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「渋谷ヒカリエ」のお知らせ 
 

東京急行電鉄株式会社 

株式会社 東急百貨店 

 

 

 東京急行電鉄株式会社と株式会社 東急百貨店は、本日「渋谷ヒカリエ」に関する以下２本のニュース

リリースを発表、配布しますので、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「渋谷ヒカリエ」の飲食フロアテナントの全店ラインナップ発表 

 ＜東京急行電鉄株式会社＞ 

■「渋谷ヒカリエ」商業施設、『ＳｈｉｎＱｓ』（シンクス）全店ラインナップ発表 

 ＜株式会社 東急百貨店＞ 

■飲食フロアテナント 

■商業施設「ＳｈｉｎＱｓ」 



 

 

渋谷ヒカリエ 飲食フロア 全店ラインナップ発表 

～多彩な店舗構成であらゆるシーンに応える、渋谷最大級のレストランフロア誕生～ 

２０１２年１月１８日 

東京急行電鉄株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 東京急行電鉄株式会社（以下、東急電鉄）は、「渋谷ヒカリエ」（２０１２年４月２６日開業予定）に展開

する飲食フロアの店舗を決定しました。 

 渋谷ヒカリエの６Ｆ・７Ｆの飲食フロアは、２６店舗からなる多彩な店舗構成で、渋谷エリア最大級の 

レストランフロアです。「毎日行っても、必ず食べたい食事、過ごしたい空間がある。その日その日の

私の要望を、いつでも満たしてくれる」そんな想いに応えるべく、落ち着いて食事をしたり、会話を楽

しんだりすることができる、これまで渋谷になかった飲食店を揃えました。 

  

６Ｆは、「“食べる”を楽しむ」質の高い専門店のフロアです。 

アメリカ大統領就任晩餐会で３度総料理長を務めた山本秀正シェフが渋谷で新たに展開するイタリア料

理店「ＳＥＳＴＯ ＳＥＮＳＯ 『Ｈ』」や、日本初上陸となる南イタリア アマルフィ海岸ポジターノの街に拠

点を置く「ＣＡＰＲＩＣＣＩ」や、「レストランよねむら」のオーナーシェフ米村昌泰氏が、昔ながらの洋食

を新しい感覚で表現するモダンクラシックな京洋食「ｋｉｔｃｈｅｎヨネムラ」など、話題のレストラン、世

界各国の料理店、老舗の名店などで構成しています。 

  

７Ｆは、「“時間”を楽しむ」場を提案するフロアです。 

文化の最先端である渋谷に相応しいバラエティ豊かな店舗で構成しています。アメリカンダイナーの 

「ＥＡＴ」、“伊勢のおもてなし”をテーマにした和食/甘味の「茶寮伊勢藤次郎」、カフェカンパニーが運

営するパン アジアン カフェの「フラワーズ コモン」など、個性溢れる１３人のオーナーが集まり、

これまで渋谷になかった新しいタイプのレストランフロアを提案します。 

 また、６～７Ｆ共に、各店の顔となる看板メニューは守りつつ、渋谷ヒカリエにお越しいただく、さま

ざまな目的のお客さまのニーズとシーンに合わせて、オリジナルメニューを展開していきます。 

 １１階と１４階では、トランジットジェネラルオフィスが「エンタテインメント」をキーワードにした

店舗を出店します。 

 渋谷ヒカリエの新しい食の提案にどうぞご期待ください。 

以 上 

 

６Ｆ ｄｉｎｉｎｇ６（ダイニングシックス） ７Ｆ ＴＡＢＬＥ７（テーブルセブン） 



 

 

＜別紙１＞ 

■６Ｆ 概要 

・フ ロ ア 名：ｄｉｎｉｎｇ６（ダイニングシックス） 

 

・フロアコンセプト：洗練された環境の中に広がる、バラエティー豊かなレストランフロア 

話題のキーレストラン、世界各国の料理店、老舗の名店。お客様が名指しでお目当てにしてくれるお

店ばかりを集めて、リーズナブルに提供します。「食の今」を感じ、「食のバリエーション」を楽しみ、

「食の伝統」を味わうことのできるレストランフロアです。 

・デザインコンセプト：Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｗｈｉｔｅ 

 大人の食事の場にふさわしい、スマートかつスタイリッシュな雰囲気を演出しています。 

 各レストランの個性を活かしつつ、統一感を持たせた環境デザインにこだわります。  

・店 舗 数：１３店舗 

・フ ロ ア 面 積：５１４坪 

・営 業 時 間：１１：００～２３：００ 

 

■７Ｆ 概要 

・フ ロ ア 名：ＴＡＢＬＥ7（テーブルセブン） 

 

・フロアコンセプト：Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 明日が見つかる食のフロア 

明日に向けた元気や希望が生まれる、「明日が見つかる食のフロア」。美味しい食事を提供するだけで

なく、食を通じて人と人が交流し、新しいエネルギーが生まれる“場”としての楽しみを提供。 

・デザインコンセプト：Ｐｌａｙｇｒｏｕｎｄ 

“仲間同士の溜まり場”をデザインコンセプトにして、様々なカフェオーナーが集まり、各々の感性

で自由に作りあげた大人の遊び場をイメージ。街の道路や外壁のようなシンプルな環境に、各店舗の

温もりを連ねることで、個性的な“遊び場”を創造します。 

・店 舗 数：１３店舗 

・フ ロ ア 面 積：６２３坪 

・営 業 時 間：平日１１：００～２３：００（２０１２年６月から、金・土・祝前日は２８：００まで営業予定） 

 

■６Ｆ・７Ｆ フロアプロデュース：柴田 陽子 

 

飲食フロアのコンセプトメイキング、パブリックデザイン、フロアネーミング等のフロアプロデュース

を担当。  

 

１９７１年神奈川県生まれ。柴田陽子事務所・代表取締役。 

コーポレートブランディング・店舗プロデュース・商品開発・教育など、 

それぞれのクライアントに合ったコンサルティング業務を請け負っている。 

ローソン(Ｕｃｈｉ Ｃａｆé ＳＷＥＥＴＳなど）、パレスホテル東京、ルミネ（ルミネエスト７＆８ダイナー等）、 

日本交通、銀座空也５代目による「空いろ」などのブランディングに携わる。 

その他、都内にて飲食店を４店舗、デリ業態を４店舗、直営店として経営する。 



 

 

＜別紙２＞  

【６Ｆ：出店テナント紹介】 

ロゴ 店名 会社名 業態 特徴 

  

SESTO SENSO

『Ｈ』 

(セストセンソ アッ

カ） 

株式会社 

ＧＦＢＤインベ

ストメントジャ

パン 

インターナショ

ナルイタリアン

レーガン、ブッシュ、クリントン米国歴代３大統領就任晩餐会で総料理長を務め、その後

もグローバルな活躍を続ける山本秀正シェフが渋谷で新たに開業するイタリア料理店。 

世界を股にかける山本シェフの「私が信じる美味しいイタリア料理はどんな国でも愛され

る」という想いを、東京渋谷から世界へ発信する「インターナショナル イタリアン」という新

発想。 

世界中の素晴らしい食材に伝統的な調理法や斬新なレシピを組み合わせて作る、彩り

豊かな山本流イタリア料理をお楽しみいただけます。 

 

旨 酒 ・ 料 理  

酢重ダイニング 

株式会社 

フォンス 
和食・酒肴飯 

軽井沢の味噌醤油屋「酢重正之商店」が、地元信州の自慢の食材を使って料理を提供

する和食屋。 

醤油や味噌などの信州特有の旨味あふれる調味料を使って調理した様々な料理を、特

注の銅鍋で少量ずつ炊き上げた厳選米や、地酒・ワインと共にお召し上がりいただけま

す。「酢重流」の現代日本の飾らぬ“美”をご賞味ください。 

 

横浜中華街  

招福門 

招福門 

株式会社 

中華ダイニン

グ 

（広東・香港） 

中国料理の最先端をリードする香港スタイル『モダンチャイニーズ』で腕を振るう新進気

鋭の日本人シェフ木下茂樹氏が采配を振り、洗練された点心師・焼物師・薬膳師とのコラ

ボレーションから創作される新業態。様々な素材や調理法を取り入れ、身体に優しく、優

美な美味しい料理をご提供いたします。 

  

ＣＡＰＲＩＣＣＩ 

（カプリッチ） 

株式会社 

ヴァンビーノ 

南イタリア 

料理 

南イタリア アマルフィ海岸の街ポジターノに、2011年 3月オープンと同時に瞬く間に超人

気店となったシーフードレストラン「CAPRICCI」が日本初上陸。アマルフィ海岸で最も有名

な高級ホテル「サンピエトロ」で修行したシェフ・アントニオが作る豪快且つ洗練されたシ

ンプルな魚介料理が魅力です。渋谷ヒカリエ店では、博多港から毎日空輸される新鮮な

魚介類や契約農家から直送される無農薬野菜で、素材の味を生かしたシンプルな南イタ

リアの味を提供致します。また、開業時には、シェフ・アントニオ自身が来日し、実際に店

舗にて腕を振るいます。 

  

牛たん炭焼  

利久 
株式会社利久 牛たん専門店

本場仙台で人気の、行列のできる牛たん炭焼専門店。 

手造りにこだわり、スライスから味付け・熟成にいたるまで熟練の職人による手作業で仕

込み、焼き手が炭火で一気に焼き上げることで生まれる、柔らかな食感の中に残る牛た

ん独特の歯ごたえが魅力です。 

  

三浦三崎港  

恵み 

株式会社 

三崎恵水産 
廻転寿司 

仕入れは、まぐろ問屋直営だからできる三浦の新鮮なまぐろと、全国各地から直送される

良質な魚・貝類が中心。すし職人がカウンターで握る“本物”の寿司を、カジュアルに御提

供する、おしゃれな廻転寿司の新スタイル。 

  

