SHIBUYA MARK CITY NEWS LETTER 2007. NOV

渋谷マークシティの2008年は
1/2(水)〜 初売り＆福袋・MARK CITY SALE から スタート！
あげたい＆食べたい世界のチョコレート
2/7(木)〜『MARK CITY Valentine 2008』8日間限定でスタート!
渋谷マークシティ（運営：㈱渋谷マークシティ／所在地：東京都渋谷区）では、トレンドの情報
発信地として、バラエティ豊富なショップより洗練された大人の女性のセンスを満たすアイテムや
サービスなど多彩な情報をお届けいたします。
今号では、2008年のスタートを飾る1/2(水)からの『初売り＆福袋・MARK CITY SALE』参加店
などの詳細と、あげたい＆食べたい世界のチョコレートブランドが渋谷マークシティに集合する毎
年人気のバレンタイン・イベント 2/7(木)からの『MARK CITY Valentine 2008』情報まで、最新の
渋谷マークシティ情報をご紹介いたします。

CONTENTS

■バレンタインチョコレートの祭典

『MARK CITY Valentine 2008』開催
2/7(木)〜2/14(木)
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■渋谷最大級のXmasツリーが点灯中！

2007年 12/25(火)まで
■冬物を賢くお得に！

初売り＆福袋・MARK CITY SALE
2008年 1/2(水)〜1/9(水)

MARK CITY CLEARANCE
2008年 1/10(木)〜1/23(水)
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渋谷マークシティ イベントカレンダー(11月〜2月)
※本レターに掲載しております写真やイメージ画像につきましては、 貴媒体製作にあたり、お貸し出しのご用意がありま
す。お気軽に下記までお問い合わせください。

【 お問い合わせ先 】
株式会社 渋谷マークシティ/担当：中川真裕・藤原祥子
〒150‑0043 東京都渋谷区道玄坂1‑12‑1渋谷マークシティ ウェスト11階
電話：03‑3780‑6503 / URL：http://www.s‑markcity.co.jp/
株式会社 ブリッジ・プロモーション/担当：鈴木雄麻・近藤誠一
〒104‑0054 東京都中央区勝どき4‑13‑6
電話：03‑5560‑3203 / FAX：03‑5560‑3159
suzuki@bridgepr.co.jp
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あげたい＆食べたい世界のチョコレートブランドが渋谷に集合
『MARK CITY Valentine 2008』開催！全9店が出店
2/7(木)〜2/14(木) 11：00〜22：00の8日間限定で開催
渋谷マークシティ（運営：㈱渋谷マークシティ／所在地：東京都渋谷区）では、2008年 2/7(木)
〜2/14(木)の8日間限定で、イーストモール1F 特設会場にて、欧米＆国内の有名パティシエブラン
ドなど、今世界で最もホットな世界のチョコレートブランド9店舗が一同に集結するバレンタイン
特別催事『MARK CITY Valentine 2008』(マークシティバレンタイン2008)を開催いたします。
今回も、まさに チョコレートの祭典 と呼ぶのにふさわしい、ニューヨーク、ウィーンをはじめ
欧米の有名ブランドと国内有名パティシエブランドが一堂に会し、「この機会でなければ手に入ら
ないチョコレート」など、絶対に見逃せないチョコが揃います。
また渋谷マークシティに集結する店舗の特徴として、味はもちろん、その造形やパッケージング
も様々で、チョコレートを オシャレ 感覚で楽しめること間違いありません。本命から義理チョ
コまで、センスが光る一品を見つけたい方にとっては、最適なバレンタインのイベントになること
でしょう。もちろん、ギフト目的以外にも、自分用として購入したくなること必至です。
また22：00まで営業しているため、会社帰りやお食事の後に慌てず選べるので、平日の買い物時
間がなかなか取れないという忙しい方にも喜ばれること必至です。
※本レターに掲載しております写真やイメージ画像につきましては、貴媒体製作にあたり、お貸し
出しのご用意があります。お気軽に下記までお問い合わせください。

