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冬の一大イベントに渋谷でオトナのデートを演出
特集『渋谷マークシティ流クリスマスおすすめ情報』
〜ワンランク上のディナーから個性的なギフトまで 〜
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、冬の一大イベント
であるクリスマスに向け、特集『渋谷マークシティ流クリスマスおすすめ情報』として、渋谷マークシ
ティならではのディナーやギフトの情報をご紹介いたします。
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「Authentic Christmas」イルミネーションが渋谷の夜を演出します。
11 月 1 日（土）
、渋谷マークシティ クリスマスイルミネーションスタート

ワンランクＵＰのデート・プランに

特集 1 『クリスマス限定情報』
冬の一大イベント、クリスマス。デート・プランのオススメに一足早く選りすぐりの情報をご紹介。
渋谷マークシティには、都内有数のデートスポットである渋谷エリアでクリスマス独特のあの雰囲気
をさらに盛り上げるためのヒントが満載です。
忘れられない思い出に

クリスマス ステイプラン『ドラマチック プラン』
／渋谷エクセルホテル東急
お部屋はコーナーツインをご利用いただき、25Ｆレストランでの朝食（洋食ビュッフェまたは和定食）
とラウンジでのクリスマスカクテルがセットになります。また、チェックアウトも通常の 11 時を 12 時
まで延長していますので、余裕を持って翌朝を迎えられます。
Check!

さらにオプションとして、コーナーツインルームから見える渋谷スクランブル交差点の大画面に 60 秒
の愛のメッセージが放送できます。（ご希望時間に流せる予定）もちろん映像は、その後ビデオテープ
に録画してプレゼント。一生忘れられない、思い出のクリスマスにしてください。
価 格：ドラマチックプラン／14,000 円〜(12 月 1 日〜25 日、1 日 3 組限定、サービス料込み、税別)
メッセージ放映／20,000 円(60 秒／税別)

クリスマスは、やっぱりディナー

『クリスマス ディナーコース』12/20(土)〜12/25(木)
／フレンチレストラン「アビエント」
（渋谷エクセルホテル東急 25F）
総料理長 中島俊一シェフが自信を持ってお届けするクリスマスディナ
ーコース。全 8 品のお料理には贅沢な食材を使い、色鮮やかな盛り付け
でご提供します。
内 容：①アミューズ・ブーシェ②フォアグラテリーヌ、ポルトゼリーとドライ無花果添え③わた
りがにのバスク又はプティマルミットをアビエント風にアレンジしたスープ④前沢牛リブ
ロースのステーキ、トリュフソース又はクリスマスのためのローストターキー、キプレッ
ツソースとクランベリー⑤クリスマスサラダ、パン⑥クリスマス特撰デザート⑦コーヒ
価 格：10,000 円(サービス料別、税別)
神秘的な夜だからこそ

『クリスマス カクテル』12/1(月)〜12/25(木)
／ラウンジ「エスタシオンカフェ」
（渋谷エクセルホテル東急 5F）
好評のイルミネーションカクテルをクリスマスバージョンにアレンジ。
レッドとグリーンにそれぞれ光る 2 種類のカクテルは、街のイルミネーシ
ョンに負けない光で、二人のためだけに輝きます。
価 格：各 850 円(共に税別)
自慢の一品もクリスマス限定に

『クリスマス限定マフィン』12/15(月)〜12/25(木)
／キハチ カフェ（EAST B1）
ラズベリーやカラメル等を生地に混ぜて焼き上げたマフィン。
トッピングにも一工夫して、クリスマスらしいマフィンに仕上げました。
価 格：250 円(税別)

ｴｽﾀｼｵﾝｶﾌｪ

センスをアピールするギフト

特集 2 『クリスマスギフト登場』
クリスマスには、デートの他にギフトも大切。センスの溢れるギフトは、あげる人にとっても、もら
う人にとってもうれしいはずです。クリスマスの渋谷マークシティには、個性あるショップからバリ
エーション豊富なギフトが登場します。

クリスマスにぴったりのテーマをもとに

『クリスマス ギフトシリーズ』11/7(金)〜12/25(木)
／アフタヌーンティー・ティールーム (WEST 1F)
今年のクリスマスイメージはスイス。スイスではポピュラーな食材のチェリーや乳製品
を使ったクリスマスギフトを 5 つのアイテムでご用意しています。
価 格：①黒さくらんぼのジャム 750 円
②チェリーコンポートティー 1,000 円
③クリスマススイートボックス (Ｓ)1,200 円、④同 (Ｌ)1,600 円
⑤クリスマスバスケット 2,000 円 (すべて税別)
実用的でもオシャレのセンスをアピールするギフト

『2004 年度版 オリジナルダイアリー』

ロマンチックたっぷりなギフト

／グランド アフタヌーンティー（WEST 1F）
用途に合わせて選べるように 4 タイプのサイズで、25 アイテム
をご用意いたしました。付録ページには、いざという時に役立
つ便利な情報の他にアフタヌーンティー・ティールームのおす
すめメニューのレシピもご紹介しております。
価 格：1,800〜3,500 円(税別)

