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ニューヨーク五番街でリアル『ティファニーで朝食

を』。オードリー・へプバーン気分で「The Blue Box C
afe」へ

カフェのあるNY旗艦店4階。ホーム用品やアクセサリーフロアで最近リニューアルしたばかり。

これまでティファニーに朝食はなかった

かの名女優、オードリー・ヘプバーン主演の映画『ティファニーで朝食を』に憧れ、ニューヨー

クの五番街にあるティファニーを訪れることを夢見た女子は世界中にいったいどのくらいいるだ

ろうか？ かく言う記者もあの映画に感化された一人で、初めてニューヨークを訪れたときは、も
ちろんティファニー前で記念写真を撮り、大満足したもの。

しかし、ティファニーでの朝食は映画（もとは小説）の中では架空の話であり、映画の中でオー

ドリー・ヘプバーンは五番街に面した入り口横で、ショーウィンドウを眺めながらコーヒーカッ

プ片手にペイストリーをほおばっている。店内ではこれまで、顧客サービスの一環としてドリン

クを出してくれることはあっても、レストランやカフェのような飲食スペースは存在しなかっ

た。

ティファニー初となるカフェ「ブルーボックスカフェ」が五番街にオープ

ン

日本茶スタンドカフェ「八屋」、12月1日
千駄ヶ谷、12月5日代官山にオープン

中田英寿プロデュースの日本酒イベント

「CRAFT SAKE WEEK」六本木で4月20日
から。110蔵が集結

スヌーピーの和カフェ「SNOOPY茶屋 小
樽店」北海道に4月19日オープン

花火×音楽のエンタメショー「STAR ISLA
ND 2018」、お台場で5月26日開催

漫画『スラムダンク』新装再編版が6月1
日より刊行開始！ 井上雄彦がカバーイラ
スト描き下ろし
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ティファニー初となるカフェ「The Blue Box Cafe（ブルーボックスカフェ）」が五番街の旗艦店
に昨年11月にオープンし、話題になったのは言うまでもない。文字通りティファニーで朝食を食
べるという夢が叶えられることになったのだ。

カフェがある4階はティファニーのホーム用品やアクセサリーを販売するフロアで、カフェはその
奥にある。カフェ内は壁、ソファ、いすなどのインテリアからお皿やカップなどの陶器にいたる

まで、女子の永遠の憧れであるティファニーブルーが取り入れられている。

同店チーフ・アーティスティック・オフィサーのリード・クラッコフ氏は、「カフェを併設した

実験的かつ体験型スペースで、新しいティファニーへのウィンドウ（窓、入り口という意）のよ

うな存在」だとコメントしている。

オープンから2ヵ月。「ブルーボックスカフェ」の評判やいかに？
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インテリアには、ティファニーのクラフトマンシップと伝

統を反映したインダストリアルな ディテールが盛り込まれ
ている。遊び心にあふれた意表を突くタッチが、ヘリンボ

ーンマーブル（大理石）や アマゾナイトを使用したフロア
と調和し、新しいホーム&アクセサリーコレクションのコン
セプトである「日常のラグジュアリー」を反映。

ブルーボックスカフェの評判が気になったので調べてみた。アメリカの評価サイトYelp（イェル
プ）を見ると、「量が少ない」「料金が高い」などネガティブな意見がいくつか見受けられる一

方で、「食べ物がおいしい」「大満足」という意見も多い。

もっとリアルな声を聞きたいと、実際にカフェに行った人に話を聞いてみた。

UCLA大学を卒業したばかりで現在ロサンゼルスで女優をしているローレン・ヘニングさんは、
「アンリアルな（夢みたい、信じられない）空間だった」と一言。

ローレンさんは、アボカドトーストや季節のフルーツつきのヌッテラのクロワッサン朝食（コー

ヒーか紅茶つき、29ドル）をオーダーしたそう。笑顔や丁寧さが無料の日本のような上質サービ
スがほぼ皆無だと言われるニューヨークのサービス業だが、「スタッフはとても親切でサービス

