2015 年 9 月 4 日

秋のファッションイベント「FASHION CONNECT ２０１５～GLITTER WORLD～」 9 月 30 日開催
～著名アーティストの登場するライブパフォーマンスやトークショー、大抽選会など～
六本木ヒルズは、昨年約 1,500 名が来場し盛り上がりを見せたファッションイベント「FASHION CONNECT」を、実施エリア
を大幅に拡大して 9 月 30 日（水）に開催いたします。今年は、「GLITTER WORLD」をテーマに、ライブパフォーマンス、トーク
ショー、約 70 店舗が参加するショップイベントなどを展開します。エレクトロニック・ミュージック・デュオの Young Juvenile
Youth(YJY)、モードイラストレーターのエドツワキ、モデルの秋元梢、アートディレクターの千原徹也などの著名人が登場し、一
般の方と交流しながら会場を盛り上げます。
また、9 月 4 日（金）～9 月 30 日（水）の期間、六本木ヒルズ内のショップ 32 店舗では、六本木ヒルズ限定・先行販売
商品を含む「GLITTER」をモチーフにしたファッションアイテムを販売します。9 月 12 日（土）からは、ウェストウォーク 2 階 南側
吹抜けに、「GLITTER WORLD」の世界観を表現した商品ディスプレイも登場し、六本木ヒルズが「GLITTER」をテーマに彩ら
れます。
★六本木ヒルズ 秋のファッションイベント
「FASHION CONNECT 2015～GLITTER WORLD～」開催概要
・日 時：
・場 所：
・受 付：
・参加費：
・ドレスコード：
・コンテンツ：

2015 年 9 月 30 日（水）18：00～21：30
大屋根プラザ、ヒルズ カフェ/スペース、ウェストウォーク他
ウェストウォーク 2Ｆ特設受付
無料（どなたでも参加できます）
GLITTER（キラキラ光るファッションアイテム）
ライブパフォーマンス、ライブペイントパフォーマンス、
ダンスパフォーマンス、トークショー、ショップイベント、大抽選会など
・Ｈ Ｐ： http://www.roppongihills.com/sp/fashionconnect_2015/
Young Juvenile Youth(YJY)によるライブパフォーマンス

エドツワキによる
ライブペイントパフォーマンス

限定「GLITTER」メニュー
（e.a.gran）

マネキン・ダンス・デュオ「FEMM」
によるダンスパフォーマンス

ハンドマッサージ
（DESIGNWORKS deuxcotes）

モデルの秋元梢と
アートディレクターの千原徹也のトークショー

シューシャイン
（UNITED ARROWS ROPPONGI
MEN’S STORE）

大抽選会

9 月 30 日「FASHION CONNECT 2015～GLITTER WORLD～」コンテンツ
大抽選会

ライブペイントパフォーマンス

場所：大屋根プラザ
参加ブランド約 40 店舗の素敵なアイテムや豪華賞品が当たる大抽選会。イ
ベント当日、館内で 1 万円（税込）のお買い上げにつき 1 回、はずれ無しの抽
選会を開催します。

場所：ウェストウォーク 2 階
モードイラストレーターのエドツワキによるライブペイント。ガラスの
ショウケースを日仏ハーフの宅録ミュージシャン、マイカ・ルブテと
のセッションで「GLITTER WORLD」に染め上げます。

マイカ・ルブテ

エドツワキ

大抽選会イメージ

ライブパフォーマンス
場所：ウェストウォーク 2 階
iTunes エレクトロニック・チャート 3
週連続 1 位を獲得した、シンガー
の Yuki（ユウキ）と、電子音楽家の
JEMAPUR（ジェマパー）によるエレ
クトロニック・ミュージック・デュオ・
Young Juvenile Youth(YJY)がラ
イブパフォーマンス。

Young Juvenile Youth(YJY)

ダンスパフォーマンス
場所：ウェストウォーク 2 階
気鋭のクリエイター達とのコ
ラボレーションによる Music
Video、特殊なコレオグラフ
でも国内外のインフルエン
サーから注目を集める、何
もかもが異例づくしのマネキ
ン・ダンス・デュオ「FEMM」
によるダンスパフォーマンス。

