
モエ・エ・シャンドン ブランド史上初となるグローバル コラボレーション ボトル

「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」

4月14日（水）伊勢丹新宿店に期間限定ショップがオープン

AMBUSH®ジュエリーも販売予定

2021年 4月 7日(水)

シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、

ブランド史上初となるグローバル コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」のデザインに

AMBUSH®(アンブッシュ)の共同創立者 兼 クリエイティブディレクター YOONを起用。

4月14日(水)から4月20日(火)まで、伊勢丹新宿店 本館2階 ザ・ステージ#2にて、

「MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ」をオープンいたします 。

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」 の白いエチケットは

”STEP FORWARD“＝「誰もが切り拓くことのできる未来へつながる窓」を表現。

伊勢丹新宿店の期間限定ショップでは、白を基調としたミニマルで洗練された空間の中、

コラボレーション ボトルと、AMBUSH®のジュエリーをお買い求めいただけます。

今後、岩田屋本店(福岡)、髙島屋大阪店にも期間限定ショップがオープンし、

渋谷スクランブルスクエア、表参道Rスタジオの「SHOP IN SHOP」では

グラス シャンパン、YOON自らセレクトしたペアリング スナックもお楽しみいただけます。

※ 岩田屋本店(福岡)、髙島屋大阪店、渋谷スクランブルスクエア、表参道ヒルズ RスタジオではAMBUSH®ジュエリーの販売はございません。

※ 伊勢丹新宿店 「MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ」イメージ



■ INFORMATION 開催概要

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」と、期間限
定ショップのためにセレクトされたAMBUSH®ジュエリーのお買い物を同時にお
楽しみいただけます。

名称： MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ

日時： 2021年4月14日(水) ～ 4月20日(火) 10:00～20:00
※ 営業時間は変更となる場合がございます。詳細は直接店舗までお問い

合わせください。 TEL:03-3352-1111 大代表（営業時間に準ずる）

場所： 伊勢丹新宿店 本館２階 ザ・ステージ#2

（東京都新宿区新宿3-14-1）

アクセス： メトロプロムナードB5・B4・B3出口

東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」徒歩1分

都営新宿線「新宿三丁目駅」徒歩3分

JR「新宿駅」(東口)徒歩5分/小田急線「新宿駅」徒歩7分

京王線「新宿駅」徒歩7分

西武新宿線「西武新宿駅」徒歩5分

都営大江戸線「新宿西口駅」徒歩10分

東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」徒歩2分

販売内容： モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH 7,370円(税込)

AMBUSH®ジュエリー各種
※ 販売内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

AMBUSH® SQUARE CUT STONE CHARM NECKLACE

Color：BLUE

Price：￥42,000（税抜）

MOËT & CHANDON x AMBUSH SHOP IN SHOP SHIBUYA

名称： MOËT & CHANDON x AMBUSH SHOP IN SHOP SHIBUYA

日時： 2021年4月16日(金) 13:00 ～ 21:00

4月17日(土) ～ 4月28日(水) 11:00 ～ 21:00

4月29日(木・祝) 11:00 ～ 19:00
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、上記の営業時間は変更と

なる場合がございます。

場所： 渋谷スクランブルスクエア3F イベントスペース “SCRAMBLE THE 

FACE”

（東京都渋谷区渋谷2-24-12）

アクセス： 渋谷駅直結・直上／地下出入口番号 B6

販売内容： モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH 7,370円(税込)

モエ アンペリアル グラス & ペアリングスナック セット 1,500円(税込)

モエ アンペリアル グラス 1,200円(税込)

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」の販売に
加え、バー スペースではグラス シャンパンとペアリングスナックをお楽しみいただ
けます。

名称： MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ

日時： 2021年4月28日(水) ～ 5月4日(火) 10:00～20:00
※営業時間、販売商品は変更となる場合がございます。詳細は直接店舗

までお問い合わせください。 TEL:092-721-1111(代表)（営業時間に準ず

る）

場所： 岩田屋本店 本館3階東側エスカレーター横特設会場

（福岡市中央区天神2丁目5番35号）

アクセス： 「西鉄福岡（天神）駅」より徒歩（約5分）

空港線：「天神駅」より徒歩（約5分）

七隈線：「天神南駅」より徒歩（約5分）

販売内容： モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH                7,370円(税込)

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」をお買い求
めいただけます。

伊勢丹新宿店 「MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ」

※ ショップイメージ

岩田屋本店 「MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ」

※ イメージ

tel:03-3352-1111
tel:092-721-1111


or

名称： MOËT & CHANDON x AMBUSH SHOP IN SHOP 

OMOTESANDO

日時： 2021年5月1日(土) 13:00 ～ 21:00

5月2日(日) ～ 5月8日(土) 11:00 ～ 21:00

5月9日(日) 11:00 ～ 19:00
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、上記の営業時間は変更と

なる場合がございます。

場所： 表参道ヒルズ 表参道Rスタジオ

（東京都渋谷区神宮前4-12−10）

アクセス： 東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2出口より

徒歩2分

東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5出口よ

り徒歩3分

JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩7分

販売内容： モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH 7,370円(税込)

モエ アンペリアル グラス & ペアリングスナック セット 1,500円(税込)

モエ アンペリアル グラス 1,200円(税込)

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」をグラス１杯からボトルまでお楽しみいただけます。

渋谷の新たなランドマーク「MIYASHITA PARK」内の複合型エ
ンターテインメント施設。

期間：2021年4月26日(月) ～ 5月5日(水)

