上お買上げのお客さまに、サシェセットをプレゼントします。 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【時計・修理】Time Land（タイムランド）旗艦店 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：オリス ビッグクラウン プロパイロット X キャリバー115 

ビッグクラウン プロパイロット X は、過去のキャリバースピリットを引継ぎつつ、フルスケルトンムーブメントとして作られました。リュ

ーズを回すとゼンマイが徐々に巻かれ、10 日間のパワーを蓄える様子を観察できます。渋谷地区では渋谷スクランブルスクエア店だけの限

定販売商品です。 

価格：891,000 円(税込) 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 

 

▼開業キャンペーン 

名称：開業プレゼント 

2019 年 11 月 30 日までの期間、30,000 円（税抜）以上腕時計をお買上げの先着 40 名さまに、トラベルウォッチケースをプレゼントします。 

※在庫状況により色、サイズはお選びいただけない場合がございます 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 

 

 

【レッグウェア】Tabio（タビオ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：数量限定オリジナルプリントソックス 

渋谷スクランブルスクエア店オープンを記念し、オリジナルデザインを施したプリントソックスを数量限定で販売します。 

価格：2,090 円（税込） 

個数：500 枚 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：スペシャルノベルティフェア オリジナルトートバッグ 

3,000 円（税抜）以上お買上げのお客さまに先着で数量限定のオリジナルトートバッグをプレゼントします。 

個数：500 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

【呉服／着物レンタル】TOKYO MASUIWAYA（トウキョウ マスイワヤ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：TOKYO MASUIWAYA 大人のきものレンタル  

全て染めと織りにこだわった、一般的にレンタル用として使われない本格派の着物・帯をご用意しました。「シブヤできもの」。街ブラ、

パーティ、観劇、会食などに和アートのドレスアップスタイルを、フルコーディネイトで提供します。コーディネイトスタイル数は、

全 27 セット。 

価格：33,000～88,000 円（税込） 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：特別出展「西陣×渋谷スクランブルスクエア」 

きもの文化が栄えた京都・西陣の古き伝統を守り、新たな歴史を創造する織工房。素材・染め・織りなど、時を超える雅やかな渋谷の

世界感をご覧いただけます。赤珊瑚・経綿など素材、技法にこだわった着物・帯をご提供します。 

価格：418,000 円（税込）～ 

個数：60 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～6 日 

 

 

【レディスウェア】bulle de savon（ビュルデサボン） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：HIYORI（ヒヨリ） 和三盆 

オープンを記念して、15,000 円（税込）以上お買上げのお客さまに bulle de savon オリジナルシャツ型和三盆をプレゼントします。 

個数：50 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【雑貨／インテリア雑貨】Francfranc（フランフラン） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：オリジナルトートバッグプレゼント 

5,000 円(税込)以上のお買上げいただいたお客さまに、Francfranc オリジナルトートバッグを数量限定でプレゼントします。 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【レディスウェア】FREAK’S STORE（フリークス ストア） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：チャイナシューズ 

渋谷スクランブルスクエア限定でチャイナシューズを販売します。 

価格：6,600 円（税込）～ 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了

 
▼開業キャンペーン 

名称：ノベルティ 

開業を記念して、先着 500 名さまに FREAK’S STORE 限定ノベルティをプレゼントします。 

※詳細は、FREAK’S STORE ホームページにて 10 月 25 日より公開 

個数：500 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了
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【ハンカチ／ポーチ】LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ラブラリーシブヤネオン ハンカチ  

開業を記念して発売する、ここでしか買えない限定ハンカチ。夜になってもたくさんのネオンできらめく渋谷は東京を代表する街のひとつ。

鮮やかで眩しいネオンにワクワク心が躍って渋谷の街に繰り出したくなる楽しい気持ちをそのままデザインにしました。渋谷の漢字をネオン

で表現した、渋谷の街にぴったりのポップで大人かわいいハンカチの登場です。カラー展開は、ネイビーの 1 色。 

価格：2,420 円（税込)  