〜 MARK CITY Valentine 2008
名

称

／

MARK CITY Valentine 2008

会

場

／

渋谷マークシティ イーストモール1F 特設会場

住

所

／

渋谷区道玄坂1‑12‑1

電

話

／

03‑3780‑6503（代表）

期

間

／

2008年 2/7(木)〜2/14(木)

時

間

／

11：00〜22:00

概要 〜

※初日のみ14：00〜22：00
店

舗

／

合計

9店舗

（詳細は次頁以降参照）

※デカダンス ドュ ショコラは常設店舗

読者の方のお問合せ先
株式会社 渋谷マークシティ/担当：中川真裕・藤原祥子
〒150‑0043 東京都渋谷区道玄坂1‑12‑1渋谷マークシティ ウェスト11階
電話：03‑3780‑6503 / URL：http://www.s‑markcity.co.jp/
記者・編集者様のお問合せ先
株式会社 ブリッジ・プロモーション/担当：鈴木・近藤
〒104‑0054 東京都中央区勝どき4‑13‑6
電話：03‑5560‑3203 / FAX：03‑5560‑3159
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海外注目ブランド（１）

■ フィフス アヴェニュー チョコラティア
アメリカ / ニューヨーク
★渋谷でココだけ
元リサーチアナリストとして、チョコの原料・カカオ関係の仕事をしていた
オーナー、ジョン・ウェリーは1976年 マンハッタン5番街に現チョコレート店
を開業 (お店の名前の由来は、ここから）。自慢は何といっても「生チョコ」。
コクと、口の中でトロけるような柔らかな舌触り、すっきりとした後味が人気
の秘密。ニューヨークのお土産の定番ともなっています。
今回は、シャンパン・ストロベリー・アップル・ブルックリンチーズ・ケー
キと様々な味の生チョコが揃います。中でもNYのビッグアップルにちなんだ
「アップル生チョコ」(5粒入、¥1,890)は、酸味のあるスッキリした生チョコを
可愛いリンゴ型BOXに詰めました。JAL・ANAのファースト・ビジネスクラスのデ
ザートとして、またフライトアテンダントにも大人気の生チョコをニューヨー
クより直輸入でお届けいたします。

■ デメル
オーストリア / ウィーン
古都ウィーンの象徴ともいわれ、かの神聖ローマ帝国を統治しましたハプ
スブルク家の紋章をブランドマークとする王宮御用達菓子司デメル。その華
麗で優雅なお菓子作りは、200年の永きにわたり、驚嘆すべき厳格さをもっ
て今日まで継承され、今も世界中のお菓子好きを魅了してやみません。
数ある商品の中で今回の注目は、猫が舌を出している絵のパッケージが象
徴的な「ソリッドチョコレート 猫ラベル」(スウィート、ミルク、ヘーゼル
ナッツ各¥1,575)。中身も舌の形をしたかわいらしいチョコレートで、デメ
ル独特の、濃厚で味わい深い人気のチョコです。その他、バレンタイン限定
品も登場予定です。お楽しみに。

■ ゴディバ
ベルギー / ブリュッセル
1926年の誕生以来、世界最高峰のチョコレートと称えられるゴディバ。ベ
ルギー王室御用達ともなっている気品あふれる味と香り、シーズンごとに発
表されるオートクチュール感覚のパッケージ。一粒一粒が美しい誇りに満ち
溢れています。
2008年のバレンタインは、ゴディバ ショコラティエの卓越した技が生き
た新しい食感のチョコレートを。その名は「ムースチョコレートコレクショ
ン」(6粒/10粒、¥2,300/¥3,700)。その他、まばゆいゴールドのパッケージ
を施した価値ある「ゴールドコレクション」 (7粒〜24粒、¥1,575〜¥5,250)
や「バレンタイン限定スペシャル」 (1P、¥1,000) などを出品。ベルギーよ
り直送されるフレッシュな美味しさをお届けいたします。
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■ ドゥバイヨル
ベルギー / ブリュッセル （パティシエ： マルク・ドゥバイヨル）
★渋谷でココだけ
ベルギー・ブリュッセルにアトリエを構えるマルク・ドゥバイヨルは、M.O.F（フ
ランス最優秀職人＝国家認定資格）のタイトルを持ち、数々の世界的なコンクール
で賞を獲得するなど、輝かしい経歴を誇る世界屈指のパティシエです。
数々のコンクールで審査員を務めて得た貴重な経験を生かし、欧州を代表する卓
越した職人技術により作り出されるチョコレートなどは、芸術と呼ぶにふさわしい
味わいです。
今回は、ハートの木とドゥバイヨルの「D」を弓矢に見立てたデザインでバレンタ
イン限定の愛(amour)が沢山詰まった「L’Amour Gourmand:ラムール グルマン」 (4
粒/9粒、¥1,680/¥3,360)、異なる3種のデザインから選べる 「アンローベ モア！」
(各品：3粒入、¥1,260) の「アンローベ モア！ タルラターヌ」は 、ピンクとゴー
ルドの色合いが上品かつ愛らしいパッケージで登場します。

