２０１７年７月１２日
報道関係各位
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

- 今年９月に丸ビルは、開業１５周年を迎えます -

開業１５周年 丸ビルに４５店舗が新規＆リニューアルオープン！
開業１０周年の新丸ビルにも日本初出店含む８店舗が新たにオープン

左：ＢＲＥＥＺＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ （丸ビル３６階）、中央：丸ビル新ゾーン（３階ゾーンエントランス）、右上：ｅｒｉｃ Ｓ ｂｙ Ｅｒｉｃ Ｔｒｏｃｈｏｎ（新丸ビル５階）、
右下：Ｃｒｏｑ Ｓａｎｄ＆Ｃａｎｅｌé Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｍｉｔａｎ（新丸ビルＢ１階） ※写真は全てイメージ

本年９月６日（水）に開業１５周年を迎える丸ビルでは、ファッション及び飲食を中心に、４５店舗（新規２７店舗・
リニューアル１８店舗）が７月より順次新規＆リニューアルオープンいたします。
丸ビルは、２００２年の開業当初より、オリジナリティと高いクオリティを有した魅力的な街、丸の内エリアの
ランドマークとして活気と賑わいを創出してまいりました。
１５年目を迎える今年、丸ビルは２階、３階を中心にリニューアル。共用環境、デザインを一新し、ファッションや
雑貨業態の新しいショップが加わります。（１１月中旬オープン予定）
また、３５階・３６階のプレミアムレストランゾーンでは、３５階「マンゴツリー 東京（タイ料理）」、３６階「ＢＲＥＥＺＥ ＯＦ
ＴＯＫＹＯ（フレンチグリル＆バー）」がリニューアル。個室を充実させた新空間で、特別な日のおもてなしから
接待としての需要まで幅広くお応えします。その他にも、今後新たな店舗が新規オープンするなど、更なる魅力を
発信するため生まれ変わります。
加えて、丸ビルの約６０店舗では、日頃の感謝の気持ちを込めたＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ限定品やメニューをご用意し、
周年を盛り上げます。
さらに、今年４月に開業１０周年を迎えた新丸ビルも、「本物を知る大人の男女に上質な時間を」をキーワードに、
２０１８年春までにコスメゾーン「マルノウチボーテ」や飲食ゾーンにて、日本初出店等の店舗が順次新規オープン
いたします。
丸ビル及び新丸ビルは、就業者を含むお客様にとっての利便性向上をはかり、深化を続けてまいります。
＜この件に関する報道関係の方のお問合わせ先＞
三菱地所プロパティマネジメント株式会社 丸の内ＰＲ事務局 （平日９：３０〜１８：００）
TEL ０３−４３２３−０１００ ／ ＦAX ０３−３２６５−５１３５ ／ Ｅ-mail marunouchi@ozma.co.jp
＜イベントに関する一般の方のお問合わせ先＞
丸の内コールセンター TEL ０３−５２１８−５１００ （１１：００〜２１：００）
※日曜・祝日は２０：００まで（連休の場合は最終日のみ２０：００まで）

○参考情報：丸の内エリアのコンセプトワードについて

「Dynamic Harmony」は、丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町・常盤橋地区）のまちづくりコンセプト「Open」「Interactive」「Network」「Diversity」
「Sustainable」をベースにした、丸の内エリアの多様なあり方を表現したワードです。「あらゆるものをダイナミックに調和させ、新たな価値を生み
出す街」丸の内。それは、私たち三菱地所が世界に発信する街のあり方です。

【丸ビル】 新規＆リニューアル
本年９月６日（水）に開業１５周年を迎える丸ビルは、２階、３階のフロアを中心にテナント構成から共用部
のデザインまで一新し再構築します。
２階はメンズ・レディスの総合ファッションを導入。加えて、３階はカフェ、レディスファッション、アクセサリー、化粧雑貨
までが一堂に揃ったゾーンに生まれ変わり、２階、３階の丸の内仲通り側ゾーン一体をリニューアルいたします。
（２階、３階ともに１１月中旬オープン予定）
また、３５階・３６階のプレミアムレストランゾーンでは、個室を充実させた新空間で、特別な日のおもてなしから
接 待 としての需 要 まで幅 広 くお応 えします。その他 の既 存 店 舗 も今 秋 には順 次 リニューアルし、ますます
パワーアップして参ります。

※リニューアルイメージ

リニューアル店舗一例
７月１日リニューアルオープン

マンゴツリー 東京

８月１５日リニューアルオープン予定

／タイ料理（３５階）

バンコク、ロンドンに続く世界３店舗目として丸ビル開業と共に
オープンしたタイ料理店「マンゴツリー 東京」。今回のリニューアル
では、地上３５階の大きなサッシュから眺める景色はそのままに、
高い天井を活かした開放的な環境の中、「新しい時代のノスタルジー」
をコンセプトに、懐かしさと新しさを兼ね備えた空間に生まれ
変わりました。好評のランチブッフェや旬の厳選素材を使った
ディナーをお楽しみ下さい。

ＢＲＥＥＺＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ

／フレンチグリル＆バー（３６階）

東京の大パノラマを３つのエリア（ダイニング、セミ・プライベート、
バー）で楽しめるスタイリッシュなフレンチグリル＆バー。
厳選した旬の食材を、こだわりの火入れでグリルしたフランス
料理をアラカルトとコースで提供。ペアリングは、ワインのほか
クラフトカクテル、クラフトビールを。
ランチ、ディナー、アフターディナーに大人のハングアウトプレイス
（遊び場）としてお楽しみいただけます。

※画像はイメージ

※画像はイメージ

２０１７年春の新規＆リニューアル店舗／５店、２０１７年秋新規＆リニューアル店舗／４５店、２０１８年春までの新規＆リニューアル店舗／８店

２０１７年春から２０１８年春にかけて、合計５８店舗が新規＆リニューアルオープンいたします
※店舗詳細は秋頃リリース予定

丸ビル １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ限定品・メニュー

※価格は全て税込み

丸ビルでは開業１５周年を記念して、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めたＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ限定品ならびに
メニューを約６０店舗にて、９月６日（水）より販売開始いたします。

ソデレースニット

スムースニットガウン

ジャージワンピース

【アクアガール（丸ビル２F）】

【ドゥーズィエム クラス（丸ビル１F）】

【アン レクレ（丸ビル４F）】

袖部分のレースのあしらいが涼しげなサマー
ニット。フェミニン、カジュアルなど、多彩なスタイル
のコーディネートに映える１着です。
（限定数各色２０〜３０着／１４，０４０円）
※展開色：ブラック、ボルドー、オフホワイト

ちょっと肌寒い日に、重くなりすぎずに着られる
スタイリッシュなシルエットのガウンニットは、秋冬
のマストアイテム。トレンドカラーのカーキ色は、
落ち着いた印象 ながらもおしゃれ感をアップ
してくれます。
（限定数３０〜４０着／３８，８８０円）

メリハリのあるシルエットが特徴的なエレガントな
「アン レクレ」オリジナルのワンピース。
ジャージ素 材 のためシワにならず、オール
シーズン着用が可能。通勤にもふだん使いに
も活躍してくれます。
（限定数８０着／１９，４４０円）

スーツ（上下ストライプ）
【ビアッジョ ブルー（丸ビル４F）】

トラベルバック付き
２WAY ブラウスセットアップ

ウール高 混 率 のストライプ素 材 のスーツ。 【WHITE THE SUIT COMPANY（丸ビル４F）】
ジャケットは美シルエット、かつ内ポケット付きで シワになりにくい伸縮性素材のブラウスセットアップ
実用性を意識し、スカートはラップ風で女性らしい （サッシュベルト付き）。ブラウスは前後逆でも着用
デザインに。着心地抜群の２ＷＡＹストレッチ できる２ＷＡＹタイプ。折りたたんで収納できる専用
が特徴です。
バッグ付きなので、旅行などにも便利です。
（限 定 数 ＪＫ各 色 ２２着 、ＳＫ各 色 ２５着 ／
（限定数２０セット／１５，１２０円）
ＪＫ３４，５６０円、ＳＫ２１，６００円）
※展開色：ブラック
※展開色：ブラック、グレー

レザーV カットパンプス

１５周年限定プリザーブドフラワー

Ｋ１０ＹＧブルーサファイア・
ダイヤモンド・ホワイトトパーズネックレス
【スタージュエリー（丸ビル３F）】
ダイヤモンドで輝く三日月の上に、太陽を模した
ブルーサファイアをあしらった繊細なデザインの
ネックレス。チェインの途中にあるホワイトトパーズ
の星モチーフが可憐なアクセントになっています。
（限定数未定／３３，４８０円）

セレクション ド ショコラ

【ボワソンショコラ 丸の内店（丸ビル３F）】

【花慶（丸ビルＢ１Ｆ）】

【ドゥバイヨル（丸ビルＢ１Ｆ）】

深すぎず浅すぎず、フィット感と履き心地にも
こだわったＶカットパンプスは、すっきり美脚と女性
らしさを演出してくれます。
（限定数ネイビースウェード２０足、ブリック１５足
／１４，０００円）
※展開色：ネイビースウェード、ブリック

ピンクやパープルなどのローズを組み合わせ、
丸ビルの１５周年をお祝いする華やかさの中にも、
気品を感じさせるプリザーブドフラワー。贈り物
などにも重宝する１品です。
（限定数３０点／５，４００円）

ベルギーの高級チョコレートショップ「ドゥバイヨル」
から、丸ビル限定のデザインＢＯＸに定番人気と
限定ショコラを詰め合わせた、丸ビル１５周年
のためのオリジナル商品が登場します。
（限定数１００点／２，１６０円）