Ｋｉｔｃｈeｎ ヨネムラ 
株式会社 

ＳＡＭＵＲＡＩ 
京洋食 

京都・東山で生まれ育ち、ミシュラン 3 年連続選出の「レストランよねむら」オーナーシェフ

米村昌泰がプロデュースする京洋食の新業態。ハンバーグやカレーなどの単品メニュー

も充実させ、米村シェフのこだわりである、地元の食材をふんだんに使い、昔ながらの洋

食を新しい感覚で表現するモダンクラシックな京洋食をカジュアルにお楽しみ頂けます。 

  

うなぎ 徳 株式会社徳 
うなぎ専門 

料理 

うなぎの本場浜松の老舗うなぎ専門料理店が提案する、お食事だけではない、新スタイ

ルの店。 

浜名湖の伝統は守りながらも、白焼きを中心とした一品料理をワインと一緒に召し上がっ

ていただくなど、カジュアルに楽しめるお店です。 

もちろん、厳選された食材を伝統の技とタレで丁寧に焼き上げる、名物のお櫃うなぎ茶漬

け（ひつまぶし）は、看板メニューとしてご提供。甘味なども充実します。 

  

とんかつ まい泉 
井筒まい泉 

株式会社 
とんかつ 

「箸で切れるやわらかなとんかつ」でお馴染みのとんかつ専門店。昭和 40 年の創業以

来、製法に食材にこだわり続けています。日々選び抜いた豚肉を一枚一枚丁寧に仕込

み、まい泉独自のパン粉や揚げ油を使用。そして創業の味を今に受継ぐソース。「肉」

「衣」「ソース」の三味一体で、まい泉流の「うまいとんかつ」を仕立て上げます。ヒカリエ店

では、とんかつ定食の他、お昼は「どんぶり」、夜はちょっとしたお酒の肴もご用意いたし

ます。 

  

美々卯 
株式会社東京

美々卯 

おうどん  

日本料理 

200 余年の味の伝統を今に受け継ぐ美々卯の新業態。 

うどんすきを中心とした、老舗「美々卯」業態の店舗に、単品うどんと丼もののプリフィクス

メニューを提供するカジュアル店舗を併設。 

厳選された鰹節を毎朝引いて作る伝統のお出汁が「いのち」の名物のうどんすき（登録商

標）をはじめとした、老舗の伝統は守りながら、四季折々の素材を生かした味覚の数々

を、様々なスタイルでご提供いたします。 

  

泡盛と琉球料理  

うりずん 

有限会社 

マーサン 

泡盛と 

琉球料理 

創業 40 年を迎える那覇の老舗「うりずん」。 地元で人気の琉球料理とオーナー自ら育て

た自慢の泡盛「古酒」を沖縄と変わらぬ雰囲気の中でお楽しみ頂けます。また渋谷ヒカリ

エに合せて、チャンプルーなど手軽な沖縄料理の定食が充実したランチメニューも魅力で

す。 

  

パパイヤリーフ 

東京 

東宝不動産 

株式会社 

アジアンスタイ

ルテーブル 

東南アジアの豊かな自然と人のぬくもり、そこから生まれてくる数限りないご馳走をテー

マにしたアジアンレストラン「パパイヤリーフ東京」。 

タイ・ベトナムを中心としたメニューは色彩豊かで「ヘルシー＆スパイシ―」なテイストで

す。オリエンタルな雰囲気を演出する空間の中、スタイリッシュに洗練されたアジアンエス

ニックの醍醐味をご堪能いただだけます。 

  

渋谷 水刺齋 
株式会社 

トータルウェル 
韓国料理 

王朝時代より薬食同源と言われた栄養価の高い美容健康食である韓国伝統料理の技を

受継ぎ、本場の職人が創作する本場韓国伝統料理。唐辛子や香味野菜など脂肪燃焼、

代謝促進、抗酸化作用に優れたヘルシーな韓国伝統料理は、１人当たり野菜消費量世

界№１と言われるほど多種多様な野菜を使用します。また、薬膳料理のサムゲタン、人

気のサムギョプサル、スンドゥブチゲなど、コラーゲン、ビタミン、ミネラル、イソフラボン等

を豊富に含んだ女性に嬉しいお料理が魅力です。 



 

 

【７Ｆ：出店テナント紹介】 

ロゴ 店名 会社名 業態 特徴 
  

茶寮伊勢藤次郎
株式会社 

藤次郎 
和食/甘味 

明治３０年伊勢の国、中部に井端藤次郎が創業した「松屋花月堂」（以降３代目が

「伯藤久庵」と社名変更）の４代目として生まれ、パティシエ修行後、「(現)伯藤久庵」

に洋菓子部門を確立し、全国の洋菓子店、レストラン等でスイーツコンサルとして活

躍する井端久泰氏自身の初店舗。井端久泰氏と「青柳」小山裕久氏がタッグを組

み、新たな料理・スイーツに挑みます。伊勢のおもてなしをテーマに、焼団子や和菓

子等の井端氏のスイーツと、小山裕久氏の独創的なお料理をご提供いたします。 

  

Bar Español LA 

BODEGA 

（バル エスパニョ

ール ラ・ボデガ）

株式会社 

アキナイ 

スペイン料理

/スペインバ

ル 

アサリ、ムール貝、エビなどの魚介エキスをふんだんに抽出したパエリャは 

その旨みの奥に深い海の香り。定番のハモンセラーノ、存在感のある肉料理は山

の豊かさを感じます。 

海の恵みと山の恵み、LA BODEGA は自然の宝庫に溢れたスペインの風土感、そ

の土地土地の特徴を大切に、LA BODEGA 独自のエッセンスを加えたスペイン料

理をご提供致します。 

  

ビストロ＆バー 

タコニョッキ 

株式会社 

ポトマック 

カフェ＆ 

ビストロ・バー

“いつでも、気軽に、リースナブル！”が合言葉。ランチ、カフェ、ディナー、バー…誰

とでも、どんな使い方もできるビストロ＆バー。自慢のニョッキやピザや煮込み料理

には、兵庫・明石直送の「明石たこ」、相模・三浦直送の魚介や野菜、自家製ハム

やソーセージなど、こだわりの食材を使っています。ワインやビールと一緒に舌鼓を

うって、肩肘張らない気楽な幸せ時間を創りだします。ランチタイムには自家製パン

の食べ放題も楽しめます。 

  Ｒｉｃｅ ｐｅｏｐｌｅ, 

Ｎｉｃｅ ｐｅｏｐｌｅ! 

（ ラ イ ス ピ ー プ

ル、ナイスピープ

ル！） 

ジェリーフィッ

シュドット株式

会社 

ハーブレスト

ラン＆ハーブ

ミルクカフェ 

フレッシュな野菜、ハーブ、スパイスの心地よい調和。 

口にするとゆっくりとしみ込んで皆さんのカラダを元気にします。 

アジアの定番“ごはん”を添えて、さあ有意義な食事を楽しみましょう！ 

ごはん好きはいい人だ！！ 

ライスピープルナイスピープル！！ 

  

Côte de Rouge 

Rôti       

（コート・ド・ルー

ジュ ロティ） 

マキシム・ド・

パリ株式会社 

ワイン＆フレ

ン チ グ リ ル 

ダイニング 

厳選した素材の味を引き立てるシンプル＆カジュアルなグリル料理をメインに、銀

座で 45 年の歴史を誇る老舗フレンチレストラン『マキシム・ド・パリ』の味をエッセン

スとして取り入れた、新カジュアルダイニング。ランチタイムはビュッフェ形式の食べ

放題、ディナータイムは約 30 種類のワインやシャンパン、カクテル等、ゆったりとお

酒もお楽しみ頂けます。カジュアルながらも本格的な食事のできる大人の空間で

す。 

  

Kailua Weekend 

（カイルア・ウィー

クエンド） 

株式会社 

ゼットン 
ハワイアン 

オアフのローカルリゾートタウン、カイルアをイメージしたハワイアン・カフェ・ダイニ

ング。 

香り高いコナコーヒーやフレッシュジュース、ハワイアンパンケーキやアサイーボウ

ル等のスイーツも充実。 

ローカルフードのロコモコをはじめ、素材にこだわったハワイ料理をお楽しみ頂けま

す。 

  

博多 うま馬 
株式会社 

ヴィガー 

ラーメン 

ダイニング 

創業昭和 28 年、博多初のラーメン店「三馬路」の味を唯一受継ぐ老舗。 博多の文

化である屋台の名残を残しつつ、「食べ、飲み、喋る」をモットーに、新しい文化を取

り入れ進化し続けるラーメンダイニングのパイオニア的存在。 ラーメンのみならず、

博多ひとくち餃子やこだわりの鳥皮串焼きなど。博多の名物料理が味わえます。 

 

FLOWERS 

Common 

（フラワーズ コモ

ン） 

カフェ・カンパ

ニー株式会社 

パン アジア

ン カフェ 

1日を通じて「Pan Asian＝アジア全域」のおいしさを味わえるカフェ。「毎日の食事か

ら心と体のバランスを整える」アジアの食文化をテーマに、薬膳スープでじっくり炊

いたジューシーな海南鶏飯、彩ゆたかな産直野菜たっぷりのガーデン WOK、鮮や

かなスウィーツなどをラインナップ。アートも楽しめる 180 席の広さを誇る店内は、カ

ジュアルなランチやティータイム、ゆっくり味わうディナー、仲間とワイワイ楽しむパ

ーティなど、日常から特別な時間までご利用いただけます。 

  

ＥＡＴ 

（イーエーティー）

株式会社サザ

ビーリーグ 

アメリカンダイ

ナー 

LA TIMES で LA のトップシェフ 10 人に 2 度選ばれたシェフ MICHI が、帰国後に開

店した外苑前の人気ハンバーガーショップ「EAT」初の大型店。「リアルカリフォルニ

アン」がコンセプトのアメリカンダイナー。 

気の合った仲間と、シェフこだわりのハンバーガーや生のじゃがいもから作るこだわ

りのフライドポテトで、本場ウエストコーストの空気を存分にお楽しみ頂けます。 

  