国内パティシエブランド

■ ルージュ・ブランシュ
日本 / 東京・田園調布 （パティシエ：若林 実）
★渋谷でココだけ
多くのスイーツイベントで近年活躍がめざましい期待のパティシエ若林氏は、
成城の「マルメゾン」で6年、フランス・アルザス地方のジャックにて研修を終え
「ルージュ・ブランシュ」のオーナーとなり独立。精力的に活動を続けています。
美味しいお菓子を美味しい時に をモットーに、オリジナルレシピ＆手作り
にこだわり、他店とはひと味違うオリジナルなショコラ、定番スイーツであって
も必ず自分なりのアレンジを加え、愛らしいデザインを施すことにこだわりを持っ
ています。
今回は、「生チョコ（10ヶ入、¥1,680）」のほか「焼きショコラケイク（1コ、
￥1,260） 」が登場します。

■ ミュゼ ドゥ ショコラ テオブロマ
日本 / 東京・富ヶ谷 （パティシエ：土屋 公二）
テオブロマ というカカオの木の学名がブランド名となっているミュゼ ドゥ
ショコラ テオブロマ。フランスで6年にわたり、トップクラスのパティスリーや
ショコラトリー、三つ星のレストランでも修業を行ったパティシエの土屋公二氏
が1999年にオープンさせて以来、チョコレートのミュージアムと呼ばれるにふさ
わしい店を目指し、最高のチョコレートを生み出す努力を重ねています。
今回は、口どけの良いミルクチョコレートを使用した生チョコレートの「パヴェ
セレクショネ」(8ケ入、¥1,260)や、オリジナル缶入りビターチョコレート「キャ
ビア」 (120g、¥1,575)をはじめ、バレンタインデーにぴったりな商品が揃いま
す。
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6

国内有名ブランド

■ オッジ
日本 / 東京･目黒
★渋谷でココだけ
世界中の食材から良質の素材を選び、独自のレシピで手づくりの良さを生か
したお菓子作りをしているオッジ。
チョコレートケーキなどのチョコレート菓子を中心に展開し、少量で高くて
も美味しいものを召し上がりたいご家族をターゲットにしていて、30代〜60代
の女性のお客様、そして男性ファンも多いのが特徴。
創業者の故・松涛眞美は、ヨックモックを立ち上げた人物でシガール、ラン
グドシャなどの商品開発を手がけました。その後独立してからは、マキシムド
パリのOEMなどを行い、11年前にオッジブランドを立ち上げ、チョコレート菓
子を中心に全国16店舗を展開しています。
今回は、新商品「ショコラデショコラ フランボワーズ」(1本、¥1,575)や
「ショコラデショコラ(プレーン)」(1本、¥1,575) ほか、バレンタイン限定の
「トリュフ」(6コ入、¥1,050)などが揃います。