期間：通年 

 

 

【レディス・メンズウェア】LE TRIO ABAHOUSE（ル トリオ アバハウス） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：REMI RELIEF（レミレリーフ）別注スウェット（レディス） 

オープンを記念して、REMI RELIEF 別注カラーのスウェットを数量限定で販売します。クルーネックスウェットと裏毛パーカーの 2 種を用

意。ヴィンテージに見られるような昔ながらの直接染料を使用した、REMI RELIEF 独自の加工方法を採用し、着込むたびに風合いの出てく

るスウェットに仕上がっています。 

価格：クルーネックスウェット 18,700 円（税込）、裏毛パーカー 20,900 円（税込） 

個数：各 14 着 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：エディター東原妙子氏とスタイリスト佐藤佳菜子氏の来店イベント（レディス） 

人気ファッションエディター東原妙子氏と人気スタイリスト佐藤佳菜子氏が来店され、パーソナルスタイリングイベントを開催。 

また、当日はインスタライブ配信も行います。（@rougeviflacle_official） 

※開催日時・詳細は、Rouge vif la cle（ルージュ・ヴィフ ラクレ）Official Instagram にて近日中にご案内します 

（https://www.instagram.com/rougeviflacle_official/） 

日時：未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/rougeviflacle_official/
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【総合雑貨】東急ハンズ（トウキュウハンズ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：花カフェ「VERT DE GRIS（ヴェール・デ・グリ）」のクリスマス 

京都府木津川市に本店を構える大人気の花カフェ「VERT DE GRIS」のハンドメイドのクリスマスリース「オリジナルリースアレンジ」のほか、

ミニツリーなどを数量限定で販売します。 

価格：オリジナルリースアレンジ 7,857 円(税込) ※ほかのカラー・サイズもあり 

個数：6 点 

期間：2019 年 11 月 1 日～12 月 25 日 ※なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：東急ハンズオリジナルバンダナプレゼント 

3,000 円（税込）以上お買上げのお客さまに東急ハンズオリジナルデザインのバンダナをプレゼント。 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【カフェ／日本茶】ocha room ashita ITOEN（オチャルーム アシタ イトウエン）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：お抹茶【万暦の昔／宝尽の白／霧の音】 

伊藤園が厳選したお抹茶をお客さま自身が点ててお召し上がりいただけるお抹茶体験ができます。抹茶は濃厚な旨みと甘い香り立ちの【万暦

の昔】、しっとりとした強い旨みと程よい苦味の【宝尽の白】、軽やかな香りと旨みの【霧の音】の 3 種類。 

価格：未定 

期間：通年 

 

▼開業キャンペーン 

名称：開業キャンペーン  

当店でお買上げのお客さま先着 1,500 名にティーバッグ（１パック）をプレゼントします。  

個数：1,500 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～7 日 

  

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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【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（エーユー シブヤスクランブルスクエア）渋谷エリア初 

 

▼開業キャンペーン 

名称：ご成約記念品プレゼント 

au をご成約（新規、他社からのお乗りかえ、機種変更）のお客さま先着 200 名に、渋谷のシンボル“ハチ公”をトレードマークとした昭和 21

年の発売当時から守り続けられたこだわりのソース「ハチ公ソース」をプレゼントします。 ※お一人さま、おひとつまで 

個数：200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【手芸／アクセサリー】貴和製作所（キワセイサクジョ） 

 

▼開業キャンペーン 

名称：OPEN 記念 ノベルティプレゼント 

3,000 円（税込）以上お買上げの方に、オリジナルトートバッグと先着 200 名さまにスワロフスキー・クリスタルのノベルティをプレゼント

します。 

個数：オリジナルトートバッグ 300 個、スワロフスキー・クリスタルノベルティ 200 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 

  