【新丸ビル】 新規オープン店舗詳細
本 年 ４月 ２７日 （木 ）に開 業 １０周 年 を迎 えた新 丸 ビルは、「本 物 を知 る大 人 の男 女 に上 質 な時 間 を」を
キーワードに、日本初出店となる店舗を含むバラエティ豊かな８店舗が新たにオープン。
さらに今秋には、コスメゾーン「マルノウチボーテ」においても、新規店舗がオープンの予定です。
新規オープン店舗
日本初出店

１０月下旬新規オープン予定

ｅｒｉｃ Ｓ ｂｙ Ｅｒｉｃ Ｔｒｏｃｈｏｎ

／ワインビストロ（５階）

フランス版"人間国宝"と称されるＭ.Ｏ.Ｆ受賞のエリック・
トロションが造り出す「今のパリを切り取った日本のビストロ」。
定番のビストロ料理から、今パリで人気の料理までを
「エリック流」にアレンジしてご用意いたします。日本で
芽吹く新しいエリックの料理をご堪能ください。
※「ｅｒｉｃ Ｓ ｂｙ Ｅｒｉｃ Ｔｒｏｃｈｏｎ」イメージ

１０月下旬新規オープン予定

日本初出店

Ｃｒｏｑ Ｓａｎｄ ＆ Ｃａｎｅｌé Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｍｉｔａｎ
／フランス菓子・カジュアルワインバル（B１階）

クロック・ムッシュやカヌレといったフランスの伝統料理を
フランス国家最優秀職人章（Ｍ.Ｏ.Ｆ）受賞のエリック・トロション
が現代風にヴァリエーション・アレンジ。
見た目もかわいい「カヌレカヌレ」はちょっとした手土産
にもおすすめです。「昔ながら」を感じさせる「今ドキ」の
※「Ｃｒｏｑ
カジュアル・バルも併設。

Ｓａｎｄ ＆ Ｃａｎｅｌé Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｍｉｔａｎ」
イメージ

※両店をプロデュースする
エリック・トロション氏

【その他新店舗】
フロア

５階

５階

店名（法人企業名）

新規

新規

ＣＡＦＥ＆ＬＯＵＮＧＥ ＴＲＩＣＯＬＯＲＥ

ＭＡＩＳＯＮ ＢＡＲＳＡＣ

オープン日

＜業態＞コンセプト

７月１５日

＜飲食／カフェ＞
新丸ビル５ＦのＦｏｙｅｒ（ホワイエ）。様々な人々が集うホテル
ロビーカフェをイメージした空間で、ハンドドリップコーヒー
やアルコール、お食事を楽しみながら少し贅沢なライフスタイル
をお楽しみいただけます。

７月２２日

＜飲食／フレンチ・ダイニングバー＞
丸の内の人気路面店「ＭＡＩＳＯＮ ＢＡＲＳＡＣ」が新たな
コンセプトにて移転オープン。フランスの定番料理にフルーツ
のエッセンスを加えた色彩豊かで健やかな新スタイルの
フレンチダイニング。シャンパーニュ・シードル・クラフト
ビールなどソムリエ厳選の「泡」を気軽に楽しめます。

５階

新規

ＺＥＡＬＡＮＤＥＲ ｂｙ ＴＥＲＲＡ

９月下旬

５階

新規

ＫＯＲＥＡＮ 水刺間

１０月上旬

５階

新規

Ｔｈｅ ＩＮＮＯＣＥＮＴ ＣＡＲＶＥＲＹ

１０月下旬

５階

新規

焼鳥・ジビエ・ワイン 鳥歐

１０月下旬

＜飲食／モダンニュージーランド料理＞
ニュージーランドの安心安全な食材とワインを、本場の
雰囲気を体感できる店内でお楽しみいただけます。グリル
で仕上げたジューシーなラムやビーフ、ムール貝やキング
サーモンなどの新鮮なシーフード。「本物」のモダンニュージー
ランド料 理 とそれを彩 る厳 選 ワインを東 京 の中 心 地 、
丸の内で存分にお楽しみください。
＜飲食／韓国料理＞
創業１８年、代官山李南河から始まり、多くのお客様から
長年支持されるコリアンダイニング。当店初の黒豚料理、
李家秘伝のプルコギや名物のチヂミなど、こだわりの料理
の数々を是非ご賞味ください。
＜飲食／焼肉レストラン＞
日本が誇る和牛の食べ比べを楽しむＷＡＧＹＵレストラン。
多様な銘柄と部位で食感や融点による口溶けの違い、
そして個性豊かな和牛の旨味をご堪能いただける、まさに、
和牛体験の新境地をご提供します。
＜飲食／焼鳥・ジビエ・ワイン＞
希少な地鶏・国産ジビエを１本１本部位ごとに、素材を
活かした味付けで提供される串焼き。
串に合わせた、希少な自然派ワインも多数取り揃えております。

２０１７年春の新規＆リニューアル店舗／２７店、２０１７年秋新規＆リニューアル店舗／１４店、２０１８年春までの新規＆リニューアル店舗／１店

２０１７年春から２０１８年春にかけて、合計４２店舗が新規＆リニューアルオープンいたします

