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英国ファッション・ライフスタイルブランドが一堂に集結する、
日本初のShopping is GREAT Britain英国ショッピングウィーク。

ブリティッシュ・ブランドならではの「手の届く洗練」を
丸の内、銀座、青山、原宿、渋谷、六本木などの
都内主要ショッピングエリアと伊勢丹新宿店メンズ館で
お楽しみください。

今秋日本初上陸、
英国ショッピングウィーク

2014.10.27     11.4 （月）（火）

開催期間

001 マルキューブ

英国をいいとこ取りする。
丸の内エリアの顔でもあるマルキューブが、英国一色に染まる。英国ファッションやライ
フスタイルにまつわる連日のトークショーと、楽しいロンドン土産のポップアップストア
が出現。 マルキューブ（丸ビル1階） 6-G

期間：10月27日〜 31日　URL：www.gov.uk/world/japan.ja

003 グリューセン

キッチンもツールにこだわる。
英国のキッチンツールをリードする、ジョ
ゼフジョゼフをはじめ、デザイン性、機能
性に優れた製品を、世界中から集めた日本
総代理店の直営店。  
 グリューセン 東京ミッドタウン店 3-E

URL：www.josephjoseph.jp

006 マッキントッシュ フィロソフィー

もうひとつのマッキントッシュを楽しむ。
英国を代表する老舗ブランド、マッキントッシュ。そのセカンドラインとして誕生したマッ
キントッシュ フィロソフィーは、マッキントッシュのモノづくりの精神とクラシックで時
代性のある精神を受け継いだトータルコレクションだ。  
 MACKINTOSH PHILOSOPHY 新丸ビル店 6-G
 MACKINTOSH PHILOSOPHY Lounge 3-E

URL：www.mackintosh-philosophy.com

010 KENT & CURWEN

伝統に革新をプラスする。
高水準なモダンイングランド・ライフスタ
イルブランド。流行に左右されず、自分の
価値観を持っている人に向け、現在の英国
を「MODERN ENGLAND」として追求し、
常に新鮮なコレクションを提案し続ける。 
 KENT & CURWEN 阪急メンズ東京店 7-G
 KENT & CURWEN 恵比寿三越店 4-D

URL：www.renown.com/brand/kent-and-
curwen

004 FRED PERRY

ポロシャツの定番をおさえる。
1952年創設のファッションブランド。
ポール・ウェラーをはじめサブカルチャー
のアイコンたちに愛されたポロシャツはあ
まりに有名。今季はトラディショナルな
ニットアイテムも高く評価されている。  
 FRED PERRY SHOP 原宿 3-C
 FRED PERRY 新丸ビル 6-G

URL：www.fredperry.jp

005 Cath Kidston

ポップなプリントに 
元気をもらう。
伝統的な英国カントリースタイルにモダン
でポップなアイデアを加えたデザインが人
気のライフスタイルブランド。ファッション
からインテリアまで様々なシーンにぴった
りな商品は多くの女性から愛されている。  
 Cath Kidston 丸の内店 7-G
 Cath Kidston 渋谷ヒカリエ店 3-C

URL：www.cathkidston.jp 009 ビームス ハウス

大人のビームスを訪ねる。
ファッションとライフスタイルを積極的に
楽しむ大人のためのショップ。メンズから
ウィメンズ、雑貨までハイクオリティなア
イテムを取り揃える。10月22日（水）〜
11月4日（火）までマッキントッシュのフェ
アを開催。 ビームス ハウス 丸の内 6-G

URL：www.beams.co.jp

043 Make It & Co

美肌はオイルで手に入れる。
Make It & Coは、美しい水と緑があふれ、パ
ワースポットとしても有名な英国・グラスト
ンベリーで誕生した、自然由来の成分にこだ
わったアロマのスキンケアブランド。
 Make It & Co銀座本店 8-F
 Make It & Co伊勢丹新宿店 2-B

URL：www.mic-asia.com

007 デイルズフォード・オーガニック

オーガニック三昧する。
英国を代表するオーガニックカフェ＆ショッ
プ。オーガニックにこだわり、自然にはぐく
まれた野菜の美味しさを伝えるサラダが人気
メニュー。ベーカリー、スイーツ、グロッサ
リーコーナーも充実。
 デイルズフォード・オーガニック青山店 3-D