『ネスティングドール＆クリスマスモチーフアクセサリー』
／ブルーブルーエ（WEST 2F）
サンタやスノーマンのネスティングドールは、フタを開けると次々に小
さなサイズが飛び出し、全部を並べて飾ると、とてもかわいい置物に。
雪の結晶やひいらぎなど、クリスマスのモチーフが付いたアクセサリー
は、この季節ならではのアイテムです。パール付きは特別な人へのギフ
トやご自分へのクリスマスプレゼントにもおすすめです。
価 格：ネスティングドール 各 1,500 円
アクセサリー 2,800〜7,500 円(共に税別)

ネスティングドール

クリスマスモチーフの
アクセサリー

ひと味違うクリスマスカード

『和風クリスマスカード』／置地廣場（WEST

1F）
千代紙を使った、めずらしい和風のクリスマスカードです。海外のお
友達へのごあいさつにおすすめです。
価 格：380〜480 円(税別)

ショップのお得な情報をお届け

ＥＶＥＮＴ ＆ ＦＡＩＲ 「お得なポイントカード情報」
個性的な商品を取り揃える渋谷マークシティのショップでは、お得なキャンペーン実施やメンバーズ
カードを発行しいています。

チャンスは見逃せない

『メルローズ・メンバーズカード』／メルローズ・ティアラ（EAST B1）
5,000 円お買い上げごとに 1 ポイント進呈し、20 ポイントで 5,000 円分
の割引券としてお使いいただけるメンバーズカードを発行中。フェアや
クリアランスのご案内もお届けしています。

コーヒー好きにはたまらない

『コーヒービーンズカード』／エクセルシオール

カフェ（WEST 4F）
コーヒー豆 100ｇお買い上げごとに 1 スタンプが押され、20 個たまる
とお好きなコーヒー豆を 1 袋プレゼント。コーヒーを日常的に飲まれ
る方にとってはとてもうれしいサービスです。
また、コーヒー豆のお買い上げ時には、本日のコーヒーまたは、アイ
スコーヒー、エスプレッソコーヒー、の中からいずれか 1 杯をサービ
スいたします。

2 種類のメンバーズカードを使いこなす

『ジェラート・メンバーズカード＆カフェ・メンバーズカード』
／ドナテロウズ（EAST 4F）
ジェラートは、1 個お買い上げごとにスタンプを 1 つ押し、20 個たまると
S カップまたはコーンを 1 つプレゼント。
カフェは、コーヒー1 杯ごとにスタンプが 1 つ押され、10 個でコーヒーを
1 杯プレゼントします。
（カードの有効期限はいずれも 6 ヶ月）

ジェラート・メンバーズカード

カフェ・メンバーズカード

ショップ・スタッフは個性派ぞろい

ＭＡＮ ＆ ＷＯＭＡＮ 〜 今月注目のショップ･スタッフ 〜
今月は、渋谷エクセルホテル東急 25F のフレンチレストラン『アビエント』のスタッフで、お客
様のアンケートにも接客の良さで毎回名前の挙がる甲斐原さんをご紹介。
女ゴコロを優しくクールにつかみます

甲斐原 智明さん／「アビエント」（渋谷エクセルホテル東急）スーパーバイザー
健康的に陽焼けした笑顔からのぞく真っ白な歯。趣味はボディボードという清潔感＆好感度No.1
の甲斐原さん。お客様からの人気も絶大です。
「毎日完璧を目指しているのは、挨拶、返事、身だしなみそして気配り。自分自身がお客様になっ
たつもりでさり気なく、しかし行き届いた接客を心掛けています。お客様のお名前や好みを覚えて
次回いらした時に話しかけることも忘れません。それだけでお客様の気分も違ってくるんですよ
ね。 クリスマスは私の考えたカクテルもご提供しますよ。美しい夜景とともに、ぜひ味わってくだ
さい。また、お誕生日などはスタッフ共々お祝いしますので、思い出に残る記念日をお過ごしいただけると思います。
心地良いカジュアル感があるアビエント。その雰囲気を大切に時にエレガントに、時にカジュアルにくつろぎの時間を
ご提供しています」

クリスマスシーズンを華やかに彩る

「Authentic Christmas」イルミネーションが渋谷の夜を演出します。

渋谷マークシティは「オトナの女性」に、本当に求められている「本物」の
クリスマスを提供します。
今年のテーマカラーは「Authentic Christmas」にふさわしいゴールド。渋谷
マークシティ館内・館外を、約 20 万球（予定）のイルミネーションで彩り、
渋谷で一番明るいイルミネーションスポットを創り出します。
なかでも、神宮通り沿いの EAST1 階ﾌﾟﾗｻﾞ内には、メインシンボルとなる 10ｍの
巨大ツリーが登場します。渋谷のクリスマスシーズンを象徴するスポットになる
こと間違いありません。11 月 1 日（土）のクリスマスキャンペーン初日には、
クリスマスイルミネーションの点灯式イベントを実施する予定です。
※メインツリーイメージ

実施期間：11 月 1 日（土）〜12 月 25 日（木）
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