博 多漁家磯貝 

しらすくじら 

有限会社アー

トケイズ 
和食居酒屋 

人気の海鮮居酒屋「博多漁家 磯貝」が新たに展開する、“博多のうまいものを「し

らす」から「くじら」まで”をテーマに、魚種豊かな玄海灘直送の魚料理をベースにし

た、“博多の肴”の新業態。「博多漁家 磯貝」の定番人気メニューから、「しらすくじ

ら」オリジナルメニューまで、渋谷に居ながら、博多の風、波、魚、酒…うまいものを

御堪能頂けます。 

  

かしわ 

ソルト・コンソ

ーシアム株式

会社 

鉄板焼・お好

み焼 

中目黒に本店を構える「焼鶏 あきら」、｢水炊き しみず｣の店主清水明氏が考え抜

いた、厳選鶏の鉄板焼きが味わえる新業態“鶏鉄板焼”。 

他にも、鶏ガラと野菜を長時間煮込んだ出汁でつくる新感覚のお好み焼、ふわとろ

焼など逸品の数々をご堪能ください。 

  

Ｌａ  ＬＯＢＲＯＳ  

（ラ・ロブロス） 

ジャパン トー

タル ロブロス

株式会社 

パン  テーブ

ル カフェ 

ランチは、焼きたてパンビュッフェや彩り華やかな新鮮野菜のサラダバー。 

ティータイムには、目でも楽しみながら、お腹も満たすスイーツ。 

ディナーは、ワインのお共にバリエーション豊かなDELI、熱々のフライパン料理で仲

間と楽しくほろ酔い気分に。 

中央の BIG ステージやガラス張りのキッチンからライブ感を味わう食の空間。 

気軽に立ち寄って、おしゃべりのはずむパブリックな場所。 

一日中、様々なシーンで楽しめる新スタイルのカフェ空間をご提供します。 

  Cafe＆Grill 

SIZZLE GAZZLE

（カフェアンドグリ

ル シズルガズ

ル） 

株式会社ＳＡ

ＭＵＲＡＩ 
渋谷グリル 

アメリカンダイナーのグリル料理を、東京の“今”を取り入れた空間で味わう、渋谷

のハイブリッド・カルチャーを象徴した新スタイル、「渋谷グリル」。 

コストパフォーマンスが高く、高品質なお肉をボリュームたっぷりで楽しめるグリル

料理や、定番のワカモレにタコスなど、バリエーション豊かなメニューをカジュアルに

展開します。 

 



 

 

【１１Ｆ・１４Ｆ：出店テナント紹介 】 

ロゴ 店名 会社名 業態 特徴 

 
シアターテーブル  

※劇場１１Ｆ入口

カジュアルイ

タリアン 

  

シアターコーヒー  

※劇場１１Ｆ入口

コーヒー 

スタンド 

  

シ ア タ ー バ ー  

※劇場内１４Ｆ 

株式会社トラ

ンジットジェネ

ラルオフィス 

バー 

東京の旬のカルチャーの仕掛け役、トランジットジェネラルオフィスが手がけるイタ

リアンダイニングとコーヒースタンド。インテリアデザインはインテンショナリーズが

手がけ、渋谷を一望する、劇場階ならではのゆったりとした空間とテラスがスペシャ

ルなダイニングを演出。フードメニューは、東京で最も予約が取れにくいと言われ

る、星付きレストラン『アロマフレスカ』の原田慎次シェフがプロデュース。“ネオトラ

ットリア”をテーマにカジュアルな価格帯で、幅広い世代が楽しめるイタリアンダイニ

ングです。また、東急シアターオーブと連動したオリジナルメニューの展開も、観劇

の高揚感を一層盛り上げます。併設の「シアターコーヒー」はテイクアウトもできるコ

ーヒースタンド。コーヒー豆本来の味を引き出す焙煎方法にこだわったコーヒーや

カフェラテが朝からお楽しみ頂けます。 

 

7 月オープンの「シアターバー」は観劇の間に地上約70mの高さから渋谷の街を一

望できる「シアターオーブ」内のスタンディングバー。フードはシアターテーブル同様

アロマフレスカ原田氏がプロデュース致します。 

  

LAWSON 

（ローソン） 

※１１Ｆ 

株式会社 

ローソン 

コンビニエン

スストア 

オフィスエントランスでもある11Fスカイロビーには、オフィスサポート店舗としてコン

ビニエンスストア「ローソン」が出店。 

渋谷ヒカリエのオフィスワーカーの毎日を便利にサポート致します。 

 

以 上 
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＜News Release＞                                                             2012 年 1 月 18 日 

報道関係各位                                                            株式会社 東急百貨店 

 

２０１２年４月２６日（木） オープン予定 

            （シンクス）  出店ラインアップが決定 
～自己編集力のある働く女性のために、新しいショッピングを提案～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社東急百貨店（本社：渋谷区道玄坂、代表取締役社長：二橋千裕）は、2012年4月26日（木）開業予定

の渋谷ヒカリエと同時にオープンする新しい商業施設、「ShinQs」(シンクス)の出店ラインアップが決定しました。 

 

「ShinQs」は、地下 3 階から地上 5 階の 8 フロアで、約 16,000 ㎡の売場面積にフード・ビューティ・ファッションなど約 

２００の売場・ショップで構成します。 

全てを“雑貨”としてとらえる“Ｚａｋｋａ視点”のＭＤキーワードをもとに、単なるモノの分類ではなく、売場を気軽に散策

し、発見する楽しみや自分の視点や価値観で自由に組み合わせる買い方、使い方を提案する、「ShinQs」ならではの

独自性・新しさを追求したラインアップです。これにより、「ShinQs」発信の新業態や自主編集売場、世界初・日本初を

含む売場・ショップが 4 割以上、それらを含む渋谷初登場が 7 割以上を占めます。 

 

コンセプトは、 “新・渋谷、はじまる。 SPARKMENT STORE”。商品・サービスを通じて渋谷に集まる高感度なお客

さまに、思いがけない出会いや発見、ワクワク感を提供する場を創出します。 

ターゲットは、自分目線で高い自己編集力を持つ 20 代後半から 40 代の働く大人の女性 “セルフエディター”。人か

ら見られる自分やブランド重視ではなく、自分のアイデンティティを基準に、「キレイ」「キズナ」「チテキ」に価値を見出す前

向きな女性が、「ShinQs」でアップデートされていく魅力溢れるフロア、ショップを展開します。 

 

渋谷の街をショッピングで変えていく、思いがけない出会いや発見を提供する「ShinQs」にご期待ください。 

 

※出店ショップについては、別紙をご参照ください。 

※ショップ名については、現時点の情報のため、変更する場合がございます。 
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 Ｂ3～Ｂ2  【ＳｈｉｎＱｓ Ｆｏｏｄ】                         

「「ウウェェルルネネススビビュューーテティィフフーードド」」  

～～  美美味味ししくく、、美美ししくく食食べべるるここととでで、、心心身身ととももにに美美ししくく生生ききるる人人たたちちへへ～～  

 

「ナチュラルビューティフード」を中心に、日常性と情報感度を融合

した「洋」、伝統と新しさをミックスした「和」、食卓を豊かにするカ

ジュアルな「ワイン」のスタイルを展開。本物の味覚を追求した、

“毎日が見て楽しい、食べて楽しい、学べるフードフロア”です。有

機野菜のデリや日本を代表するパティシエの集積、渋谷でしか食

べられないスイーツなど、「ShinQs」ならでの高感度なラインアップ

です。 

 

 Ｂ3  

■ナチュラルマーケット 

ナチュラルな食材の提供と毎日のメニューを提案する、安心・安全なウェルネスフードマルシェ。生鮮三品それぞれで、個

食に対応した小パッケージも展開します。 

［ShinQs 発］ 九州屋＋大地の会    ［渋谷初］ 東信水産/明治屋 

 

■プチデリファクトリー 

“時間をかけずに、食べたい分だけ”を、オーガニックとプチサイズで集積した、働く女性のためのビューティデリゾーン。“今、

これが食べたい”の要望に対応します。 

［ShinQs 発］ オーガニックハウス（オーガニック惣菜のプチサイズ）/明治屋（プチサイズのグロサリーなど提案） 

 

■ビューティコンシャスデリ 

カラダにいいものを“もっと美味しく、もっと楽しく”食べることで、心身ともに美しくするデリゾーンです。 

［渋谷初］ ゆとりのキッチン シェア ウィズ 栗原はるみ/りょくけんデリ/酢重正之商店 

 

■ワールドデリミックス 

本場の味を家庭で楽しむための、ワールドワイドな食探求ゾーン。老舗が提案する本格和食も提案します。 

［ShinQs 発］ zen ｅａｓｈｉｏｎ/メゾン ド プルミエ/ピッコラ ジョイア/ハワイアン・デリ・カンパニー/渋谷 つな八/ 

エル・チャテオ/フレッシング・アールエフワン/横浜中華街 招福門/大志満 椿寿/築地なが田/ 

鰻 渋谷 松川 

［渋谷初］   家で食べるスープストックトーキョー/マンゴツリーデリ/韓美膳 DELI/まつおか/平田牧場/ 

尾張三和（関東初）/ねり伝/銀むすび 
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 Ｂ2   

■スイーツファクトリー（洋菓子） 

国内のトップパティシエが集結し、「ShinQs」発のとびきり美味しいスイーツを世界に向けて発信します。また、「ShinQs」

でしか手に入らないスイーツのセレクトショップとして『ShinQs スイーツラボ』を独自に編集するなど、女性の感性にひびく高

感度なラインアップを展開します。 

［ShinQs 発］ ル ショコラ ドゥ アッシュ＆ポールバセット（パティシエの辻口博啓氏とバリスタのポール・バセット氏のコラ

ボ）/ヨロイヅカファーム（鎧塚俊彦氏がプロデュース）/カレルチャペック×シブハチ（人気の紅茶専門店と

渋谷みつばちプロジェクトのコラボショップ）/ファンズ 

［渋谷初］   ジョトォ/サンキャトルヴァン/ベルン/Ｗａ･Ｂｉ･Ｓａ/京橋千疋屋/ベリーデコ/ 

パティスリー・サダハル・アオキ・パリ 

 

