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年明けから、やっぱりお買い物が好き！

特集「一年で一番最初のお買い物、初売り＆福袋」
〜 バレンタインにとっておきのイベント情報もチェック 〜

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、初売りとして一年で一
番最初のお買い物に各店舗揃ってお得な商品をご用意しております。今号では、特にこの初売りに向け
て、福袋の情報を一挙公開しております。
また、恋のイベントとしてワクワクするようなバレンタインを演出すべく、こだわりのショコラティエ
が揃う、催事の情報も合わせてご紹介いたします。
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特集1：一年で一番最初のお買い物
渋谷マークシティは、年明けからお得なお買い物情報が沢山。特に初売りでは各店舗ともボリュームたっぷ
りの福袋をご用意しております。今号では、各店舗の福袋の中身を一挙公開いたします。
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豪華商品が詰まってます

初売り＆福袋

2004年1月2日、AM10：00〜初売り＆福袋がスタートします。中でも今年の福袋は、各店舗とも内容が充実。
魅力的なファッショングッズなどが盛り沢山です。
渋谷マークシティから始まる今年最初の運だめし。各店お得な福袋を用意してご来店お待ちしております。
ショップ
ＭＫクランプリュス
ロペピクニック
アルカリ
パルカエ
ナインウエスト

価格
¥3,000
¥5,000
¥10,000
¥10,000
¥5,000 ＊
¥3,000 ＊

アンタイトル

¥10,000

クード シャンス

¥10,000

ＯＺＯＣ
ソニープラザ

¥10,000＊
¥3,000
¥5,000
¥10,000
¥2,000 ＊
¥3,000 ＊
¥10,000
¥3,000
¥3,000
¥5,000
¥10,000＊
¥5,000 ＊
¥10,000＊
¥5,000
¥3,000 ＊
¥5,000 ＊
¥2,000
¥2,000
¥2,000

グランド アフタヌーンティー
Ｌａｆｏｓｓｅｔｔａ
ロザヴィータ
置地廣場
ミディアム
ラウラピュー
ル・クール ブラン
カカトゥ
ブルー ブルーエ
m.i.x!

数量
100
50
10
15
10
10
10
10
10
50
80
20
5
5
10
8
30
10
5
10
20
20
5
3
80
20
20

内 容
ブラウス・ニット・カットソー・キャミソール・ノースリーブニット・雑貨
ブルゾン・カットソー・ニット・ソックス・アクセサリー
アウター・ニット・カットソー・パンツ
靴など中心
BAG、ベルト
アクセサリー
秋冬物ファッションアイテム5〜10点
36サイズ
38サイズ
秋冬物衣類中心
食品以外の雑貨
食器、インテリア小物、バス周り小物、服飾雑貨等を予定
キャミ&ショーツ・三角ブラ・チューブトップ
ショーツ・サニタリー・インナー・三角ブラセット・ストラップ
体脂肪の気になる方へ、おすすめサプリのセット
シャンプー・リンス・ボディケア類
食器などをテーマごとに5種
類
食器
衣類を中心
カバン、マフラー、帽子
アウター･トップス・ボトム・小物等
衣類から小物まで5点程度
ステーショナリー、マフラーバッグなど
ファッションアイテム他
ディスニー・クラシックス
機関車トーマス
キャラクター混合

※上記内容は、12月15日現在で予定されているものであり、実際の中身については変更となる場合があります。
※価格に＊がついているものは、消費税が含まれておりません。
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最大50％OFFの大チャンス

マークウインターセール

2004年1月2日（金）〜8日（木）の期間で開催(7日間）。
今、最も注目の高いショップが、今冬での主力商品を早くも10〜50％OFFでご提供します。
全30店舗が参加するこのセールをお見逃しなく！
マークウィンターセール参加テナント一覧
ＭＫクランプリュス／メルローズ・ティアラ／ホコモモラ デ シビラ／ロペピクニック／アルカリ／パルカエ／
ナインウエスト／イー・ヴィ バイ エ・ヴー／ディグレース／アンタイトル／クードシャンス／リステア／
アクアガール／ＩＮＤＩＶＩ／ソニープラザ／グランド アフタヌーンティー／Lafossetta／
タイムレスコンフォート／ロザヴィータ／置地廣場／fara／ミディアム／ラウラピュー／ル・クール ブラン／
カカトゥ／ブルーブルーエ／ｍ.ｉ.ｘ！／ＲＥＧＡＬ ＳＨＯＥＳ
他
合計30店舗
※クードシャンス、アンタイトル、ＩＮＤＩＶＩは1月3日からのスタートとなります。
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特集２：バレンタイン情報
参加店舗が決定！ 話題になること間違い無しのチョコの祭典をご紹介いたします。