URL：www.daylesford.jp

016 CABBAGES & ROSES

懐かしくも新しいを見つける。
2000年にスタイリストのクリスティー
ナ・ストラットが立ち上げたライフスタ
イルブランド。オリジナルの花柄ファブ
リックや雑貨、洋服が並ぶ。今シーズン
のキーワードは「comfortable」、「worn」、

「washed」。 CABBAGES & ROSES
 渋谷ヒカリエ ShinQs店 3-C

URL：www.cabbagesandroses.jp

025 HUB

パイントでロンドナーっぽく飲む。
HUB【hΛb】 年齢も職業も性別も違う人々
が自由に集まり、それぞれの楽しみ方で素
の自分に戻れる場所。それが、英国風PUB 
HUB（ハブ）だ。 HUB渋谷店 3-C
 HUB新宿区役所通り店 2-B

URL：www.pub-hub.com

037 ヴァルカナイズ・ロンドン

ロンドンを 
一気に巡る。
ロンドンのショッピングアーケードをイ
メージし、スマイソンやハケット ロンド
ン、フォックス・アンブレラ、ターンブル
＆アッサーなど約40ものイギリスブラン
ドが軒を連ね、「モダンブリティッシュ・
ラグジュアリー」をワンストップで体感で
きる英国流アーケード・ショップ。英国の
モダニズムと伝統的な価値観を伝える「東
京のリアルロンドンショップ」だ。
 ヴァルカナイズ・ロンドン 青山店 3-D
 ヴァルカナイズ・ロンドン 丸の内店 7-F

URL：www.vulcanize-lon.com

026 ハーブファーマシー

植物で美を磨く。
英国自社農園ハーブを使用した本格ハーバ
ルレメディスキンケア、ハーブファーマ
シー。植物からの最高のフィトケミカルを
抽出、ブレンドした製品は全品ソイルアソ
シエーション（英国土壌協会）認定。
 伊勢丹新宿店本館地下2階=ビューティアポセカリー 
 /ハーブファーマシー 2-B
 オペーク 丸の内/ハーブファーマシー 6-F

URL：www.herbfarmacy.jp

014 TOPSHOP

気軽に最先端を試す。
英国を代表するブランドのひとつ。世界展
開の中でセレブから一般の学生まで幅広い
層に支持されるファッション・オーソリ
ティとしての役割を築いてきた。現在、日
本でもその在り方が認知されつつある。
 TOPSHOPミラザ新宿店 2-B
 TOPSHOPラフォーレ原宿店 3-C

URL：www.japan.topshop.com

022 ジョー マローン ロンドン

香りのある 
生活を極める。
英国を代表するライフスタイルフレグランス
ブランド、ジョー マローン ロンドンがスペ
シャルイベント『ハント ザ ユニオン ジャッ
ク』を開催。 ジョー マローン ロンドン 丸の内 7-G

期間：10月27日〜 11月3日、14時30分〜 16
時00分、16時30分〜 18時00分、18時30分
〜 20時00分（各回4名、予約制）
URL：http://www.jomalone.jp/whats-new

023 トラディショナルウェザーウェア

30種類以上から 
自分らしい傘を選ぶ。
トラディショナルウェザーウェアは、英国
マッキントッシュのファミリーブランド。ゴ
ム引きコートからスタートしたブランドは、
今の英国を感じさせるコレクションで人気
を博している。初の旗艦店の青山店でブラン
ドのすべてが体感できる。折り畳み傘も大人
気だ。  トラディショナルウェザーウェア青山店 3-D

URL：www.tww-uk.com

035 RADLEY LONDON

スコティッシュテリアに注目する。
ラドリーロンドンは、ブリティッシュテイス
ト溢れるエレガントなデザインと女性の視
点に立った機能性、ハンドクラフトによる高
いクオリティながら手頃な価格設定で、幅広
い年代の女性から支持を集める英国の人気
バッグブランド。スコティッシュテリアがア
イコン。 RADLEY西武池袋本店 1-A
 RADLEY小田急新宿店 2-B

