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＼食欲の秋、到来！／

10 月の旅×本のテーマは、『世界を食べる』
～H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando は 1 周年を迎えます～
～から
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区
代表取締役社長：平林朗 以下 H.I.S.）が、「まだ見ぬ理想の旅と、出会
える場。」をコンセプトのもと新たな価値を創出する店舗としてオープンした「H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」店が、2016 年 10
月 6 日で 1 周年を迎えます。1 周年の感謝の気持ちを込めて、15 カ国以上を旅した経験豊富なコンシェルジュがいる海外・国内デス
ク、海外ウエディング専門デスクの「アバンティ＆オアシス」、ハネムーンなどこだわりのご旅行を実現する｢QUALITA」、ビジネス・ファースト
クラス専門デスクの「CLASS ONE」、秘境旅行専門デスク「ネイチャーワールド」と各フロアの専門店それぞれが、旅のきっかけに繋がるイ
ベント・特典をご用意してお待ちしております。
H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando ＵＲＬ：http://www.his-j.com/branch/omotesando/
H.I.S.では、店舗は「旅行商品を買うための場」という概念を捨て、
「まだ見ぬ理想の旅と、出会える場。」＝「旅行に行きたいと思う場所、
旅に出るきっかけを作り出す場」となることが、今後の店舗のあり方の一つ
と考え、｢H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando｣店では「旅に行きたいと
思うきっかけとなれる」よう、月ごとに“旅×本“のテーマを定め、テーマに
あわせたおすすめの本のセレクトやイベントを開催してまいりました。
また、誰もが気軽に入店できる店構えを演出するために、どのカフェでも常に
人で賑わう表参道で圧倒的なクオリティを誇るスペシャルティ・コーヒーの旗手、
『猿田彦珈琲』を店舗の入口に配置しております。旅の魅力を表現した一品を
ご用意することで、旅に関心がある人にも、ない人にも、珈琲の味わいを楽しみに、
珈琲目的でご来店されたお客様へも思いがけない旅との出会いをご提供いたします。

旅と本と珈琲と Omotesando 外観

デジタルには、利便性、安さ、網羅性などデジタルならではの良さがあるように、店舗には、人と人とのコミュニケーション、居心地のいい
空間、活字だから伝わる、情緒感などリアルならではの良さがあります。「H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」店が、リアルな場だから
こそ「まだ見ぬ新たな出会い」「偶発的な出会い」が生まれる場を創出する店舗でありたいと考えております。

旅×本 10 月のテーマ｢世界を食べる｣
食欲の秋ということで、10 月の｢旅×本｣のテーマは｢世界を食べる｣とし、世界の様々な食欲をそそる本をブックディレクター幅允孝（は
ばよしたか）氏が、写真集から小説まで様々なジャンルで選書いたします。『食』は、旅の目的、醍醐味であり、旅の記憶にもなる旅の
要素として重要なパーツです。旅先の食文化や、食材を知ることで、旅先のスパイスになりえる本との出会いの場をご提供いたします。
｢H.I.S. 旅と本と珈琲と Omotesando｣店にお越しいただくことで、“旅の目的” や“旅先の発見”“新たな気付き”から、次回のご旅
行の旅先の候補なればと考えております。

旅と本と珈琲と Omotesando
左 ：HAWAIIAN FOOD RECIPES／著者： ワタナベマキ, 若山曜子 著／出版社：主婦と生活社／定価：本体 1800 円+税
中 ：私的台湾食記帖／著者：内田真美／出版社：アノニマ・スタジオ／定価：本体 1600 円+税
左 ：ロシアのパンとお菓子／著者：荻野 恭子／出版社：東洋書店／定価：本体 1600 円+税
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10 月、“旅のきっかけ探し”
◆【旅カレッジ主催】地球の歩き方～東アフリカ編取材 よもやま話～
日時：10 月 5 日 (水) 19:30～21:00
参加費：1,000 円(珈琲付き)
地球の歩き方東アフリカ編の取材で 20 日間にわたってウガンダ、ルワンダを駆け抜けた地球の歩き方
編集長 川田秀文氏とその取材に同行した現地コーディネーター ウガンダ人のサミュエル氏。
今回ウガンダからサミュエル氏の来日を記念して一夜限りの「地球の歩き方チーム東アフリカ」の復活！！取材裏話はもちろんウガンダ、ルワンダって
どんなところ？バナナビアと呼ばれるウガンダの地酒、ウガンダ産のドライフルーツをご試食
いただきながら語っていただきます。スペシャルティ・コーヒー付き！

◆「珈琲を読む、本を飲む」第 5 回 幅允孝氏(BACH)＆大塚朝之氏(猿田彦珈琲)ゲスト、佐藤健寿(フォトグラファー)
日時：10 月 7 日(金)19:30～21:00
参加費：1,000 円
毎回好評をいただいている「珈琲を読む、本を飲む」イベントの第 5 回目。今回は、BACH
の代表であり、ブックディレクターの幅允孝氏、猿田彦珈琲の代表大塚朝之氏に加え、世界
各地の奇妙な場所を紹介する写真集『奇界遺産』シリーズでもお馴染みのフォトグラファー
佐藤健寿氏をゲストに迎え、さらなる「unknown place」をテーマに展開します。