▼開業キャンペーン 

名称：「Black-nume（ブラックヌメ）」シリーズ 

今冬発売予定の新シリーズ「Black-nume」を、渋谷店にて数量限定で先行販売します。面と線、角と丸、異なる要素が調和してたどり着い

たのは、奥行きをそなえたシンプルさ。あらゆる個性を引き立てるシリーズ「Black-nume」。アイテムは、トート、スクエアバッグ、オーバ

ルショルダー、カードケースなど全 8 種を揃えます。 

価格：16,500 円（税込）～89,100 円（税込）  

個数：数量限定  

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷スクランブル交差点 × 日本の工芸 

流行や文化の発信地である渋谷の街並みをモチーフに、奈良県のかや織ふきんや石川県の張子飾りなど、人の手によって生まれる豊かな暮ら

しの道具を作りました。店内で購入したハンカチ・靴下には、イニシャルや渋谷の街を歩く人々のモチーフをその場で刺繍いただけます（有

料サービス）。 

価格：かや織ふきん 渋谷スクランブル交差点 550 円（税込）、張子飾り 渋谷犬 4,180 円（税込） ほか 

期間：通年  

 

▼開業キャンペーン 

名称：人間用・しかのおせんべい 

ご来店の先着 500 名さまに、「人間用・しかのおせんべい」をプレゼント。奈良公園で鹿が美味しそうに食べるあのおせんべいを、人間用に

再現しました。奈良県で丁寧に焼き上げた、たまご味の優しい味わいです。奈良の風景を思い起こすおせんべいを片手に、店舗散策を楽しん

でいただけます。 

個数：500 個 

期間：2019 年 11 月 1 日～ なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11F：Lifestyle goods DESTINATION5（目的性＋滞在性） 
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【地中海・アラビア料理／クラフトビール】CARVAAN TOKYO（カールヴァーン・トウキョウ）都内初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：CARVAAN BREWERY（カールヴァーン ブルワリー）クラフトビール【バーレーワイン】 

CARVAAN TOKYO オープンのために醸造した特別なバーレーワイン。木樽で長期熟成したビールの濃厚で複雑な味わいと花蜜糖やレーズン

の芳醇な香りをお楽しみいただけます。 

価格：1,650 円（税込）／杯 ※予定 

個数：数量限定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【中華料理】Gu-O（グーオ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：和中華タパス 6 種盛り合わせ 

穂紫蘇、柚子、茗荷など和ハーブ、削り節、桜海老など和テイストの素材を、大根餅、くらげ、蜜焼きチャーシューなどにあしらった Gu-O

オリジナル和中華風タパスを一度にお楽しみいただけるおすすめの一皿です。 

価格：1,650 円（税込） 

個数：20 皿／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～20 日 

 

 

【しゃぶしゃぶ／すき焼き】しゃぶしゃぶ つかだ（シャブシャブ ツカダ）新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：A4 黒毛和牛肩ロースと A5 黒毛和牛のブリスケ 

その日厳選した、脂が程よくのった口どけの良い A4 ランクの黒毛和牛肩ロースと、肉の旨みと肉質を楽しめる A5 ランクの黒毛和牛のブリ

スケのしゃぶしゃぶセットです。それぞれの肉の特徴を生かす厚みにスライスしてご提供します。-3 度にキープし、滑らかな舌触りを実現

したこだわりのお肉と季節の葉物野菜を、素材を引き立たせる昆布だしでご堪能ください。 

価格：4,840 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【寿司】すし 松栄（スシ マツエ）商業施設初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：ランチメニュー「欅（ケヤキ）」 

おまかせ握り 10 貫のほか、小付 2 皿、巻物 1 本、卵焼き、お椀付のランチメニュー。豊洲や北海道・九州の市場から仕入れた選りすぐりの

旬の鮮魚に、職人が繊細な仕事を施した寿司やつまみを楽しめる「すし 松栄」。渋谷スクランブルスクエア限定サービスとして、10 貫のう

ちの 1 貫はお客さまが選んだお好きなネタで寿司を握ります。 

価格：4,620 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【鉄板焼き】TEPPANYAKI 10（テッパンヤキ テン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：特大伊勢えび または 特大ロブスター  