もキビキビしていたし、言うことなし。使われている陶器はすべてティファニー製で美しく、盛

り付けもお見事。カフェから見える五番街の景色も最高だった」と、体験を熱く語ってくれた。

最後に「オードリー・ヘプバーンの大ファンの人は、絶対に気にいるハズ」と太鼓判を押した。

（写真はローレンさんのインスタグラムで確認できる。@lauhen）
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また、マンハッタン在住の女性（匿名希望）も、ここで憧れの朝食を体験した一人。オーダーし

たのは、トリュフ卵つきのクロワッサン朝食（コーヒーか紅茶つき、29ドル）で、感想を聞く
と、「フードの量は確かに少なかったけど味はおいしかった。また私はもともと紅茶派ではない

けど、紅茶もおいしかったし満足よ」とのこと。また、「インテリアが息を呑むほどすばらし

く、それだけでもお金を払う価値はあると思ったわ。また朝ごはんを食べに行きたい」と絶賛し

た。

インスタ女子殺到で、予約が最も困難

日本同様、ここニューヨークでも「インスタ映え」するものがSNSで盛んだ。まぎれもなくブル
ーボックスカフェも、世界中のインスタ女子が今一番殺到している場所であろう。

予約は30日前の午前9時から、ウェブサイト上で受け付けている。オープンから2ヵ月経った今
も、世界中から予約が殺到し、シートはすぐ埋まり、なかなか取りにくい状況だ。ただし、空き

ができるとお知らせしてくれる機能もあるので、ティファニーで朝食を体験したかったら、粘り

強くチャレンジしてみて！

（文：安部かすみ fromニューヨーク）

「ティファニー」「The Blue Box Cafe（ブルーボックスカフェ）」の写真をもっと見る

関連記事：「写真展 オードリー・ヘプバーン」展示やグッズをレポート。日本橋で1月10日か
ら

「The Blue Box Cafe（ブルーボックスカフェ）」とあわせてチェックし
たい、オードリー・ヘプバーン写真集

http://www.tiffany.com/Locations/EventDetail.aspx?eventid=1063#
http://top.tsite.jp/lifestyle/i/38419356/photo/129583
http://top.tsite.jp/lifestyle/lifetrend/i/38418144/
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『Audrey Hepburn オードリー・ヘプ
バーン』

『Audrey Hepburn オードリー・ヘプバーン』

チャーミングな笑顔と卓越したファッションセンスで世界中を魅了し続けてきたオードリー・ヘ

プバーン。彼女と親交の深かった写真家マーク・ショウ、ボブ・ウィロビーの写真を中心に、フ

ァッション、映画、プライベートまで、1950～60年代の彼女の姿を写し取った全164点の傑作写
真を一挙収録。女優オードリー・ヘプバーンの魅力に迫る。

この写真集を購入する

■店舗情報

「The Blue Box Cafe（ブルーボックスカフェ）」

The Blue Box Cafe

世界の素敵な暮らしをお届け。「Global Lifestyle」

■取材国：アメリカ 
安部かすみ（あべ・かすみ）

2002年に渡米し、在ニューヨークの新聞社でのシニアエディター職を経て、2014年からフリーの編集者、
ライターに。ニューヨークから食やエンタメ、テック系などのトレンドを発信中。編集者歴は日米で20年。

HP　 Global Press　 Blog　 Twitter

関連記事

「オードリー・ヘプバーン」写真展、神戸で3月21日から開催

オードリー・ヘプバーンが通ったティールーム「Fornerod」。“ロバミルクのチョコレート”が話題

「写真展 オードリー・ヘプバーン」展示やグッズをレポート。日本橋で1月10日から

オードリー・ヘップバーンの写真集『Audrey Hepburn』9月発売。プライベート写真など約160点を
収録

オードリー・ヘプバーンの写真展、9月13日から京都・大阪・名古屋・札幌を巡回
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