■スイーツファクトリー（和菓子） 

日本の伝統を受け継ぐ名店を集積。歳時記を大切にした日本各地の職人の技と、渋谷らしい現代の感性でつくる老

舗の和菓子や、素材や見た目にこだわった創作和菓子を提案します。 

［ShinQs 発］ 銀座 松濤（店内で蒸し上げる「黒糖まんじゅう」の提供）/天平庵（厳選素材を使用した古都奈良の本

格和菓子）/三隅勝栄堂/瑞花/ゆりい菓/800 や 

［渋谷初］   菓匠 清閑院/桂新堂/玉や絲や/村上/然花抄院（関東初） 

 

■ワイン＆フードセレクション 

ワインのある生活を楽しむための新編集ゾーン。女性でも入りやすい、買いやすい店づくりと、シーンやライフスタイルにあ

わせたワインの提案、それに合う本格的なパンやシャルキュトリーの店舗を集積して、ワンストップショッピングを実現しま

す。 

［ShinQs 発］ ル パン ドゥ ジョエル・ロブション（世界初）/ワインショップ・エノテカ（カジュアルな品揃えでの新編集）/ 

ジャコヴィア（専門性№１の新しいチーズ売場）/Richu 濱田家（国産原料にこだわった純日本ベーカリー） 

［渋谷初］   ラ ブランジュリ キィニョン/ファーイーストバザール/シェ・ケン/シャルキュトリーコダマ/オスヤ ギンザ 

 

 Ｂ1～1Ｆ   【ＳｈｉｎＱｓ Ｂｅａｕｔｙ】                       

「「ウウェェルルネネスス＆＆ホホリリスステティィッックク  ビビュューーテティィ」」  

～～心心身身ととももにに美美ししくく、、健健ややかかにに、、癒癒さされれるるここととをを明明日日へへののエエナナジジーーととししてて生生ききるる人人たたちちへへ 

 

上質感のあるコスメティックだけではなく、セルフコスメやビューティ

雑貨、クイックかつ気軽に利用できる本格的なビューティサービス

まで展開する、今までにないトータルビューティフロアです。中でも

ナチュラル＆オーガニックなアイテムの品揃えは都内最大級。「ＮＩ

ＰＰＯＮ」や「ウェルネス」などを切り口に、新しいビューティゾーンを

構築します。 
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 Ｂ1   

■ＮＩＰＰＯＮビューティ 

日本で生まれ、育まれた製法・素材・美の思想を、現代の暮らしの中に活かした商品を展開。体の内外からキレイにな

れる、「ShinQs」発の新しいゾーンです。 

［ShinQs 発］ ＫＯＢＡＫＯ（機能性でオシャレ、コンパクトなビューティツール） 

［渋谷初］   よーじや/カガエ カンポウ ブティック/ハッチ/マークス＆ウェブ/天衣無縫 

 

■コスメティックビューティ 

“気軽に、見たい・試したい・相談したい”に応える、百貨店専用ブランドによる新しい売場環境として、セルフチョイス、デ

ジタルナビゲーション、お手入れルームなどを設置します。 

［ShinQs 発］ コスメデコルテ/エスト/ドゥ・ラ・メール/シスレー/スリー/アユーラ/ベアミネラル/アクセーヌ/カバーマーク 

 

■ビューティサービス 

多忙な働く女性のためのパーツケアを集積。仕事帰りや買い物ついでに気軽に利用できる本格的なサービスを提供しま

す。 

［渋谷初］ メイクアップライフ/べキュア/フィニ 

 

■その他 

［渋谷初］ エーピー バイ アメリカンファーマシー 

 

 1Ｆ  

■ウェルネスビューティ 

世界各地のナチュラル・オーガニックブランドを集積。オーガニック自然由来の成分、植物エキスを取り入れた「ナチュラル

＆オーガニックコスメ」は、圧倒的な集積を誇ります。 

［渋谷初］ コスメキッチン/テラクオーレ/サボン/オリジンズ 

 

■ビューティ＆ファッション雑貨 

美を演出するアクセサリー、ファッション小物、ホーム雑貨などを集積します。 

［ShinQs 発］ カーサ ヴィア バス ストップ（服飾雑貨から生活雑貨まで展開する新業態） 

［渋谷初］   テアトロ/コレット マルーフ/アッカ 

 

■ヒーリングビューティ 

フレグランス、アロマを集積します。   

［ShinQs 発］ ジャルダン デ パルファム/ 

［渋谷初］   ニールズヤード レメディーズ/ジョー マローン/ディプティック 

 

■その他 

［ShinQs 発］ ＳＰＢＳ アネックス（「シブヤ・パブリッシング・ブックセラーズ」監修） 
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 2Ｆ～4Ｆ   【ＳｈｉｎＱｓ Ｆａｓｈｉｏｎ】                       

22ＦＦ  「「フファァッッシショョンン雑雑貨貨」」  

  ～～おお買買いい物物をを通通じじてて、、散散策策・・発発見見すするる楽楽ししささをを大大切切ににすするる人人たたちちへへ  

 

トレンド＆シーズンをダイレクトに感じさせるバイヤーズセレクト

の自主編集売場や、今最も旬な雑貨ショップ（服飾雑貨、ビ

ューティ雑貨など）をラインアップ。毎日気軽に立ち寄りたくなる、

マルシェ（市場）のような賑わいのあるフロアです。 

 

 

 

 

■シーズン＆アイテムズ 

旬のシーズンとトレンドなアイテムを、アイテム特化のショップと自主編集売場で提案。“つい立ち寄りたくなる、いつも発

見がある”の期待感に応える、高感度な雑貨をセレクトします。 

［ShinQs 発］ ShinQs パーツ ジョイスト（自主編集売場。リアルターゲットでもあるバイヤーが世界からセレクトした雑貨

の集積）/カシラ（ヘアアクセサリーを含む新編集） 

［渋谷初］   17℃ by Blondoll 

 

■トレンド＆バラエティ 

女性の関心が高いビューティ、ライフスタイル雑貨、アートグッズ、フードまで旬の雑貨をバリエーション豊富に展開します。 

［ShinQs 発］ ピコロ（世界初。独自のパッケージデザインがアイコンの都市型スイーツショップ）/ 

青山フラワーマーケット（雑貨ミックスの新編集） 

［渋谷初］   ラムフロム/キャス・キッドソン/ルートート・ギャラリー 

 

■インポートキャラクター 

働く女性のあこがれ度、こだわり度の高いバッグやインポート雑貨を集積します。 

［渋谷初］ ミミミ（関東初）/シー バイ クロエ 

 

 

33ＦＦ  「「キキャャリリアアフファァッッシショョンン」」  

  ～～働働くく時時間間をを前前向向ききにに捉捉ええ、、知知性性・・感感性性をを大大切切ににすするる人人たたちちへへ  

  

キメのシーンやオフィスのカジュアル化に対応したスタイルや、できる自分を演出するこだわりのデザイン雑貨、さらにキャリ

アスタイルに特化したレディースシューズを一堂に集めたフロアです。デスクまわりからバッグの中身までをスマートに演出す

る「イン・ザ・バッグ」「オン・ザ・デスク」をはじめ、さまざまなワークスタイル・バリエーションを展開します。 
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■キャリアシューズ・セレクト 

アーバンキャリアのリアルな視点で、上質なインポートから、デイリーに使える高感度ブランド、センスを感じさせる個性的

なシューズまで、幅広く取り揃えたレディースシューズ・ゾーン。併設するリペアショップでは、女性の苦手なシューズのメンテ

ナンスメニューや、フィッティング調整グッズも展開します。 

［ShinQs 発］ ShinQs シューズ カレイド（自主編集売場。海外買い付け、オリジナル商品を含むバイヤーズセレクト）

ダイアナ ロマーシュ/オレンジ ヒール フェミナ（リペア＆メンテナンスサービス、グッズ販売） 

［渋谷初］     オデット エ オディール ユナイテッドアローズ 

 

■センス・オブ・デザイン 

スマートな自分をアピールできるオンタイムの「イン・ザ・バッグ（バッグの中身）」「オン・ザ・デスク（デスクの上）」を切り口とし

た、働く女性のセンスを表現するデザイン雑貨を集積します。 

［ShinQs 発］ ビーファビュラス（バッグ・イン・バッグを中心とした雑貨） 

［渋谷初］   リュネット・ジュラ/プレミオ by アビステ 

 

■コンテンポラリーミックス 

多様なオンタイムシーンに対応するアパレル＆雑貨を集積した、新編集ブロックです。 

［ShinQs 発］ ヴィンス・カムート（ニューヨーク発、日本初上陸。シューズを中心とした新ショップ）/イエナ（新規インポート

ブランドを含む新編集）/ｍ′s セレクト by Ｍ プルミエ（Ｍプルミエによるセレクト新業態）/ 

セオリー（ニューヨーク路面店タイプの新ショップ）/イヴォン・イネド・ヌーヴェルバーグ/ 

ポールスミス （ShinQs 限定商品を含む新編集）/ビジンネス バイ サザビー 

［渋谷初］   バオ バオ イッセイ ミヤケ/サマンサタバサプチチョイスプラス（バイオレットハンガーとのコラボショップ） 

 

■その他 

［ShinQs 発］ ワコール新ショップ（仮称。ワコール×「ShinQs」による、女性の美意識を追及したインナーアイテムのセレ

クトストア） 

 