各店舗内サービス

限定「GLITTER」メニュー

約 70 店舗の FASHION CONNECT 参加店舗では、ドリ
ンクサービスをはじめ、シューシャインやハンドマッサージサービ
スのほか、オリジナルノベルティプレゼントなど、様々なショップ
イベントを実施いたします。

六本木ヒルズ内の 5 店舗で「GLITTER」をテーマにし
た限定メニューを各 500 円（税込）でご用意しておりま
す。星をモチーフにしたスイーツや、キラキラとした見た
目のスパークリングドリンクなど、可愛らしいメニューが
並びます。

FEMM

eggcellent
「アボカドトースト with キラキラスクランブルエッグ」他
各\500（税込）

＜参加店舗＞
・e.a.gran
・eggcellent
・HillValley POPCORN
FACTORY ＆ SHOP
・OBICA MOZZARELLA BAR
UNITED ARROWS ROPPONGI
MEN’S STORE
「シューシャイン」

DESIGNWORKS deuxcotes
「ハンドマッサージ」

・TUSK
HillValley POPCORN FACTORY ＆ SHOP
e.a.gran
「HillValley MIX（限定サイズ）」 他 各\500（税込）
「スパークリングワインとマカロンのセット」
\500（税込）

※SPECIAL PASS をお持ちの方、もしくは当日 1 万円以上（税込）お買い上げの一般の方が先着で参加可能なコンテンツ

トークショー

ヘアアレンジ・ネイルサービス

ドリンクサービス

場所：ヒルズ カフェ／スペース
「GLITTER WORLD」のビジュアルを手掛けた
アートディレクターの千原徹也とモデルの秋元
梢をゲストに迎え、秋のファッショントレンドをテ
ーマにスペシャルトークショーを開催します。

場所：ウェストウォーク 3 階・4 階
スタイリストによるヘアアレンジやネイルサ
ービスの他、ハンドマッサージや肌診断
（男性のみ）が体験できるブースをご用意
しております。

場所：ヒルズ カフェ／スペース
お一人様 1 本ずつ素敵なドリンクをご
提供いたします。

ヘアアレンジ・ネイルサービス

ドリンクサービス

千原徹也

秋元梢

9 月 4 日～9 月 30 日「GLITTER」モチーフのファッションアイテムを販売
★六本木ヒルズ内のショップ 32 店舗で「GLITTER」モチーフの
ファッションアイテムを販売（限定・先行販売商品を含む）
・期

間： 9 月 4 日（金）～9 月 30 日（水）

・Ｈ

Ｐ： http://www.roppongihills.com/sp/glitterworld/

★「GLITTER WORLD」の世界観を表現した商品ディスプレイ
・期 間： 9 月 12 日（土）～9 月 30 日（水）
・場 所： ウェストウォーク 2 階 南側吹抜け
メインビジュアル

9 月 4 日（金）～9 月 30 日（水）の期間、「ESTNATION」や「UNITED ARROWS ROPPONGI WOMEN’S STORE」な
どの人気店 32 店舗では、六本木ヒルズ限定・先行販売商品を含む「GLITTER」アイテムを販売します。また、9 月 12
日（土）からは、ウェストウォーク 2 階 南側吹抜けに、「GLITTER WORLD」の世界観を表現した商品ディスプレイも登場
し、六本木ヒルズ全体が「GLITTER」に染まります。
＜アイテム例＞

ウェストウォーク 3F
Odette e Odile
パンプス \22,680（税込）
※六本木ヒルズ限定販売

ウェストウォーク 2F
ADORE
メタルジャガードスカート
\50,760（税込）

ウェストウォーク 3F
DESIGNWORKS deuxcotes
リバーシブルスカート
\34,560（税込）
※六本木ヒルズ限定販売

ヒルサイド 1F・2F
ESTNATION
SARA BATTAGLIA フリンジ付き
クラッチバック
\143,640（税込）

ウェストウォーク 4F
HANWAY
スパンコールパラソル
\37,800（税込）
※六本木ヒルズ限定販売

ウェストウォーク 2F
UNITED ARROWS ROPPONGI WOMEN'S STORE
(上) トップス \24,840（税込）
（下） ボトムス \20,520（税込）
※六本木ヒルズ限定販売