3

有名店が集まる、チョコ売り場登場

マークバレンタインアベニュー2004開催！

EAST4F

2004年1月30日(金)〜2月14日(土)まで。渋谷マークシティEAST3
階〜4階のアベニュー特設会場に、あの高級ショコラティエが集
結。期間限定で有名なショコラティエが一堂に会します。渋谷地
区で最もホットなチョコ売場が出現するマークバレンタインアベ
ニューをチェック！(参加店舗：約10店舗)。

特設会場
EAST3F

<<参加店舗紹介>>
店舗名
GODIVA（ｺ ﾞﾃﾞｨﾊﾞ）
ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ・ﾃｨｰﾙｰﾑ

生産国
ベルギー

紹介
ベルギー王室御用達。言わずと知れたチョコの最高峰。

日本

今年のテーマはアンティークジュエリー。

ノイハウス

ベルギー

1857年創業の老舗、ベルギー王室御用達。

DALLOYAU(ﾀﾞﾛﾜｲﾖ)

フランス

1802年創業、フランスの国家的食文化遺産の一部として評価されています。

レ・グラン

フランス

フランス最高職人賞（M.O.F）を受賞したパティシエ8人によるブランド。

ガレー

ベルギー

ベルギー王室御用達。パティシエは新鋭ジャン・ガレー氏。

デメル

オーストリア

オッジ

日本

インペリアルトルテ
ソニープラザ

オーストリア
日本

古都ウィーンの象徴といわれている200年の歴史を持つ王室御用達店。
1978年東京に誕生。チョコレートケーキは有名。
ウィーンの一流ホテル、ホテルインペリアル作られるチョコは絶品！
マキシムドパリ、B.Bショコラプルミエなどを輸入販売。

カリスマパティシエ イヴ・チュリエス氏
の「レ･グラン」も登場！

※上記情報の詳細については、直接㈱渋谷マークシティまでお問い合わせください。
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MAN&WOMAN
今月は、サロン『ｆａｒａ』から、女性の美と癒しをサポートするお二人のスタッフをご紹介。女性の方が
自分でできるヒーリングとネイルケアのコツを語っていただきました。
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『誰に担当してもらっても安心だわ』とお客様から言われることが私たちの誇りです

fara ﾋﾞｭｰﾃｨｰｾﾗﾋﾟｽﾄ 佐藤 麻美さん
ネイリスト
原田 好子さん（WEST１F）

少し前までは、ちょっと敷居が高かったエステサロンやネ
イルサロンですが、ちょっとした時間を使って気軽にオイ
ルマッサージやネイルを楽しむことが、女性のライフスタ
イルに定着した感があります。今回は、渋谷マークシティ
でも人気の『fara』スタッフ佐藤さんと原田さんに、その
秘密を聞いてみました。
− こうしたサロンを気軽に利用する女性が増えたのはな
ぜでしょう。
「やはり、気軽に自分の空いた時間で利用できる点が大き
いと思います。近頃の女性は、疲れている人が多いのでは
佐藤麻美さん 「クレオパトラが使って
ないでしょうか。渋谷マークシティはオフィス棟がありま
いたハーブはしわやたるみの老化肌に効
すが、そちらで働いている方にもたくさんご利用いただい
きます！」
ていています」（佐藤さん）
− ネイルサロンというと個性の強いアートを思い浮かべます。
「もちろんストーンやペイントのアートもありますが、お客様に申し上げているのは、まず健や
かな爪をつくることが一番大切ということです。特にオフィスは乾燥しています。肌に気を配っ
ているように、爪にも保湿をしてあげないと、二枚爪などの原因になってしまうんです。
ハンドクリームでは無理なので、キューティクルオイ
ルで１日に数回指先にマッサージしてあげるといいで
すね。実際、当店のお客様も、ファッションというよ
り身だしなみのひとつとして、定期的に通ってこられ
る方が多いですね」（原田さん）
− 冬の季節、自分でできる体のケアについて教えて
ください。
「当店では、オリジナルのオイルマッサージを提供し
ていているのですが、その効果を一層高めるアロマオ
イルがあります。ハーブにはさまざまな働きがあるの
で、ご自宅でも使ってみたらいかがでしょう。例えば、
原田好子さん 「人気の高いマニキュア『OPI』
ローズマリーやラベンダーには冷えを予防する働きが
カラーバリエーションが豊富です」
ありますからお風呂に数滴たらして入ると夜、ゆっく
り眠ることができると思います。また胃腸が疲れたと
感じたら、ベースのオイルにかんきつ類のアロマエッセンスを調合して、直接おなかにつけて
マッサージするといいんですよ」（佐藤さん）

レター掲載内容に関するお問合せ先
株式会社 渋谷マークシティ／担当：福嶋・平田
〒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 / FAX：03‑
3780‑6504
E‑mail：hirata@s‑
markcity.co.jp URL：http://www.s‑
markcity.co.jp/