44ＦＦ  「「カカジジュュアアルルフファァッッシショョンン」」  

  ～～オオフフ（（休休日日、、余余暇暇時時間間））をを通通じじたた、、人人ととののつつななががりりやや自自分分磨磨ききをを大大切切ににすするる人人たたちちへへ  

 

活動的で遊び心のあるカジュアルシーンの多様な広がりを、アパレル＆雑貨のミックス編集で提案。アーバンライフからト

ラベル＆アウトドアフィールドまで、オフタイムを彩るフロアです。 

 

■アーバンカジュアル 

都会的で洗練されたカジュアルスタイルの集積。「渋谷の今」を伝える、新しい大人のカジュアルゾーンです。 

［ShinQs 発］/アーバンリサーチ（複数業態ミックスの新編集）/ギャザーズ イン ザ パーク（モルダヴィータをメインとしたセ

レクトショップ）/グランジュテ（「ShinQs」限定のアクセサリーショップ）/ムーラ ナティエ（アクセサリー、ウォッチ

などの新編集）/アヴィレックス ベル（レディースオンリーの新業態）/ステューシーウィメン（レディースオンリー

の新業態） 

［渋谷初］   ビームス ライツ（新業態）/カリテ スケープ/ソフィット/ブルー ブルーエ マルシェ ド ブルーエ プリュス（関

東初。ブルーブルーエの新ショップ）/エテ/アネ モネ 
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■リラクシングカジュアル 

オフタイムを自分らしく、ゆったりと過ごすためのファッション＆雑貨を集積します。 

［ShinQs 発］ トゥデイズ スペシャル（旬を贈る楽しさに出会える生活道具・雑貨） 

［渋谷初］   イデアセブンスセンス/トラベルショップゲート 

 

■アクティブカジュアル 

アウトドア＆ウェルネスシーンを含む、活動的なカジュアルファッションを集積します。 

［ShinQs 発］ アークテリクス ナトゥール（ブランド世界初となる高機能アスレチックウェア＆グッズのレディースショップ） 

［渋谷初］   サタディ・イン・ザ・パーク/SORA/Ａ＆F カントリー 

 

 5Ｆ   【ＳｈｉｎＱｓ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ】                          

「「ママイイ・・ルルーームム・・セセレレククトト」」  

～～  自自分分ののたためめのの時時間間・・空空間間をを大大切切ににすするる人人たたちちへへ  

 

スタイリッシュリビング、クッキング＆ダイニング、カルチャー＆ホ

ビー、期間限定の提案型売場までを総合編集。「イエナカ」

「趣味・嗜好」にまつわるシーン＆マインドに応えるライフスタ

イル雑貨を幅広く展開する、新しいライフスタイル雑貨フロア

です。 

 

 

 

■ルームセレクト・バラエティ 

ライフスタイルショップを複数配置し、毎日の生活を豊かにするデザイン性の高い商品を提案します。 

［ShinQs 発］ ザ・コンランショップ キッチン（キッチンにフォーカスしたザ・コンランショップ世界初のコンセプトショップ）/ 

U．Q（遊び心のあるステーショナリー、雑貨を国内外からセレクト） 

［渋谷初］    イデーショップ ヴァリエテ/エブリデイバイコレックス 

 

■マイ・テーブル・スタイル 

便利で機能的なソリューション性、オシャレで楽しいファッション性を有したテーブル、キッチンまわりアイテムを集積します。 

［ShinQs 発］ ビオクラ スタイル（関東初。美味しく食べて美しくなる、世界の「食良品」をセレクト）/ 

バースデー・バー（使いやすさとアート性を両立させたギフト好適品をセレクト） 

［渋谷初］   オクタホテル（福岡発・関東初出店）/マディ ファブリカ 
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■ホームライフ・マルシェ 

多彩なジャンルの雑貨、個性的なアイテムを集積。期間限定区画を含む、変化とバラエティに富んだ集積です。 

［ShinQs 発］ テネリータ・メゾン（毎日使うモノをギフトとして贈りたい、心地良いオーガニック素材を使用したバス・ベッド

グッズショップ）/anbo（「染の安坊」による和雑貨）/さきら Maisendo（京都の老舗・舞扇堂による和雑

貨）/アモリコ（デザイン性の高いエプロン・キッチン雑貨をセレクト）/ＤＬＰ（日本初。フランス発のポップな

雑貨）/MOZI（日本初。オーストラリア発のライフスタイル雑貨） 

［渋谷初］   キャベジズ＆ローゼズ/ベキュア ハニー/ＡＹＡＮＯＫＯＪＩ（京都発・関東初出店） 

 

 

■イベントスペース（期間限定売場）を設置します 

常設の売場では対応できない旬なトレンドや、シーズン・オケージョンＭＤなどを期間限定で紹介する情報発信基地と

して、イベントスペース（期間限定売場）を設置します。フードからビューティ、ファッションまで、いつも新しい発見・話題を

提供するとともに、新しいテナント開発に向けたテストマーケティングの場としても活用し、渋谷発の情報を発信します。 

【設置フロア】 B3/B2/1F/2F/5F 
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 【ＳｈｉｎＱｓ Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ】 各フロア                       

「ShinQs」ならではのこだわりのカフェやバーを各階に配置します。 

 

 Ｂ1  よーじやカフェ / 約３０席 

［渋谷初］ 京都発・和コスメのカフェ・物販併設店舗。カジュアルな雰囲気の中、オーソドックス

なカフェメニューから心なごむ和スイーツやオリジナルドリンク、京野菜を使った軽食まで、京都発

の本格派メニューを多彩にご用意します。 

 

 1Ｆ  ＰＯＣＨＩ / カウンター＆スタンディング 

［ShinQs 発］ 誰もが楽しめ、自由な使い方のできる立ち飲みビストロ。豊富なメニューとビスト

ロ出身のシェフが作る本格的でリースナブルなタパスを提供します。休前日は深夜４時まで営業

予定です。 

 

 1F  ザ クリーム オブ ザ クロップ コーヒー / カウンターおよびテイクアウト 

［ShinQs 発］ 世界中から選び抜き、オリジナルローストした豆を販売。ハンドドリップで淹れ立て

のコーヒーを作ります。フード類もご用意し、カウンターで、テイクアウトでお楽しみいただけます。カ

ップはエコ素材を使い、環境にも配慮します。 

 

 4Ｆ  ハーブス / 約８０席 

［渋谷初］ 素材そのままの美味しさを表現した約５０種類のオリジナルレシピより、旬のケーキが

常時１３種類揃います。ケーキのついたパスタランチ、オリジナルブレンドティ、ギフトに焼き菓子も

ご用意します。 

 

 5Ｆ  茶庭 然花抄院 / ４４席 

［関東初］ 京都発・関東初出店のギャラリー併設の和カフェ。「花も菓も然るべき姿へ」という想

いを店づくりに込めています。店内工房で毎日焼き上げる『「然」かすてら』をはじめ、京を感じる

お菓子と淹れ立てのお茶でもてなします。併設のギャラリーでは、デザイン、アート、クラフトなど、

さまざまなジャンルの企画展を開催し、新たな文化を提案していきます。 

 

■この他にもショップ内にイートインスペースを設けます。 

【B3】 エルチャティオ 

【B2】 ジョトォ / ル ショコラ ドゥ アッシュ＆ポールバセット 

 

 

【概要】  店 舗 名 ： ＳｈｉｎQs（シンクス）         売 場 面 積 ： 約１６，０００㎡ 

開 業 日 ： ２０１２年４月２６日（木）予定   売 場 ・ショップ数 ： 約２００ 

所 在 地 ： 渋谷区渋谷２丁目２１番地   初年度売上目標 ： １８０億円 

 