渋谷スクランブルスクエア限定メニューとして、通常の約 3 倍の大きさの伊勢えび または ロブスターをご用意します。 

※仕入れ状況により価格、1 日当たりの提供数、メニューともに変動する可能性あり 

価格：16,500 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【イタリアン】BISTECCA-ARAGOSTA（ビステッカ・アラゴスタ） 新業態 

 

▼開業キャンペーン 

名称：祝開店アニバーサリーコース 

通常 13,200 円（税込）のシェフおすすめコースを、1 日限定 10 名さまに 11,000 円（税込）で提供します。 

価格：11,000 円（税込） 

個数：10 名／日 ※要予約 

期間：2019 年 11 月 1 日～14 日 

 

 

 

 

 

 

  

12F：Restaurants＜FOODIES SCRAMBLE＞ DESTINATION5（目的性＋滞在性） 

NO IMAGE 



42 

 

 

 

 

【もつ鍋／博多鉄板焼き】蟻月（アリヅキ）新業態 

 

▼開業キャンペーン 

名称：開業記念・もつ焼き一人前サービス 

もつ鍋に続きあらたな存在感を放つ「もつ焼き」は、蟻月らしいニンニクの効いた特製ダレを揉み込んだ“もつ”とたっぷりの野菜を目の前の

熱々鉄板で焼きあわせてお召し上がりいただきます。開業キャンペーンとして期間中「もつ焼き（二人前）」ご注文のお客さまは一人前をサ

ービスします。 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 

 

 

【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） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：たまちゃん DE カケレット 

本店舗限定メニューとして、ふわふわのお好み焼きや、焼きそばなどにとろ～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」がお楽しみいただけます。 

価格：1,078 円(税込)  

個数：30 食／日 

期間：通年 

 

 

【台湾点心】鼎泰豐（ディンタイフォン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：什蔬蛋炒飯（卵と野菜の炒飯） 

カリフラワーライスや青梗菜など、1/2 日分の野菜を使用した炒飯が、渋谷スクランブルスクエア店発の新メニューとして登場します。 

食感や食べ応えはそのままに、糖質やカロリーがカットされたヘルシーな一品です。 

価格：1,298 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 

 

▼開業キャンペーン 

名称：小籠包（4 個）チケット配布 

鼎泰豊でお召し上がりいただいたお客さま先着 5,000 名さまに次回お使いいただける小籠包（4 個）チケットをプレゼントします。 

個数：5,000 枚 ※予定 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【スパニッシュ】José Luis（ホセ・ルイス） 日本初 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：スフレトルティージャ 

1957 年創業当初からスペインで愛され続けているホセ・ルイスに伝わる秘伝のレシピを忠実再現し、日本ならではのスタイルにアレンジし

ています。クラシックなスパニッシュを日本の料理技法で進化させた日本限定のふわとろの「トルティージャ」。とろけるチーズの濃厚な味

わいは、彩り豊かなフルーツのサングリアやスペインワインとともに鮮やかで楽しい一杯を演出します。 

価格：S 1,540 円（税込）、L 3,080 円（税込） 

期間：通年 

 

  

13F：Restaurants＜FOODIES SCRAMBLE＞ 

 

DESTINATION5（目的性＋滞在性） 
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【和雑貨／香】鳩居堂（キュウキョドウ） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：オリジナル御朱印帳 

表紙に国産の桧（ひのき）を使い、中紙には 1500 年以上の歴史をもつ和紙の産地・福井県越前市で漉かれた「奉書紙」を使用しています。

数量限定生産の鳩居堂オリジナル御朱印帳です。 

価格：3,080 円（税込）  

個数：300 冊 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【箸／和雑貨】兵左衛門（ヒョウザエモン） 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：HYOZAEMON LABO（ヒョウザエモン ラボ） 

