
 

 

“コスメからスウィーツまで”、女の子の“かわいい”を叶える 

『JILL
ジ ル

 STUART
ス チ ュ ア ー ト

』 POP UP SHOP が 

表参道「OMOHARA STATION」に期間限定オープン！ 
 

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 一俊）は、「東急プラザ 表参道原宿」

（東京都渋谷区）の、旬なモノ・コトを発信するポップアップスペース「OMOHARA STATION」内に、『JILL 

STUART』POP UP SHOP を、2015年 2月 1日（日）から 3月 13日（金）の間、期間限定でオープンします。 

 
 

『JILL STUART』POP UP SHOP は、女の子の“かわいい”を叶えるブランド『ジルスチュアート』の厳選商品

を一堂に集め販売する、期間限定ショップです。コーセーが製造・販売している『ジルスチュアート』のコスメか

らは、特に人気の高いチークやリップなどの限定色シリーズ「シフォンリボン コレクション」を、2 月 6 日から全

国のジルスチュアート取り扱い店舗と同時に発売します。「シフォンリボン コレクション」は、女の子の“ときめ

きあふれるピュアな気持ち”を、スウィーツのようなパステルカラーとやわらかでマットな質感で表現したメイクア

ップコレクションです。他にもバレンタインデーやホワイトデーの“スウィートシーズン”に、ギフトとしても最適な

アイテムを中心に展開。オリジナルのノベルティもご用意し、お友達や恋人と一緒に楽しめるショップです。 

コスメの他に、他メーカーの製造・販売するハンカチ、タオル、そして 3月にデビュー予定のテーブルウェア

も先行発売します※1。さらにショップ内には、期間中『JILL STUART CAFE』をオープン。ジルスチュアートをイ

メージしたかわいい限定スウィーツやドリンクなどに加え、テイクアウトできるオリジナルチョコレートとカップケ

ーキも登場。大切な人へのプレゼントにもおすすめです。 

※1 コーセーの製造・販売・お問合せ商品は、コスメのみとなります。 

 

『JILL STUART』 POPUPSHOP 店舗概要 

 

◇ 出店時期 ： 2015年 2月 1日（日）～3月 13日（金） 

◇ 営業時間 ： 11：00～21：00 

◇ 場   所 ： 東京都渋谷区神宮前 4-30-3 東急プラザ 表参道原宿 3階 「OMOHARA STATION」内 

◇ URL    ： http://www.jillstuart-beauty.com/#/products/ 

2015.1.21 

 

 

『JILL STUART』POP UP SHOP イメージ図 

http://www.jillstuart-beauty.com/#/products/


 

 

 

★ジルスチュアート マットシフォン リップス 4色 各 2,800 円 

★ジルスチュアート マットシフォン ネイルズ 7色 10mL 各 1,500円 

★ジルスチュアート ミックスブラッシュ コンパクト N 4色×2種 各 4,500円 

★ジルスチュアート ポーチ（リボンクチュール）3,800 円 （全て税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ジルスチュアート リラックス ハンドクリーム R 1,200円 

★ジルスチュアート リラックス リップバーム 1,500 円 （全て税抜） 

 
リラックスシリーズは、単品またはセットでラッピングして販売します。写真は無料ラ

ッピングです。有料のギフトボックスでのラッピングもご用意しております。 

 

 

ブランドデザイナー 『Jill Stuart』 について 

現在、日本をはじめ、世界中の若い女性から圧倒的な支持を受けるファッションデザイナー。

レディースウェアメーカーを経営する両親のもと、ニューヨークで育つ。15 歳で発表したジュ

エリーとバッグの初コレクションが米国有名百貨店ブルーミングデールズの目に留まる。本格

的にファッションデザインを学び、27 歳で「JILL STUART」を設立。ニューヨークソーホーに旗

艦店をオープンし、1993 年ファッションブランドとしてニューヨークコレクションでデビュー。そ

の後、ブランド設立 10 年の節目を経て、2005 年にコスメティックブランドの展開をスタート。 

 