■ アフタヌーンティー・ティールーム
日本 / 東京･千駄ヶ谷
渋谷マークシティ ウェストモール1Fに店舗を構えるアフタヌーンティー･
ティールーム。冬季限定品として毎年異なったテーマ設定でチョコレート
はもちろん、パッケージにもこだわって展開しています。
今年は、コクのある香ばしいキャラメルにゲランドの塩を効かせた大人
の味わいの“サレ”と、芳醇な香りが柔らかに口の中を漂うインドのミルク
ティー“チャイ”をコクのあるキャラメルに仕上げた2つの味を楽しめる「キャ
ラメルフォンダン」(S:2コ入= ¥630 L:5コ入=¥1,260)、スタンダードな“ス
トレートティー”と、まろやかな“ミルクティー”2つの味を楽しめる「プチタッ
セショコラ」(11コ入、¥1,575)ほかをお届けします。

■ デカダンス ドュ ショコラ
日本 / 東京･代官山 （パティシエ：ステファン・ヴュー）
★渋谷でココだけ
ステファン・ヴュー氏は、1998年、仏デザートコンクールのジュニア部門
で優勝。2001年にピエール・エルメ氏に弟子入り後、エルメブランドの日本
進出の一員として来日。2006年9月より、グローバルダイニングのエグゼク
ティブパティシエに就任し、デカダンス ドュ ショコラのシェフパティシエ
も兼任しています。
デカダンス ドュ ショコラは、日本とフランスの融合を小さなチョコレー
トの中に鮮やかに表現したチョコレート専門店。フランス古来のレシピを取
り入れながらも、フルーツ、スパイス、ナッツと最高級クーベルチュールの
独創的なガナッシュをご提供いたします。
今回は、5つのフルーツフレーバーを食べ比べられるチョコレートバーの
新商品「SenStation5」 (¥840)、箱ごと食べられるデカダンス ドュ ショコ
ラの宝石箱「チョコレートボックス」(スモール/ ¥2,860) などを販売いた
します。
※デカダンス ドュ ショコラは常設店のみ(イーストモール3F)
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リア・ディゾンがツリーをプロデュース！
「Ameba（アメーバブログ）」とリア・ディゾンがコラボレーション
"Leah's kissing Ameba"X'masツリーが渋谷マークシティに登場！！
国内最大級のブログメディア「Ameba（アメーバブログ）」で大人気のリア・
ディゾンさんが、この度渋谷マークシティのクリスマスツリーをプロデュー
スすることになり、リア・ディゾンさんも参加している「Ameba（アメーバブ
ログ）」とコラボレーションをして、渋谷の素敵なクリスマスシーンを演出
いたします。
その点灯式として11/29（木）18:30に、渋谷マークシティツリー前にリア･ディ
ゾンさんが登場し、点灯のカウントダウン、ツリープロデュースのこだわり
ポイントなどに迫ります。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
ツリーと噴水の調和。ツリーと一体化した大きなショウケースには、庭の中
にある噴水、ガゼボそしてツタが絡まるイングリッシュガーデンをイメージ
させるクリスマスオブジェ。
水と光のハーモニー。刻とともに５つのパターンの水の流れと幻想的な光の
ハーモニーを繰り返しながら渋谷マークシティのクリスマスを彩ります。

新店舗をはじめ、今年も各ショップからお得な福袋をご用意！

初売り＆福袋・MARK CITY SALE
人気の冬物商品が最終値下げ!セール第2弾

MARK CITY CLEARANCE
今年最初の運試し！ 初売り＆福袋

1/2(水) AM10:00スタート

初参加ショップもあり、ますます注目度アップ間違いなし！渋谷マークシティから始まる今年最初の運だめし。

最大50％OFFの大チャンス
MARK CITY SALE 開催！ 1/2(水)〜1/9(水)
今、最も注目の高いショップ約40店舗が参加するセール。今冬主力商品を30〜50％OFFでご提供します。