以上 



※　ＳｈｉｎＱs発…ShinQsからの発信が初めて、「ＯＮＬＹ・NEW」での出店を示します

■ ShinQs Food（B3）
ブランド名 業種 店舗内容

ナチュラルマーケット

九州屋＋大地の会 野菜・果物 ShinQs発 「大地を守る会」のオーガニック野菜も取り入れた、四季折々の旬を提供する青果売場。

精肉あづま 精肉 料理提案、使いきりサイズなど働く女性に優しい精肉専門ショップ。

東信水産 鮮魚 渋谷初 旬と鮮度にこだわり、豊富なメニューを提案する鮮魚専門ショップ。

明治屋 グロサリー 渋谷初 ナチュラルな品揃えとハイエンドな食を提案するグロサリーショップ。

プチデリファクトリー

オーガニックハウス 洋惣菜 ShinQs発 女性のためのプチサイズに特化したオーガニックデリゾーン。

明治屋 グロサリー ShinQs発 明治屋が提供する現代女性のためのコンパクトグロサリーショップ。

ビューティコンシャスデリ

ゆとりのキッチン シェア ウィズ 栗原はるみ 和惣菜 渋谷初 料理研究家・栗原はるみ氏が提案する家庭料理の惣菜店。

りょくけんデリ 洋惣菜 渋谷初 永田農法のナチュラル野菜を、まるごと楽しめるサラダ惣菜ショップ。

酢重正之商店 和惣菜 渋谷初 旧軽井沢にある味噌・醤油醸造元が手がける、信州の食材を使った和惣菜店。

ワールドデリミックス

大志満　椿寿 和惣菜 ShinQs発 加賀料理の銘店が提案する四季を感じる手づくりの和惣菜。

まつおか 和惣菜 渋谷初 名古屋のおばんざいをできたてでご紹介。

築地なが田 魚惣菜 ShinQs発 築地厳選の素材でつくられた焼魚・煮魚に、なが田初の粕漬け専門店も併設。

平田牧場 とんかつ 渋谷初 日本が誇るブランド豚「三元豚」「金華豚」を使用したとんかつ専門店。

尾張三和 焼き鳥 関東初 日本三大地鶏「名古屋コーチン」をはじめとする鶏惣菜・焼き鳥専門店。

ねり伝 和惣菜 渋谷初 お魚のすり身を使用したヘルシーな惣菜「Nelicatessen（ネリカテッセン）を提案。

渋谷 つな八 天ぷら ShinQs発 厳選素材を職人が手揚げする天ぷら専門店。

鰻 渋谷 松川 うなぎ ShinQs発 厳選うなぎの蒲焼と、新たなうなぎ創作料理の展開。

銀むすび おむすび 渋谷初 素材と技術にこだわった本格「手にぎり」の提案。

zen eashion すし ShinQs発 美しくリーズナブルなカリフォルニアロールと創作寿司の提案。

メゾン ド プルミエ 洋惣菜 ShinQs発 元ホテルシェフが一品一品手作りしたフレンチデリ。

家で食べるスープストックトーキョー 洋惣菜 渋谷初 温めたり、豪華にアレンジしたり、季節や旬のバリエーションが楽しめる冷凍スープ専門店。

ピッコラ ジョイア 洋惣菜 ShinQs発 イタリア・シシリア島の郷土料理が楽しめるリーズナブルなイタリアンデリ。

ハワイアン・デリ・カンパニー 洋惣菜 ShinQs発 ハワイアンマクロビティックとハワイのローカルフードのデリ。

マンゴツリーデリ タイ料理 渋谷初 タイに本店を持つマンゴツリーの人気メニューと屋台料理が楽しめる本格タイ料理の店。

韓美膳ＤＥＬＩ 韓国料理 渋谷初 韓国のお弁当・惣菜・スープなどを展開する、体にやさしいカジュアルコリアンデリ。

エル・チャテオ 洋惣菜 ShinQs発 直輸入素材を使用した本格スペイン料理が、タパス（小皿）で楽しめるイートイン併設ショップ。

フレッシング・アールエフワン 洋惣菜 ShinQs発 主菜（チルドデリ）を新たに提案するニューRF1。

横浜中華街　招福門 中華惣菜 ShinQs発 本場横浜中華街の広東料理惣菜と点心、自家製窯で作る焼物を紹介。

■ ShinQs Food（B2）
ブランド名 業種 店舗内容

スイーツファクトリー（洋菓子）

ジョトォ 洋菓子 渋谷初 国境を越えたアートをスイーツで表現し、素材の持つおいしさと製法を追及するイートイン併設ショップ。

ル ショコラ ドゥ アッシュ＆ポールバセット 洋菓子 ShinQs発 世界NO.1バリスタと国内トップパティシエによるコーヒーとショコラのマリアージュ。

ピエール・エルメ・パリ 洋菓子 21世紀のパティスリー界をリードするピエール・エルメ氏の遊び心溢れる独創的なスイーツブティック。

サンキャトルヴァン 洋菓子 渋谷初 素材にこだわりひとつひとつ手作りで焼き上げたタルトと焼き菓子の専門店。

マリアージュ フレール 紅茶・茶器 世界各国の銘茶や茶器、お茶を使った食品、お香など取り揃える、パリ創業のフランス流紅茶専門店。

ヨロイヅカファーム 洋菓子 ShinQs発 小田原ヨロイヅカファーム直送のフルーツを使用したフレッシュフルーツスイーツの展開。

鹿鳴館 洋菓子（ゼリー・パイ） 銀座に本店を構える、コラーゲンと食物繊維入りのゼリィとリーフパイの人気専門店。

ベルン 洋菓子 渋谷初 １９６５年、日本で初めてチョコレートをかけたミルフィユを創った洋菓子屋。

Wa・Bi・Sa 洋菓子 渋谷初 ヨーロッパの伝統的なお菓子作りの技術に、和の素材をとエッセンスを加えた、洋菓子のブランド。

パティスリー・サダハル・アオキ・パリ 洋菓子・ショコラ 渋谷初 本場パリで活躍する本格派ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ。ﾏｶﾛﾝ、焼菓子、ｼｮｺﾗをはじめ焼きたての東京焼きﾏｶﾛﾝｼｮｺﾗも販売。

京橋千疋屋 果物・洋菓子 渋谷初 最高品質の果物を使ったこだわりの味を提供する老舗フルーツ専門店。

ShinQsスイーツラボ

ファンズ 洋菓子 ShinQs発 ポップでキュートなデザインスイーツの専門店。

ベリーデコ 洋菓子 渋谷初 クッキーでメッセージを伝える「しゃべるクッキー」専門店。

カレルチャペック×シブハチ 洋菓子・紅茶 ShinQs発 渋谷でとれたはちみつのスイーツと、英国風ティータイムの提案。

スイーツファクトリー（和菓子）

銀座　松濤 和菓子 ShinQs発 店内で蒸しあげる「黒糖まんじゅう」が人気の、素材にこだわった和菓子店。

天平庵 和菓子 ShinQs発 厳選素材を使用した、なつかしくも新しい古都奈良の本格和菓子。

菓匠 清閑院 和菓子 渋谷初 日本の趣や四季の移ろいを菓子を通じて提案する和菓子店。

三隅勝栄堂 和菓子 ShinQs発 わらび粉を使用した、口当たりなめらかな山口県の老舗店が提案する独自のういろう菓子。

桂新堂 和菓子 渋谷初 創業以来、“えび”にこだわったお菓子づくり一筋に伝統の味を極めつづけてきた老舗。

玉や絲や 和菓子 渋谷初 40種類以上もの味と食感が楽しめる京都かりんとう専門店。

瑞花 和菓子 ShinQs発 原材料・製法・鮮度にこだわったあられ・おかき・おせんべいのお店。

ゆりい菓 和菓子 ShinQs発 永田農法の野菜と果物など上質な旬素材で作る風味豊かなフルーツ＆ベジタブルスイーツ。合成添加物不使用。

村上 和菓子 渋谷初 餡の美味しさが和菓子の原点と考え、その質の良さが評判の金沢伝統の和菓子店。

800や 和菓子 ShinQs発 国産農産物を使用した、おいしい・楽しい和スイーツ。

然花抄院 和菓子 関東初 京都室町より、伝統の味と新しい和が結実した菓子を発信する人気店。

【別紙】　ShinQs　ショップ一覧
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ワイン&フードセレクション

ワインショップ・エノテカ ワイン・和洋酒 ShinQs発 ワインショップ・エノテカが初めて手がけるワインから和酒・洋酒を取り揃えた専門店。

ジャコヴィア チーズ ShinQs発 国内トップクラスのチーズ輸入業者が手がけるワールドチーズセレクション。

ファーイーストバザール ドライフルーツ・オリーブ 渋谷初 ドライフルーツやオリーブなど世界から集まるさまざまな味が一堂に会するナチュラルバザール。

シェ・ケン 洋惣菜 渋谷初 「本物」のフランス料理をお手軽な価格で提供する手作り本格フレンチデリ。

シャルキュトリーコダマ 加工肉 渋谷初 シャルキュトリーの専門性を追求したスペシャリティショップ。

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション ベーカリー 世界初 ３つ星シェフのジョエル・ロブション氏が手がけるブランジュリー。