URL：www.radleyjapan.com

046 アレキサンダー・マックイーン

奇才のDNAを感じる。
世界中のファッショニスタに愛されるアレ
キサンダー・マックイーン。クリエイティ
ブ・ディレクター サラ・バートン監修に
よる大理石を敷き詰めた優雅な店内には、
マックイーンらしいダークなファンタジー
が散りばめられている。  
 アレキサンダー・マックイーン 青山店 3-D
 アレキサンダー・マックイーン 六本木ヒルズ店 3-D

URL：www.alexandermcqueen.com

039 MINI Japan

MINIのルーツを辿る。
BMW GROUP STUDIOでは、英国生まれ
のTHE NEW MINI 3 DOOR と10月にデ
ビューしたTHE NEW MINI 5 DOOR を間
近で見ることができる。
 BMW GROUP STUDIO 7-G

URL：www.mini.jp

012 Malins

現地の味を堪能する。
「First & Best」と称される、1913年に創
立された英国フィッシュアンドチップス協
会の認定を受けた、アジア初の店。
 Malins 3-E

URL：www.malins.jp

044 ペンハリガン

紳士の身だしなみを始める。
1870年創業、理髪店をルーツに持つフレ
グランスハウス、ペンハリガン。香水はも
ちろん、ホームフレグランスやメンズグ
ルーミングアイテムも取り揃える。毎年ク
リスマスシーズンはファンも多いホリデー
コレクションが人気。
 伊勢丹新宿店メンズ館1階 
 コスメティック/ペンハリガン 2-B
 ヴァルカナイズ・ロンドン 青山店 3-D

URL：www.penhaligons.jp

036 The DUFFER of St.GEORGE

ブリティッシュユーモアを垣間みる。
1984年、英国・ロンドンで設立。トラッ
ド＆遊び心を反映させた世界観で人気を集
める、ストリートカジュアルウェアの
ザ・ダファー・オブ・セントジョージ。
今年でブランド創立30周年を誇る。
 ザ・ダファー・オブ・セントジョージ渋谷店 3-C
 ザ・ダファー・オブ・セントジョージ新丸ビル店 6-G

URL：www.joix-corp.com/the_duffer_of_st_
george

048 エッティンガー

財布はロイヤルワラントに限る。
チャールズ皇太子もお気に入りのレザーブ
ランド、エッティンガー。英国伝統のブラ
イドルレザーをメインに、創業した30年代
から、コンビネーションカラーを採用。そ
の斬新さは、当時も今も紳士の心を揺さぶ
り続けている。 エッティンガー銀座店 8-F

URL：www.ettinger.jp

040  DAKS

DAKSの進化を体感する。
今年120周年を迎える英国トラディショナ
ルブランド、DAKS。伝統と信頼のあるブ
ランドとして英国王室御用達に指名され、
ロンドンから発信するコレクションは、数
多くの人に愛されている。
 帝国ホテルプラザ東京店1階 DAKS SHOP 8-F
 伊勢丹新宿店メンズ館７階 DAKS-GOLF 2-B
 日本橋三越本店DAKS紳士服・婦人服ショップ 5-H

URL：www.daks-japan.com

031 ニールズヤード レメディーズ

美容と健康を追求する。
1981年ロンドン、コヴェントガーデンに、
健康と美しさをトータルにサポートするア
ポセカリーとしてスタート。創業以来、植
物原料にこだわった製品を自分たちの手で
ひとつひとつ大切に作り続けている。期間
中、本マップを持参した先着100名に人気
のフランキンセンス スキンケアトライアル
サシェをプレゼント。（下記3店舗限定）
 ニールズヤード レメディーズ 表参道店 3-D
 ニールズヤード レメディーズ 銀座店 8-G
 ニールズヤード レメディーズ 新宿店 2-B

期間：11月1日〜 3日、アロマの日を記念した特典も。
（一部店舗 除外あり）
URL：www.nealsyard.co.jp

049 Jake Dyson

照明はジェイク・ダイソンにする。
英国ロンドンを拠点に活動するJake Dyson
が、CSYS LED Lightシリーズを展開。高度
な技術と優れたデザインを兼ね備えたプロ
ダクトが、照明の世界に新風を吹き込む。
 アクタス青山店 3-D
 リビング・モティーフ 3-E
 JOHN SMEDLEY 銀座店 8-G