『JILL STUART』ブランドについて  

コーセーは、2005 年 JILL STUART COSMETICS, LLC（アメリカ ニューヨーク）とのライセンス契約締結以降、日本国内にお

ける化粧品の開発・製造を手掛けてきました。その後、2009 年には海外展開のさらなる強化に向け、グローバルにおける化粧

品販売のライセンス権を取得しました。トレンドに敏感な 20 代をコアターゲットとし、現在国内（百貨店、専門店、ライフスタ

イル店）78店舗の他、海外 16店舗、免税 18店舗にて展開しています。4色をミックスしてHappyな表情を作るチークをはじめ、

リップ、アイカラーなどのトレンドのメイクアップ、スウィートでみずみずしい香りのフレグランスが特に人気です。 

2015年 8月にデビュー10周年を迎える『ジルスチュアート』のコスメ。ブランドコンセプトは、「INNOCENT SEXY」。少女だけが

持つ透明感、女性に同居するイノセントとセクシーを絶妙に引き出し、最高の「かわいい」を叶えるブランドです。すべては女の

子のかわいいのために。今回の『JILL STUART』POP UP SHOP の開催を機に、10 周年に向けさらに『JILL STUART』の魅力を

伝えていきます。 
 

 

 

 

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室     0120-878-652 でお受けしています。 

Jill Stuart氏 

とは 

POP UP SHOP おすすめコスメ 

2015年 2月 6日発売 

「ジルスチュアート シフォンリボン コレクション」 〔限定品〕 

 

「ジルスチュアート リラックス シリーズ」 

～プチギフトにも人気のアイテムをご紹介～ 

リップのキャップ上部には、シー

クレットミラーのかわいい仕掛

けがあります。 

4つの彩りと質感をミックスして楽しめる、ブラシ付きチークカラー。 

コンパクトの天面には、シフォンリボンのかわいいモチーフ入りです。 



参考情報 

 

 

●『ジルスチュアート』のオリジナルノベルティをプレゼント！ 
 

 

カフェメニュー以外で、税抜 3,000 円ごとのお買い上げをいた

だいたお客さまには、ガチャガチャでお楽しみいただくノベルティ

をご用意しております。中身は週変わりとなっており、全てこの

『POP UP SHOP』だけのオリジナルアイテムです。初回は『ジルス

チュアート』の頭文字「J」をモチーフにしたチャームがかわいいヘ

アタイです。（2 本で 1 セット）全てコンプリートしたくなるようなかわ

いいアイテムばかりです。 

 

●『ジルスチュアート』のテーブルウェアを、どこよりも早く！ 
 

 

全国の百貨店で、2015 年 3 月にデビューを予定している『ジル

スチュアート』のテーブルウェアを、『POP UP SHOP』にて先行発

売します。このテーブルウェアは、洋食器の世界ブランドである鳴海

製陶株式会社（本社：愛知県名古屋市）が手掛ける、可憐なデザイ

ンのテーブルウェアです。やさしいピンクとホワイトカラーに、プラチ

ナがキラキラ煌くエレガントなティーアイテムや、普段使いにぴった

りなマグなど、女の子の心をくすぐる、かわいいアイテムが揃いま

す。 

 
 

●『JILL STUART CAFE』をオープン。バレンタインデーにおすすめのオリジナルチョコも登場！ 

 
カフェでは、華やかなフルーツで『ジルスチュアート』のコスメを表現した「メレンゲケーキ」（税抜 700 円）などのス

ウィーツや、テーマカラーのホワイトをイメージした風味豊かな「ホワイトモカ」（税抜 569円）などのドリンクに加え、今

回は『ジルスチュアート』オリジナルのチョコレート（税抜 800～3,200 円）やカップケーキ（税抜 1,400～2,000 円）が

登場します。美味しいだけではなく見た目にもかわいいスウィーツは、バレンタインデーなどのプレゼントにおすす

めです。 ☆チョコレートとカップケーキは、テイクアウトのみです。 

（カフェの運営は、株式会社トランジットジェネラルオフィスです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP UP SHOP の “ここにしかない“ ポイント 



『JILL STUART』 POP UP SHOP 「東急プラザ 表参道原宿」 施設概要  
 
 

施設名称 ：「東急プラザ 表参道原宿」 

所在地   ：東京都渋谷区神宮前 4-30-3 

階数    ：地下 2階～地上 7階  『JILL STUART』 POP UP SHOPは 3階です。 

店舗数    ：27店舗 

営業時間 ：11：00～21：00（6 階・7階は 8：30～21：00） 

公式 HP  ：http://omohara.tokyu-plaza.com/ 

アクセス  ： JR山手線「原宿駅」徒歩 4分 

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」・「原宿駅」出口 5徒歩 1分 

東京メトロ千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」出口 A2 徒歩 7分 

        

  

【地図】 

 

 

 

http://omohara.tokyu-plaza.com/