ラ ブランジュリ キィニョン ベーカリー 渋谷初 女性の感性をくすぐる、かわいくて、ちっちゃいパンを集めたベーカリー。

Richu 濱田家 ベーカリー ShinQs発 三軒茶屋 「濱田家」の流れをくみ、国産小麦を使用した新旧融合商品と製法から成立つ、日本のベーカリー。

オスヤ ギンザ 酢・ピクルス 渋谷初 酢ムリエのいるお酢の老舗内堀醸造が、ピクルスや飲む酢などのスタイリッシュなお酢ライフを提案。

フードコンシェルジュ

加賀麩 不室屋 加賀麩 慶応元年に創業。伝統の製法、味、技を伝承し、加賀麩をつくり続ける金沢の加賀麩専門店。

愛国製茶 銘茶 渋谷初 「お茶の心」と共に、全国の産地から様々な製法のお茶を取り揃えた銘茶専門店。

フードコンシェルジュ ギフト・商品券・ビール券 ShinQs発 各種フードギフトのご相談やパーティ食材や予約弁当を承るギフトコンシェルジュコーナー。

■ShinQs Beauty（B1)
ブランド名 業種 店舗内容

NIPPONビューティ

よーじや コスメ・ビューティ雑貨 渋谷初 京都発、和コスメブランド。化粧雑貨に加え、メイクカウンター、エステキャビンも併設。

天衣無縫 オーガニック・ファッション雑貨 渋谷初 オーガニックなテキスタイルなどを使用したタオル、ソックス、ウエアなどのファッション雑貨を集積。

マークス＆ウェブ 自然派化粧品・生活雑貨 渋谷初 東京生まれのデイリープロダクト。素材を生かしたデイリーケアやライフスタイル雑貨が揃う。

ハッチ はちみつ・ビューティ 渋谷初 美容成分入りのはちみつ石鹸などを展開。現代女性の美容と健康のために特化したブランド。

ヘルシーワン サプリメント専門店 栄養士・管理栄養士のスタッフが、ライフスタイルに合わせ最適なサプリメントをご案内。

カガエ カンポウ ブティック 漢方ブティック 渋谷初 漢方とアロマの融合で、カラダの内外をトータルサポートする漢方ビューティブランド。

白鳳堂 ビューティ雑貨（化粧筆） 「筆は道具なり」の信念のもとに作り上げられる、白鳳堂の化粧筆を体感できる新ショップ。

KOBAKO ビューティ雑貨 ShinQs発 高い機能性を持ちながらおしゃれで携帯にも便利なビューティツールブランド。カウンター初展開。

コスメティックビューティ

クリニーク 化粧品 お望みのスタイルで買い物を楽しめるほか、デジタルツールを充実させた最新コーナー。

クレ・ド・ポー ボーテ 化粧品 クレ・ド・ポー ボーテ商品を、リラックスした雰囲気の中、心ゆくまで体感できるカウンター。

RMK 化粧品 スタイリッシュで開放的な空間で個性を輝かせるRMKのプロダクト・メイクが楽しめる新ショップ。

カネボウ 化粧品 キャリアに人気の「キラキラメイク」を気軽に試せる新バージョンショップ。

資生堂 化粧品 資生堂の「ヒューマンサイエンス」の結晶である化粧品と出会えるカウンター。

エスティ ローダー 化粧品 最新のカウンターでお客さまの肌ニーズにお応え。

コスメデコルテ 化粧品 ShinQs発 調光機能付きメイクドレッサーを設置。光を調整してさまざまなシーンでのメイクを体験できる初のショップ。

エスト 化粧品 ShinQs発 コスメはもちろん、最新美容機も無料で試せる“エスト”のカフェスタイル新発想コスメ空間。

ドゥ・ラ・メール 化粧品 ShinQs発 より気軽に見やすい空間で展開。

シスレー 化粧品 ShinQs発 ラグジュアリーコスメティックブランドを、より気軽に相談しやすい新環境で展開。

スリー 化粧品 ShinQs発 オーガニックな国産原料のスキンケアとメイクアップアイテムの自由な組み合わせ。

アユーラ 化粧品 ShinQs発 ベンチシートタイプの体験コーナーを併設。ひとりでも友人とでも、充実したアユーラタイムが楽しめる。

ベアミネラル 化粧品 ShinQs発 メイクからスキンケアまで、“ミネラルの力”を肌に届ける新しい美の習慣を提案。

クリスチャン ディオール 化粧品 ディオールの全てを体感できるようコーナーコンセプトをさらに進化させたデザインを構築。

アクセーヌ 化粧品 ShinQs発 入りやすい環境で自由にスキンケアをお試しできるショップ展開。

カバーマーク 化粧品 ShinQs発 入りやすい接客カウンターで心地よく、ぴったりのファンデーションが選べる。

ランコム 化粧品 至高のプレミアムライン“アプソリュ”の世界観を体現したラグジュアリーな空間カウンター。

リサージ 化粧品 コラーゲンケアのスキンケアが人気。スキンケアからヘアまで自由に試せるショップ展開。

ビューティサービス

メイクアップライフ ヘアメイクサービス 渋谷初 メイクアップとヘアスタイリングの専門サロン。デートやブライダル、お食事会の前に。

ベキュア エステ 渋谷初 多忙な現代女性に、本格的でクイックなサービスを提供するショートタイムエステ。

ネイルバー スマートスタイル ネイル ジェルネイルからペディキュアまで、忙しいキャリアに向けたクィックメニュー提案。

ケサランパサラン 化粧品・美容サービス パーツ美容とメイクアップを組み合わせたトータルな美の提案。

フィニ シェービング 渋谷初 プロの女性理容師による施術で、うぶ毛と古い角質を取り除き、即効性の高い美肌サービスを提供。

ハミングビューティ

エーピーバイ アメリカンファーマシー ドラッグストア 渋谷初 コスメからサプリメントや雑貨まで、海外の魅力あふれる商品を揃えたショップ。

カフェ

よーじやカフェ 和カフェ 渋谷初 和スイーツやオリジナルドリンク、京野菜を使った軽食まで、京都発の本格派メニューを展開。物販&カフェ併設店舗。

共用お手入れ室

■ShinQs Beauty（1F)
ブランド名 業種 店舗内容

ウェルネスビューティ

コスメキッチン ﾅﾁｭﾗﾙ・ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｽﾒ 渋谷初 世界中の個性豊かなナチュラル&オーガニックコスメを取り揃えたセレクトショップ。

テラクオーレ オーガニックコスメ 渋谷初 オーガニックで心と肌を満たす、本格オーガニックコスメブランドの新スタイルショップ。

サボン 化粧品 渋谷初 すべての年代の方が安心して使えるイスラエル発のバス＆ボディケアコスメを展開。

オリジンズ 化粧品 渋谷初 植物の力で効果を実感できるスキンケアやボディケアなど、香り豊かなアイテムを展開。
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ビューティ＆ファッション雑貨

カーサ ヴィア バス ストップ レディースファッション ShinQs発 遊び心のあるライフスタイルをコンセプトにインポートアイテムや海外デザイナーによる雑貨を展開。

テアトロ アクセサリー・ジュエリー 渋谷初 新進のクリエーターのみに特化した作品を紹介するセレクトショップ。

コレット マルーフ へアアクセサリー・ジュエリー 渋谷初 ニューヨーク発、デザイナー・コレット マルーフによるハイセンスなヘアアクセサリーブランド。

アッカ へアアクセサリー 渋谷初 イタリア・フランスの職人がひとつひとつ丹念に仕上げたヘアアクセサリーブランド。

ヒーリングビューティ

ニールズヤード レメディーズ 化粧品 渋谷初 自然療法やアロマセラピーの要素をとりいれた、イギリス発祥の化粧品ブランド。

ジョー マローン フレグランス 渋谷初 香りをテーマに豊かなライフスタイルを提案しているラグジュアリーブランド。

ジャルダン デ パルファム フレグランス ShinQs発 ブランドの枠にとらわれず、自分流に自由に選べるフレグランス編集売場。

ディプテイック フレグランス＆キャンドル・ボディケア 渋谷初 パリで生まれたフレグランスメゾン。こだわりのある最高級の香りをお届けするフレグランスブランド。

フラワー&カフェ&Bar

ヒビヤ カダン スタイル フラワーショップ ShinQs発 落ち着いた空間でありながら、心沸き立つ華やかさをあわせ持つ、パリの雑貨のようなフラワーショップ。

ザ クリーム オブ ザ クロップ コーヒー カフェ ShinQs発 世界中から選び抜き、オリジナルローストした豆を販売。ハンドドリップで極上の一杯を。

POCHI 立ち飲みビストロ ShinQs発 誰もが楽しめる空間の中、ビストロ出身のシェフが本格的でリーズナブルなタパスを提供。

ビューティサービス

クロードモネＨ2O・アヴェダ ヘアサロン 渋谷初 花と植物の成分を活かした、プロフェッショナルなヘアケアサロン&ショップ。

その他

SPBSアネックス 書籍・雑貨 ShinQs発 女の子の“欲しいもの”が詰まった、ファンシーなKIOSK＝東京の土産屋さん「Tokyo’s Style KIOSK」。

■ShinQs Fashion（2F)
ブランド名 業種 店舗内容

シーズン&アイテムズ

ShinQs  パーツ ジョイスト 自主編集売場 ShinQs発 バイヤーズセレクトによる、海外買い付け・オリジナル商品を含む自主編集売場。

カシラ 帽子 ShinQs発 パリのデリカテッセンやパン屋をイメージした内装の中で世界観あふれる帽子とヘッドアクセサリーを展開。

17℃ by Blondoll ファッション雑貨 渋谷初 ご自身が気付いていない潜在的な意識を刺激するアイテムに出会い、高揚感が感じられるレッグウェアブランド。

トレンド&バラエティ

ロクシタン 化粧品 南仏プロヴァンスのライフスタイルコスメ。厳選された植物素材を使用した商品を展開。

M・A・C 化粧品 常にファッションと密接に関わりながら、ビューティのトレンドをリードしているブランド。

ラムフロム ファッション雑貨 渋谷初 アート&デザインを切り口とした雑貨、アートグッズのセレクトショップ。

ジェラート　ピケ レディースファッション イエナカで楽しめるやさしい着心地と色合いのルームウェアファッション。

キャス・キッドソン ファッション雑貨 渋谷初 伝統性とモダン&ポップの融合した、英国ロンドン発ライフスタイルブランド。

ルートート・ギャラリー ファッション雑貨 渋谷初 アーティストとのコラボなど、デザイン性の高いトートバッグの展開。

ピコロ 洋菓子 世界初 新スイーツ「ピコロ」。パリの人気デザインパッケージでお届けする新ショップ。

青山フラワーマーケット フラワーショップ ShinQs発 ライフスタイルを豊かにする雑貨をミックスした新業態のフラワーショップ。

インポートキャラクター

シー バイ クロエ ファッション雑貨 渋谷初 ファブリックバッグ、服飾小物を充実させた、雑貨リミテッドショップ。

マーク BY マーク ジェイコブス ファッション雑貨 バッグを中心に、財布小物、サングラスなどの雑貨に特化した新ショップ。

ミミミ ファッション雑貨 関東初 オリジナル、インポートを編集したバッグをメインとするショップ。

■ShinQs Fashion（3F)
ブランド名 業種 店舗内容

キャリアシューズ・セレクト

ShinQs シューズ カレイド 自主編集売場 ShinQs発 バイヤーズセレクトによる、海外買い付け・オリジナル商品を含む自主編集売場。

オデット エ オディール ユナイテッドアローズ ファッション雑貨 渋谷初 フェミニンなウィメンズシューズやファッション雑貨をそろえたセレクトショップ。

ダイアナ ロマーシュ ファッション雑貨 ShinQs発 レディスシューズ＆バッグのダイアナから大人のライフスタイルに向けた新ショップ。

オレンジ ヒール フェミナ 修理・メンテナンス ShinQs発 靴・バッグのリペア、メンテナンスからフィッティングまで全てに対応する新業態店舗。

センス・オブ・デザイン

ヒロブ 時計 ヴィンテージからオリジナル商品までを展開する時計のセレクトショップ。

リュネット・ジュラ アイウェア 渋谷初 フランスを中心とした個性豊かな逸品を集積したアイウェアのセレクトショップ。

プレミオ by アビステ ファッション雑貨 渋谷初 自分らしさを演出する、個性的でデコラティブなデザイン小物を展開。

スミス ステーショナリー デスクまわりを美しく演出する、デザインステーショナリーの展開。

ビーファビュラス ファッション雑貨 ShinQs発 ポーチ、巾着、ミニトート等お洒落で機能的なバッグの中の整理小物を展開。

コンテンポラリーミックス

ユナイテッドアローズ ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝ 洗練された大人の男女に向け、豊かで上質なライフスタイルを提案。