福井県若狭の若き箸職人達が伝統技術と最新技術を駆使し、現代の生活に合わせたデザインを生み出しました。ありそうでなかった…さり気 

ない遊び心溢れるアイテムは、ここでしか買えない逸品です。全 10 種、各 30 膳の数量限定販売です。 

価格：11,000 円（税込）～ 

個数：各 30 膳（10 種） 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

 

【生活雑貨】MARK’STYLE TOKYO（マークスタイル トーキョー）渋谷エリア初 

 

▼限定商品・メニュー  

商品名：S’well（マークスタイルトーキョーロゴ入りオリジナル仕様） 

ニューヨーク発のステンレスボトルブランド「S’well（スウェル）」にマークスタイルトーキョー シブヤスクランブルスクエアのロゴを入れ

たオリジナルボトルを渋谷スクランブルスクエア店限定販売。スタイリッシュなボトルで、オフィスでもオフタイムでも使えます。カラーは

エンジェルフード、ブルースェード、ローボートレッド、ミルキーウェイ、チークウッドの 5 色。 

価格：5,280 円（税込）※予定 

個数：各 20 本 

期間：2019 年 11 月 1 日～なくなり次第終了 

 

▼開業キャンペーン 

名称：MARK’STYLE GALLERY（マークスタイル ギャラリー） 

ギャラリーのオープニング企画として、ファッションブランド「アンリアレイジ」とのコラボレーション企画を予定しています。2016 秋冬

コレクション「NOISE（ノイズ）」から、ショーで発表した作品の一部を展示するほか、「NOISE」をモチーフにした手帳カバーや「アンリア

レイジ」の雑貨などを販売する予定です。 

期間：2019 年 11 月 1 日～27 日 

 

 

【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 

 

▼限定商品・メニュー  

商品名：京抹茶のチョコレートフォンデュ 金箔仕立て  

神楽坂 茶寮の代名詞といえる和スイーツが、期間限定渋谷スクランブルスクエア特別 ver.でお楽しみいただけます。 

価格：1,650 円(税込)  

個数：30 食／日 

期間：2019 年 11 月 1 日～31 日 ※変更可能性あり 

 

▼開業キャンペーン 

名称：saryo ポイントカード ポイント 2 倍 

通常 500 円で 1 ポイントの saryo ポイントを期間限定でポイント 2 倍差し上げます。 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14F：Lifestyle goods                                DESTINATION5（目的性＋滞在性） 
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展望施設「SHIBUYA SKY」 限定商品 一覧 

 

 

【スーベニアショップ】SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP（シブヤスカイスーベニアショップ）新業態 
 

▼限定商品・メニュー 

商品名：渋谷ふきん／渋谷てぬぐい 

中川政七商店とのコラボ商品。スクランブル交差点がテーマの限定デザインです。おてごろ価格のふきんはまとめ買いにおすすめです。 

価格：渋谷ふきん 550 円（税込）、渋谷てぬぐい 1,650 円（税込） 

期間：通年 

 

 

【カフェ＆バー】Paradise Lounge（パラダイス ラウンジ） 新業態 

 

▼限定商品・メニュー 

商品名：SHIBUYA SKY ラムネソフトクリーム（シブヤスカイ ラムネソフトクリーム） 

SHIBUYA SKY の眺望をイメージしたラムネソフトクリーム。北海道ミルクをベースにした、ラムネフレーバーのソフトクリームは、爽やか

で、なめらかな口どけだけでなく、パチパチとハジける食感も楽しめます。懐かしさを残しつつも、東京らしくモダンにアレンジされた新感

覚の、オープン限定ソフトクリームをお楽しみください。 

価格：500 円（税込） 

期間：2019 年 11 月 1 日～30 日 
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