冬物ラストチャンス
MARK CITY CLEARANCE 開催！ 1/10(木)〜1/23(水)
1/10（木）から冬セール第2弾『MARK CITY CLEARANCE』がスタート。冬物が最終値下げ!! のラストチャンス。
＜「MARK CITY CLEARANCE」 参加予定店舗一覧 ※一部抜粋＞
【ファッション・服飾雑貨】
アクアガール／アニエスベー／アルカリ／アンタイトル／アンフィ／イー・ヴイ バイ エ・ヴー／
エクスペディションモード／オーラカイリー／カカトゥ／組曲／サザビー／シャンデリエ アクアガール／
ディグレース／ディテイル／ヴァニラコンフュージョン／ブルーブルーエ／ベレッタ オム デイ／
ホコモモラ デ シビラ／ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング／ユンヌ ヴィ アヴェク エル／
ユシイ マミ／Lafossetta／リエス メルローズ／ルンガルノ／ロペピクニック
【シューズ】ナインウエスト／ビバ・サーカス／REGAL SHOES
【ジュエリー アクセサリー】アージュ・ヴェール／ラフス アート
【生活雑貨】アフタヌーンティー・リビング／ナチュラルキッチン／タイムレス コンフォート／プラザ
【ビューティー＆リラクゼーション】アトリエはるか／ロザヴィータ
他
合計約40店
※上記参加店舗および開始日については変更となる場合がございます。
※お手数ですが貴媒体へのテナント名称掲載にあたっては、必ず事前にお問い合わせください。
※セール商品の貸出や撮影につきましては、お問い合わせください。
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渋谷マークシティ イベントカレンダー
月

11

日
1（木）

ショップ名■イベント内容
クリスマスイルミネーション 点灯中

12/25（火）まで

今年も11/1(木)からメインエントランスのシンボル、クリス
マスツリーの点灯がはじまりました。また、館内外の随所の
イルミネーションにも光が灯り、渋谷マークシティ全体を華
やかな雰囲気で演出しています。

1（土）

いちごフェア

1/14（月）まで
渋谷エクセルホテル東急 5階ラウンジ「エスタシオン カ
フェ」にて開催。
いちごの甘味と酸味を活かしたオリジナルデザートやドリ
ンクを種類豊富にご用意いたします。
・メニュー例
いちごのシフォンケーキセット¥1,501‑
いちご大福と日本茶のセット¥1,501‑
いちごの香るフレーバーカフェラテ¥790‑

15（木）

12

クリスマスキャンペーン
おいしいフェア -Xmas-

12/25（火）まで

渋谷マークシティのクリスマスキャンペーンが11/15(木)か
らスタート。旅行や豪華賞品が当る抽選会「merry mark Xmas
2007 “「リュクスな旅」プレゼント“」やクリスマスメニュー・
年末パーティに向けたおいしいフェア‑Xmas‑等を実施する予
定です。
渋谷マークシティでは2007年のクリスマスにイチ押しのメ
ニューをご提供する『おいしいフェア –Xmas‑』を開催いた
します。ウインタースイーツ、クリスマスディナーコース、
年末のちょっとした宴会まで、各店がさまざまなメニューを
ご用意いたします。

2（水）初売り＆福袋・MARK CITY SALE （詳細はP6)

1

AM10：00〜 初売り＆福袋がスタート。
毎年好評の福袋は、今年も各店舗とも内容がさらに充実。魅力
的なファッショングッズなどが盛り沢山です。初参加ショップ
もあり、ますます注目度アップ間違いなし！各店お得な福袋を
用意してご来店お待ちしております。
MARK CITY SALEも同時に〜1/9(水)まで開催。

10（木）MARK CITY CLEARANCE（詳細はP6)

7（木）MARK CITY Valentine 2008（2〜5Pに詳細）

2

1/9（水）まで

1/23(水)まで

2/14（木）まで

まさに チョコレートの祭典 と呼ぶのにふさわしい、フランス・
ベルギーをはじめ欧米の有名ブランドと国内有名パティシエブラン
ドが一堂に会し、「この機会でなければ手に入らないチョコレート」
など、絶対に見逃せないチョコが揃います。本命から義理チョコま
で、センスが光る一品を見つけたい方にとっては、最適なバレンタ
インのイベントになることでしょう。もちろん、ギフト目的以外に
も、自分用として購入したくなること必至です。
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