URL：www.jakedyson-japan.com

008 三菱地所のレジデンス ラウンジ

幸せな住まいを考える。
三菱地所のレジデンス ラウンジは、住ま
いに関する様々な情報＆サービスをワンス
トップで提供する住まいの総合窓口。有楽
町駅から徒歩1分、気軽に立ち寄ってみて
ほしい。 三菱地所のレジデンス ラウンジ 7-F

URL：www.lounge.mec.co.jp

034 H.P.FRANCE BIJOUX

モード感はビジューで高める。
繊細なチェーンと天然石が魅力のSweet 
Peaを中心に、Alex MonroeやLara Boh
incなど、ファッション感度の高いジュエ
リーが揃うショップ。カスタマイズで自分
自身の好きなチャームをロケットに入れて
オーダーできる注目の新ブランド、LOQU
ET LONDONも要チェック。
 H.P.FRANCE BIJOUX表参道店 3-C
 H.P.FRANCE BIJOUX丸の内店 6-G

URL：www.hpfrance.com/bijoux

038 リンクス オブ ロンドン

物語をチャームで描く。
1990年に設立されたリンクス オブ ロン
ドンは、イギリスのウィットやスピリット、
ハートをとらえたアイコニックなインター
ナショナルジュエリーブランド。つねに創
意に富んだデザイン、妥協のないクラフト
マンシップでひとつひとつのアイテムがま
さに時を超えたコンテンポラリークラシッ
ク。ほかのどこを探してもないようなスペ
シャルが、きっとリンクス オブ ロンドン
にはあるはず。  
  リンクス オブ ロンドン青山店 3-D
 リンクス オブ ロンドン伊勢丹新宿店本館 2-B
 リンクス オブ ロンドン伊勢丹新宿店メンズ館 2-B

URL：www.linksoflondon.jp

024 ジミー チュウ

レッドカーペットの常連を 
履きこなす。
1996年創設。ラグジュアリー、ファッショ
ン、アクセサリーのフルラインが揃うブラ
ンドの旗艦店として、ウィメンズシューズ
やハンドバッグ、革小物、サングラス、香
水、およびメンズシューズと革小物などを
扱っている。 ジミー チュウ 銀座店 8-G
 ジミー チュウ 表参道ヒルズ店 3-C
 ジミー チュウ 表参道ヒルズ店 メンズ 3-C

URL：www.jimmychoo.com

017 アニヤ・ハインドマーチ

ファッショニスタ愛用を手に入れる。 
ロンドンを拠点にオリジナリティあふれる
作品を発表し続け、いまでは「英国を代表
する」という形容詞を冠されるバッグ・デ
ザイナー。英国特有のユーモアを感じさせ
るラグジュアリーなコレクションである。
 アニヤ・ハインドマーチ 青山 3-D
 アニヤ・ハインドマーチ 銀座 8-G

URL：www.anyahindmarch.jp

045 ザ・ボディショップ 

ボディケアはフルーツ別に選ぶ。
1990年10月に日本第1号店としてオープン。
来年の25周年を前に、世界最新のショップ
フィットに生まれ変わったザ・ボディショッ
プ表参道店でひと時の癒しを体験してほし
い。また新宿店は、日本で唯一、ザ・ボディ
ショップの製品でリフレクソロジーが堪能で
きるサロンを併設したフラッグシップショッ
プ。楽しくお買い物した後は、ぜひリフレク
ソロジーも楽しんでみてはいかがだろう。
 ザ・ボディショップ 表参道店 3-C
 ザ・ボディショップ 新宿店 2-B

URL：www.thebodyshop.com

041 JOHN SMEDLEY

ファインゲージで 
ずっと着続ける。
時代に左右されない上質なニットウェアー
は、230年以上に渡り、たくさんの人々
に愛され続けている名品。そのほかにも
PANTHERELLA（ソックス）、DENTS（レ
ザーグローブ）も一部取り扱いがある。
 JOHN SMEDLEY 銀座店 8-G

URL：www.johnsmedley.jp

032 ワインショップ ･ エノテカ

ワインで英国を旅する。
ワインショップ･エノテカでは英国王室にも
愛される上質なイギリス産スパークリング
ワイン、ナイティンバーをはじめ、多数の
ワインを用意。カフェ＆バーでは各種グラ
スワインも楽しむことができる。
 ワインショップ・エノテカ 銀座店
 カフェ＆バー エノテカ・ミレ 8-G
 ワインショップ・エノテカ プランタン銀座店 7-G