住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10

MIYASHITA PARK North 1～3階

URL：https://www.ortokyo.com/

メニュー： モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH

グラス ・ ボトル(750ml) メニュー価格未定

新しい社会貢献のスタイル＜ソーシャライジング＞の発信拠

点。居心地よい空間で、シャンパンをお楽しみいただけます。

期間：実施中 ～ 2021年5月5日(水)

住所：東京都渋谷区神宮前５丁目３１

URL：https://trunk-hotel.com/

メニュー：モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH

グラス 1,500円(税込・サ別)

ボトル(750ml) 10,000円(税込・サ別)

MOËT & CHANDON x AMBUSH SHOP IN SHOP OMOTESANDO

※ ショップイメージ

名称： MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ

日時： 2021年5月26日(水) ～ 6月1日(火) 10:00～20:00
※営業時間は変更となる場合がございます。詳細は直接店舗までお問い

合わせください。 TEL:06-6631-1101（営業時間に準ずる）

場所： 髙島屋大阪店１階 グッドショックプレイス

（大阪市中央区難波5-1-5）

アクセス： 大阪メトロ御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」駅 / 阪神電

車・近鉄「大阪難波」駅より、

南海電車方面4号出口またはNAMBAなんなんE2出口スグ、

南海電車「なんば」駅スグ

販売内容： モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH 7,370円(税込)

髙島屋大阪店 「MOËT & CHANDON x AMBUSH 期間限定ショップ」

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」をお買い求
めいただけます。

※ 画像はイメージです。実際とは異なります。

コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」の販売に
加え、バー スペースではグラス シャンパンとペアリングスナックをお楽しみいただ
けます。

■ WHERE TO DRINK モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSHをお飲みいただける店舗

TRUNK(HOTEL) : TRUNK(KITCHEN) & TRUNK(LOUNGE) 

https://www.ortokyo.com/
https://trunk-hotel.com/


■ ABOUT MOËT & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて

モエ・エ・シャンドンは1743年の創業以来、あらゆるシーンでお楽しみいただける個性豊か

なシャンパンを造り、世界中に広め、人々を魅了してきました。メゾンを代表するシャンパン

「モエ アンペリアル」をはじめ、表情豊かな味わいの「ロゼ アンペリアル」、氷と一緒に楽し

む革新的な「アイス アンペリアル」に至るまで、それぞれのシャンパンがみずみずしい果実味、

魅惑的な味わい、エレガントな熟成というメゾンのスタイルを表現しています。モエ・エ・シャ

ンドンは歴史に刻まれる祝福の瞬間や、大切な人との忘れられない時間に、シャンパンと

共に華を添えてきました。そしてこれからも、人生の思い出となる瞬間に寄り添い続けます。

【商品に関するお問い合わせ】
モエ・エ・シャンドン PR事務局（㈱サニーサイドアップ.）

Mail  : moet@ssu.co.jp / TEL : 03-6894-3200 / FAX : 03-5413-3050

担当 : 佐藤、正山、金田一

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 モエ ヘネシー マーケティング部

URL ：https://www.moet.com/ja-jp/contact-us

報道関係者の方のお問合せ：

商品に関するお問い合わせ：

モエ・エ・シャンドン公式サイト： https://moet.com/ja-jp

公式LINEアカウント: https://moet.jp/line/

Facebook： https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram： https://www.instagram.com/moetchandon/

【モエ・エ・シャンドン x AMBUSH® 特設サイト】

詳細は下記よりご確認ください。

https://www.moet.com/ja-jp/moet-x-ambush

商品名： モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH

容量： 750ml

希望小売価格： 7,370円（税込）

アッサンブラージュ：(ブレンド)： ピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネ

ドザージュ： 7 g/ℓ

■ PRODUCT INFORMATION 商品情報

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH
モエ アペリアルとAMBUSH®のコラボレーション ボトル。

白いエチケットは“STEP FORWARD”＝「誰もが切り拓くことのできる未来へつながる窓」の象徴です。

■ ABOUT AMBUSH® アンブッシュ®について

YOONは2008年、VERBALとともに実験的なジュエリーラインとしてAMBUSH®を立ち上げました。東京カルチャーをキャプチャーした斬新なポップアートに

インスパイアされたデザインが特徴です。代表作ともいえるPOW!®モチーフは、世界中のメディアの注目の的となりました。コンセプトを完成させるための

ジュエリーのキャンバスとしてアパレルを制作し、AMBUSH®は、ユニセックスなコレクションのデザインへと進化を遂げました。2015年にはパリで初の展示

会を開催し、YOONとVERBALはこの年から4年連続で、「The Business of Fashion（BoF）」が発表する「ファッション界を変える世界の500人」に選

ばれています。2016年にはブランド初となる路面店「AMBUSH® WORKSHOP」をオープン、また2017年にはLVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトンによるコ

ンテスト「LVMH PRIZE」にて、AMBUSH®はファイナリスト8組に選出されました。さらにYOONは、2019SSシーズンに初コレクションを発表して以来、

Dior Menのジュエリーディレクターを務めています。

mailto:moet@ssu.co.jp
https://www.moet.com/ja-jp/contact-us
https://moet.com/ja=jp
https://moet.jp/line/
https://www.facebook.com/moet.jp
https://www.instagram.com/moetchandon/
https://www.moet.com/ja-jp/moet-x-ambush