◆【コナビールフェスティバル第 3 回】次のハワイ旅はここで決まり！？
「ガーデン・アイランド(庭園の島)」と呼ばれるハワイ諸島 最古の島、"カウアイ島"の魅力に迫る！
日時：10 月 14 日 (金) 19:30～21:00
参加費：1,000 円（1 ドリンク 期間限定コナビール付き）
今回で第 3 回目をむかえるコナビールフェスティバル！毎回ビールを片手に、ゆったりとした
気持ちで楽しくご参加いただいています。今回のテーマは、ハワイ諸島 最古の島"カウアイ島"
ハワイ屈指の大自然に囲まれていて、あの有名な恐竜映画や海賊映画のロケ地にもなった島。
「カウアイ島ってどんなところ？」「ホテルはあるの？」「ショッピングは出来るの？」
「食事はどうするの？」そんな疑問にたっぷりおこたえします！

◆『ハネムーナー必見！水上コテージで人気のモルディブとタヒチ 徹底検証』
日時：10 月 15 日 (土) 11:30～13:00
参加費：500 円(珈琲付き)
よく比較される人気の 2 つの人気リゾート“モルディブ”と“タヒチ”。ベストシーズン、費用、
人気ホテル、日程、立ち寄りプラン等々・・・日頃から手配に精通しているスタッフが解説
します。ガイドブックには載っていない情報と、新規オープンのモルディブリゾート「ソネバジャニ」
も紹介。検討中の方はもちろん、ぼんやりとした憧れをお持ちの方もぜひご参加ください。

◆『旅と本と珈琲とコンシェルジュが語る、NO1 はこの国だ！』ハワイ vs タイ vs スペイン
日時：10 月 21 日 (金) 19:30～21:00
参加費：500 円(ドリンク・おつまみ付き)
H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando のイケメン(？)男性スタッフ 3 名が、
男性ならではの目線で、お勧めの国をプレゼン対決！
①グルメ対決②世界遺産対決③伝統舞踊対決④ショッピング対決⑤スパ・マッサージ対決

◆いつかは乗りたい 憧れの“飛鳥Ⅱ”徹底解剖”
日時：10 月 27 日 (木) 19:30～21:00
参加費：参加費無料
本イベントでは郵船クルーズの担当者をお招きいたしましてクルーズが初めての方への
クルーズの魅力をお伝えすると共に飛鳥Ⅱが選ばれる理由・特徴・船内のイベントを
ご紹介しお客様の希望に合わせたクルーズプランをご提案いたします。
人気の Xmas 横浜ワンナイトクルーズを期間・人数限定でご購入いただけます。

全てのイベントは予約制且つ先着となります。お席に限りがございますので予めご了承ください。
URL：http://www.his-j.com/branch/omotesando/1st_anniversary.html
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旅と本と珈琲と Omotesando１周年特別施策 “旅に出るきっかけを作りだす” 各専門店からのお知らせ
◆海外・国内専門デスク
お客様のニーズを踏まえ、旅への想いを実現するために 15 カ国以上の旅行経験を
持つコンシェルジュが一人ひとりの理想の旅を具体化するお手伝いさせていただきます。
特典：「旅と本と珈琲とコンシェルジュへのお問合せで海外旅行がお得！」
概要：H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando 店海外・国内専門デスクにて、2016 年 10 月 6 日
～31 日の期間中に H.I.S. Ciao（海外ツアー）15 万円以上の商品を新規でご成約いた
だき且つオプショナルツアー等をご成約のお客様は、お一人様あたり、最大 5,000 円引。

◆秘境旅行専門デスク「ネイチャーワールド」
｢秘境｣｢世界遺産｣｢絶景｣｢大自然｣｢古代遺跡｣などをテーマにワクワクと
感動のある旅行・ツアー企画・手配を行っております。
特典：「査証代金無料キャンペーン！」
概要：2016 年 10 月 6 日～31 日中に、査証（ビザ）が必要な渡航先の海外旅行のご成約で
ご自身で査証取得する場合の査証代金を H.I.S.が負担致します。
※詳細はご確認ください。

◆リゾートウェディング専門デスク「アバンティ＆オアシス」
「何から始めればいいの？」「挙式と旅行、全部でいくらかかるの？」などの
疑問解決はもちろん憧れの海外ウエディングを実現するために、おふたり専属の
担当者がトータルアドバイスいたします。
特典：挙式オプションや衣裳アップグレードプランなど最大 3 万円分の特典
概要：2016 年 10 月 6 日～10 月 31 日の新規ウエディングのご成約
※対象挙式期間は、挙式会社により異なります

◆おもてなしの心と上質なプラン、ハネムーンを中心としたこだわりのご旅行を実現する｢QUALITA｣
10/15『水上コテージで人気のモルディブとタヒチ徹底検証』イベント参加者限定
特典①当社のソネバジャニのツアーをお申込みいただいた方はお部屋のカテゴリーをＵＰグレード
（2016 年 11 月 15 日までの予約、ＵＰグレードは空室がある場合に限ります。）
特典②当社にてクオリタツアーをお申し込みの際に利用できる￥１０，０００割引クーポン進呈
（利用対象外商品あり。詳しくはスタッフにお尋ねくださいませ。）
特典③ソネバジャニホテルよりオリジナルグッズプレゼント
期間：2016 年 10 月 15 日～11 月 15 日新規ご成約

◆企業の実施目的に合わせた社員旅行・研修旅行をプロデュース、「団体セクション」
特典：「幹事様、限定特典プレゼント！」
期間：2016 年 10 月 6 日～31 日
内容：上記期間中に、お問合せ時に『1 周年記念特典』を見たという新規の幹事様限定
① 幹事様のお部屋無料 UP グレード
② 幹事様のお部屋に無料でお酒のプレゼント
③空港駐車場最大 6 日間まで無料（1 台のみ）

本件に関する取材のお問い合わせ先：
株式会社 エイチ・アイ・エス 営業戦略室 広報担当
TEL/03-5908-2346

営業時間/ 平日）10：00～18：30、土日祝）休み