URL：www.enoteca.co.jp

015 ザ・コンランショップ

アイデアの宝庫を訪れる。
世界中から厳選された家具やインテリアア
イテムに加え、ショップ創設者のテレンス・
コンラン自身がデザインにこだわり手掛け
たオリジナルアイテムもラインナップ。よ
り充実したホームファニシングの世界を創
造している。また、渋谷のザ・コンラン
ショップ キッチンは唯一のシングルコン
セプトショップ。ダイニング・キッチン空
間をより充実させる多彩なツールやアイテ
ムが揃う。
 ザ・コンランショップ 新宿本店 2-B
 ザ・コンランショップ 丸の内店 6-G
 ザ・コンランショップ キッチン 3-C

URL：www.conran.co.jp

021 BRITISH MADE

グレンロイヤルは 
パーソナルオーダーする。
英国クラフトマンシップから生まれた
ブランドストーリーを、日本や世界の
カスタマーに語り伝えていくショップ。
GLENROYALやLAVENHAM、Church's
などの英国ブランドを取扱う。
 BRITISH MADE 青山店 3-D
 BRITISH MADE 丸の内店 6-G

URL：www.british-made.jp

020 MARGARET HOWELL

原点回帰する。
英国・ロンドン発のデザイナーズブランド、
マーガレット・ハウエル。英国の伝統的な素
材を用いたタイムレスでモダンなウィメンズ
＆メンズウェアのコレクション以外に、ホー
ムプロダクトの展開や建築に関する展覧会
の開催など、マーガレット・ハウエル本人の
審美眼による多岐に渡るデザイン活動は世
界で高い評価を受けている。 
MARGARET HOWELL丸の内店（新丸ビル内） 6-G

URL：www.margarethowell.jp

Fashon is GREAT のタイトルのもと、新進デザイナーブランドから老舗ブランドまで､ メ
ンズ館各階の英国ブランドをクローズアップ｡  伊勢丹新宿店メンズ館各階 2-B

期間：10月29日〜 11月11日　URL：www.imn.jp 

右：ナイジェルケーボン左：ハケットロンドン

050 英国ウィーク

新進も老舗も伊勢丹で探す。

URL：www.renown.com/brand/aquascutum

013 Aquascutum

本物のトレンチコートに出会う。
ラテン語の「aqua-水」と「scutum-盾」を
組み合わせた造語「Aquascutum」を冠し、
モダン・ブリティッシュブランドとして、
長きにわたって本物を追求し続けてきた伝
統のブランド。 
 伊勢丹 新宿店 Aquascutum 2-B
 日本橋 三越本店 Aquascutum 5-H

英国ショッピングウィーク参加ブランド・店舗など、最新情報はSNSで。
フォロワー限定お得情報も配信しています。

www.facebook.com/eikokushopping

@eikokushopping
英国ショッピングウィーク検 索

042 モルトンブラウン

エキゾチックな 
アロマの虜になる。
モルトンブラウンは、英国王室御用達のラ
イフスタイルブランド。エキゾチックな植
物を使用したボディケアなど、幅広いライ
ンナップを取り揃え、高級ホテルのアメニ
ティとしても多く採用されている。

モルトンブラウン新丸ビル店 6-G
モルトンブラウン エストネーション六本木ヒルズ店 3-D

モルトンブラウン伊勢丹新宿店メンズ館 2-B

URL：www.moltonbrown.co.jp

027 ローラ アシュレイ

上質な暮らしのヒントにする。
日本最大級の面積を誇る日本における旗艦
店。ホームファニシング、ウィメンズウェア
の充実した商品展開と、常に英国が発信する
最新のローラ アシュレイ スタイルが堪能で
きる。 ローラ アシュレイ表参道店 3-C

URL：www.laura-ashley.co.jp

028 Dr.Martens

ピカピカのブーツで街を歩く。
ドクターマーチン青山店では期間中、スタッ
フによる靴磨きのサービスを実施。また1日
限定のシューズ手入れ講習会を開催する。参
加は先着10名で、特製シューケアキットも
プレゼント。キャンペーン中に買い物すると
素敵なプレゼントがもらえるのも嬉しい。
 Dr.Martens青山 3-D
 Dr.Martens銀座 7-G