ヴィンス・カムート ファッション雑貨 日本初 手頃な価格帯で、NY発のファッション性高いレディースシューズを中心に雑貨も展開。

イエナ レディースファッション ShinQs発 新規インポートブランドを軸とした、イエナの新バージョンショップ。

ガリャルダガランテ レディースファッション 渋谷初 エレガントなのにコケティッシュ、モダンなスタイリング提案。

m’s セレクト by M プルミエ レディースファッション ShinQs発 働く女性に向けたMプルミエプロデュースによる新形態のセレクトショップ。

セオリー レディースファッション ShinQs発 ニューヨークの路面店タイプによる、セオリーの新バージョンショップ。

イヴォン・イネド・ヌーヴェルバーグ レディースファッション ShinQs発 厳選素材で仕上げた上質なシャツ、ブラウス、ニットを中心に展開する洗練されたアイテムショップ。

ポールスミス ファッション雑貨 ShinQs発 ShinQs限定商品をはじめ、雑貨アイテムを多く取り揃えたポール・スミスの新ショップ。

バオ バオ イッセイ ミヤケ ファッション雑貨 渋谷初 偶然が生み出すかたちを楽しむ、デザイン性の高いバッグブランド。

サマンサタバサプチチョイスプラス ファッション雑貨 渋谷初 サマンサタバサプチチョイスとバイオレットハンガーの融合ショップ。

ビジンネス バイ サザビー ファッション雑貨 ShinQs発 働く女性を美しく魅せる、シンプル＆モダンな「美人バッグ」を追及するSAZABYのニューコンセプトショップ。

インナーパーツ

ワコール新ショップ（仮称） インティメント ShinQs発 自分らしいライフスタイルを実現するための「モノ」「コト」と出会える新インティメントショップ。

サービス

ラフィネ マッサージ 上質なボディケア、リフレクソロジー、ヘッドスパなど幅広いサービスを提供。
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■ShinQs Fashion（4F)
ブランド名 業種 店舗内容

アーバンカジュアル

ビームス ライツ ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝ 渋谷初 セレクトショップ、ビームスの新業態。  “ビームス ライツ”のアイテムで構成されたショップ。

アーバンリサーチ レディースファッション ShinQs発 都会で働く女性に向けたアーバンリサーチ、ロッソ初のレディースオンリー複合ショップ。

スピック＆スパン レディースファッション 「大人の女性の日常着」をコンセプトに、ベーシックで着心地のよいファッションを提案。

ギャザーズ イン ザ パーク レディースファッション ShinQs発 モルダヴィータをメインとし、ブランドショップとセレクトの良さをあわせもつ。

カリテ スケープ レディースファッション 渋谷初 洗練された大人の女性のための、上質なカジュアルスタイリングの提案。

ソフィット レディースファッション 渋谷初 大人の女性に向けてモードでカジュアルなスタイルを提案。

グランジュテ アクセサリー ShinQs発 ジュエリーライクなアクセサリー、お求めやすい価格帯で提供する新業態。

ムーラ ナティエ ファッション雑貨 ShinQs発 自然をモチーフとしたデザインによるアクセサリーを展開する新業態。

ブルー ブルーエ マルシェ ド ブルーエ プリュス ファッション雑貨 関東初 欧州買い付け商品を中心とした、ブルーブルーエの新ショップ。

アヴィレックス ベル レディースファッション ShinQs発 アヴィレックス初のレディース特化の新業態。

ステューシーウィメン レディースファッション ShinQs発 ステューシー初のレディース特化の新業態。

マンハッタン ポーテージ ユニセックスバッグ・雑貨 ワンショルダー、ベロクロ、バックパック、DJバッグなど、ニューヨーク発のバッグブランド。

エテ アクセサリー 渋谷初 "Always,my favorite one"をコンセプトに、シンプルな中に個性の光るジュエリーを展開。

アネ モネ ファッション雑貨 渋谷初 ファッションのポイントとなるアクセサリー、バッグ、小物など展開。

リラクシングカジュアル

マーガレット・ハウエル レディースファッション・雑貨 素材やディティールにこだわったシンプルでモダンな洗練されたファッションを提案。

45R ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝ 自然素材、ナチュラルテイストにこだわった、永遠のスタンダードファッションの提案。

クラスカ ギャラリー＆ショップ  “ドー” 生活雑貨・ファッション 今の日本の暮らしに合う新しいかたちを集めたライフスタイルショップ。雑貨・ファッションなど幅広く展開。

イデアセブンスセンス インテリア雑貨 渋谷初 デザインを理解する「第七感」が磨かれる、インテリア・雑貨のオリジナルギフトショップ。

トラベルショップゲート トラベル雑貨 渋谷初 旅のスペシャリストが厳選、「旅」を切り口に編集したトラベルグッズのセレクトショップ。

トゥデイズ スペシャル 雑貨 ShinQs発 今日が特別になるような発見、旬を贈る楽しさに出会える生活道具・雑貨ショップ。

アクティブカジュアル

サタディ・イン・ザ・パーク スポーツウェア 渋谷初 自然に囲まれ穏やかに生きる人々がココロとカラダを楽しく整えるためのスポーティーライフスタイルセレクトショップ。

SORA ｱｳﾄﾄﾞｱﾌｧｯｼｮﾝ・雑貨 渋谷初 スポーツ、ファッション、カジュアルを軸に独自のライフスタイルを提案。

A&Fカントリー ｱｳﾄﾄﾞｱﾌｧｯｼｮﾝ・雑貨 渋谷初 世界の優れたアウトドア商品を、カジュアル、ファッションを切り口に展開。

アークテリクス ナトゥール レディースアスレチックウェア ShinQs発 ブランド世界初となる高機能アスレチックウェア＆グッズのレディースショップ。

サービス

グランマジック ファッションリフォーム 洋服のお直し専門店。リフォームからリメイクまで。

トラベルサロン 旅行業・旅行代理店 大人の女性のキャリアライフを考え、お客さまだけの旅をコンサルティング。

チケットぴあ＆タウンサイト ﾁｹｯﾄｻｰﾋﾞｽ＆渋谷情報ｻｲﾄ ShinQs発 渋谷の来街者に向けた、「ぴあ」によるチケットサービス＆渋谷情報のミニサイト併設。

カフェ

ハーブス フレッシュケーキ＆カフェ 渋谷初 フレッシュネスとハンドメイドを追求した、フレッシュケーキ＆カフェ。

■ShinQs Lifestyle（5F)
ブランド名 業種 店舗内容

ルームセレクト・バラエティ

ザ・コンランショップ　キッチン キッチンアイテム・フード 世界初 ザ・コンランショップが「キッチン」にフォーカスした世界初のシングルコンセプトショップ。

エブリデイバイコレックス インテリア雑貨 渋谷初 毎日を楽しくさせてくれる、あたたかみのある北欧デザインを中心にインテリア雑貨を集積。

Ｕ.Ｑ 生活雑貨・ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ ShinQs発 遊び心と今を感じさせるステーショナリー・雑貨を国内外よりセレクト。

イデーショップ ヴァリエテ インテリア・服飾雑貨 渋谷初 インテリア小物・雑貨、服飾雑貨を集積したイデーのコンパクトパッケージ。

マイ・テーブル・スタイル

オクタホテル 輸入雑貨 関東初 パリジェンヌの部屋をイメージした雑貨をセレクト。福岡発ショップ。

ビオクラ スタイル 食雑貨 ShinQs発 食べて美しくなる「食良品」を世界からセレクト。元タカラジェンヌが美・食のアドバイス販売。

バースデー・バー 生活雑貨 ShinQs発 贈物を選ぶならまずこのお店。都会的でユニセックスな、ギフトのためのセレクトショップ。

マディ ファブリカ キッチン雑貨・ファブリック 渋谷初 《布のある楽しい暮らし》を提案するＭａｄｕによるファブリック集積ショップ。

ホームライフ・マルシェ

キャベジズ ＆ ローゼズ 生活雑貨 渋谷初 ヴィンテージのようなプリントが魅力の花柄ファブリックを使った英国発ライフスタイルブランド。

ベキュア ハニー ナチュラルコスメ 渋谷初 渋谷に生まれた“みつばちの森”には新しい発見がいっぱい！お肌に優しいハチミツコスメショップ。

テネリータ・メゾン オーガニックショップ ShinQs発 毎日使うものをギフトとして贈りたい、心地よいオーガニック素材を使用したバス・ベッドグッズショップ。

anbo 手ぬぐい・和雑貨 ShinQs発 「染の安坊」による、確かな品質・伝統と新しさを融合させた和雑貨の新業態。

さきら　Ｍａｉｓｅnｄｏ 和雑貨・菓子 ShinQs発 京都の老舗・舞扇堂による、扇子、京菓子や和雑貨の新業態。

AYANOKOJI がま口・和雑貨 関東初 京都の工房にて、職人が作りあげる、がま口を中心とした袋物専門ショップ。

アモリコ キッチン雑貨 ShinQs発 ﾃﾞｻﾞｲﾝ性の高いｴﾌﾟﾛﾝ、ｷｯﾁﾝ雑貨を世界からｾﾚｸﾄ。米国個人ｴﾌﾟﾛﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ専用の作品発表ﾌﾞｰｽを新たに設置。

DLP ライフスタイル雑貨 日本初 ポップで楽しい雑貨・小物を集積した、フランス発ブランド。

MOZI ライフスタイル雑貨 日本初 優れたデザイン性のオーストラリア発・ライフスタイル雑貨ブランド。

カフェ

茶庭 然花抄院 和カフェ 関東初 京都室町発の和カフェ。作りたての『「然」かすてら』をはじめ、京を感じるお菓子とお茶でおもてなし。ギャラリーも併設。

マルシェ

マルシェ①②③