URL：www.dr-martens.co.jp

011 マッキントッシュ

日本一の品揃えから 
究極の一枚を選ぶ。
英国を代表するアウターブランド、マッキン
トッシュの青山旗艦店は日本一の品揃えを
誇る。  マッキントッシュ青山店 3-D

URL：www.mackintosh.com

In association with 

英国ショッピングウィーク
ガイドマップ 030 hériopôle

コンフォートとエレガンスの 
融合に浸る。
今年で25周年を迎えたエリオポール。そ
の物が必要とするベストなクオリティにこ
だわり、自分の価値観で物を見たり選択で
きる、等身大の女性の為のセレクトショッ
プ。J&M DAVIDSONやマッキントッシュ
などの英国ブランドとコラボした、エリオ
ポール25周年記念の別注アイテムも見逃
せない。 エリオポール 代官山 4-C
 エリオポール 丸の内 6-G
 エリオポール 銀座 7-G

URL：www.interbridge.co.jp

002 
オアシス好きは集う。
ロンドンにて開催された、オアシスの歴史
を振り返る、初の展覧会が遂に日本上陸。

ラフォーレミュージアム原宿（ラフォーレ原宿６階）
3-C

期間：2014年10月25日〜 28日
URL：www.oasis-chasingthesun.jp/exhibition/

CHASING THE SUN: OASIS 1993 - 1997
♯あなたにとってのオアシスとは

019 
食品も英国王室御用達にこだわる。
創業300年以上の歴史をもつ、英国王室御用
達の総合高級食品ブランド、フォートナム・
アンド・メイソン。紅茶、ジャム、ビスケッ
トなど英国直輸入の商品を取り揃えている。
 フォートナム・アンド・メイソン・コンセプト・ショップ
 三越日本橋本店 5-H
 フォートナム・アンド・メイソン・コンセプト・ショップ
 丸ビル店 6-G

URL：www.fortnumandmason.co.jp

フォートナム・アンド・メイソン・
コンセプト・ショップ

018 グローブ・トロッターショップ

トラベルケースは 
ハンドメイドにする。
1897年に創業以来、英国王室をはじめ世
界中の冒険家やセレブリティを魅了し続
け、ヴァルカン・ファイバーという堅牢、
かつ軽量な素材を使用したトラベルケー
ス。創業当時と変わらぬ製法で熟練した職
人の手でひとつひとつ作られており、使い
込むほどに持ち味が出る。旅慣れた上級者
のためのエレガントなトラベルケース、グ
ローブ・トロッター。
 グローブ・トロッターショップ 伊勢丹新宿店 2-B
 グローブ・トロッターショップ 銀座三越店 8-G

URL：www.globetrotter1897.com/japan

三木邦洋
Joyce Lam
平塚真里
清水康介
Aisté Riabovaité

029 プリティーグリーン

ファッションは 
ロックスターに学ぶ。
リアム・ギャラガー（元オアシス）が立ち上げ
た、UKメンズブランド。1960年代以降に
台頭したUKロックやモッズなどのイメー
ジをベースに現代風に表現したスタイリッ
シュなアイテムが並ぶ。
 プリティーグリーン青山本店 3-D

URL：www.prettygreen.co.jp

033 BACKES & STRAUSS

唯一無二の 
輝きに魅せられる。
バックス ＆ ストラウスは、ロンドンを拠点と
する世界最古のダイヤモンドメゾン。200
年以上受け継がれるダイヤモンドの審美眼
と時計技術が融合された光輝溢れる腕時計
に出会える。
 BACKES & STRAUSS
 フランク ミュラー ウォッチランド東京店 8-G
 BACKES & STRAUSS日本橋三越本店 5-H

URL：www.backesandstrauss.jp

047 BrewDog

アジア初で 
乾杯する。
英国クラフトビールの革命児、BrewDogの
アジア初オフィシャルバー。英国直輸入の
家具でコーディネイトしたクールなビアバー
で、20種の生ビールとオリジナルフードを味
わってみよう。 BrewDog Roppongi 3-E

URL：www.brewdogbar.jp


