2018 年 5 月 10 日
報道関係各位
三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
グッドモーニングス株式会社
感性を刺激する、丸の内の新立ち寄りスポット
カフェとして毎日営業するだけでなく、季節に応じて企業や地域と様々なコラボレーションを実施する

『Marunouchi Happ. Stand & Gallery』
5 月 25 日（金）丸の内仲通りに OPEN！
コラボレーション第 1 弾として 5 月 25 日（金）～5 月 26 日（土）の期間限定で
アウトドアブランド「スノーピーク」とコラボしたキャンピングオフィスが登場！

三菱地所株式会社及び三菱地所プロパティマネジメント株式会社は、丸の内を南北に貫く「丸の内仲通り」で就
業者・来街者の方々に快適に過ごして頂くために、パブリックカフェ『Marunouchi Happ. Stand & Gallery（マ
ルノウチ ハップ スタンドアンドギャラリー）
』
（以下、
「Marunouchi Happ.」）を 5 月 25 日（金）
、丸の内二丁目
ビル 1 階にオープンします。
「Marunouchi Happ.」は、丸の内の就業者・来街者の方が普段使い出来るカフェ空間とメニューを提供するこ
とに加え、季節に応じて企業や地域とのコラボレーションにより、“うつりかわる季節の体感”や“これまで丸の内に
なかったもの”をコンセプトにフードメニュー、ドリンクメニューやカフェ空間のレイアウト等が変化するパブリッ
クカフェです。運営については、全国各地で食と文化を融合した店舗の企画運営を行うグッドモーニングス株式会
社に業務委託します。
記念すべきコラボレーションの第 1 弾として、オープン日である 5 月 25 日（金）～5 月 26 日（土）の期間限定
でアウトドアブランド「スノーピーク」とタイアップします。
店舗が接する丸の内仲通りで毎日昼間に歩行者天国を実施する丸の内仲通りアーバンテラスに新しいワークプレ
イスの在り方として「キャンピングオフィス」を展開するほか、空間に合わせてオリジナルのテイクアウトメニュ
ーも登場します。

「Marunouchi Happ.」 外観イメージ

三菱地所グループは、「Marunouchi Happ.」を通して、 “うつりかわる季節の体感”や“これまで丸の内になかったもの”
を提案することで、多くの就業者や来街者の皆様に愛される街づくりを推進していきます。

■ 『Marunouchi Happ. Stand & Gallery』について
＜概要＞
【 店 名 】 Marunouchi Happ. Stand & Gallery（マルノウチ ハップ スタンドアンドギャラリー）
【 住 所 】 東京都千代田区丸の内 2 丁目 5 番地１ 丸の内二丁目ビル 1 階
【店舗企画】 三菱地所株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社
【店舗運営】 グッドモーニングス株式会社
【 開 店 日 】 2018 年 5 月 25 日（金）
【営業時間】 月～金

8:00 ～22:00 （フード 21:00LO / ドリンク 21:30LO）

土/祝前日

11:00～22:00 （フード 21:00LO / ドリンク 21:30LO）

日/祝日

11:00～20:00 （フード 19:00LO / ドリンク 19:30LO）

外観イメージ

内観イメージ（通常時）

内観イメージ（イベント時）

＜コンセプト＞
“HAPPENING IS HAPPY” これからの丸の内、はじめます。
2018 年 5 月 25 日。丸の内 2 丁目 5 番地 1。
丸の内仲通りに面した約 10 坪の区画に、「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」が誕生します。
そこは、雑誌のように次々とテーマが入れ替わる POP UP GALLERY。
インディペンデントに活躍する企業やベンダー、まだ誰も知らない地域の掘り出しものや世界の最先端と垣根を越えてコラボレーション。
毎回、何が起きるのか分からないドキドキをあなたに届けます。
豆の個性を愛でたスペシャリティコーヒーに世界を代表する作り手が醸造したクラフトビール、北海道十勝産の小麦を惜しげもなく使った
オリジナルトーストをご用意。毎日、変わることない美味しさであなたを出迎えます。
本物とじっくり向き合ってきた丸の内に、今度は心躍る出会いと驚きをトッピング。より一層、街が幸せで満たされますように。
HAPPENING IS HAPPY. ようこそ Marunouchi Happ.へ。

＜位置図＞

＜カフェメニューとオリジナル開発先＞

※メニューを一部抜粋

各社と開発した店頭でしか味わえないオリジナルメニューを提供します。
■Morning Menu（8:00~11:00）

■Lunch Menu（11:00~15:00）
LAUNCH SET \950～

■Tea Menu（15:00~18:00）

▼Coffee

■Dinner Menu（18:00~22:00）

▼Craft beer

ROASTERY ”IFNi ROASTING & CO.”
静岡市を拠点に、コーヒー豆の焙煎/卸業/販売を行う。
飽きのこない本質的な旨味あるコーヒーを追求。
今回、丸の内で永く愛されることを目指した、オリジナ
ルコーヒーを開発。

『伊勢から世界へ』を合言葉のもとビールの醸造を開始。
2000 年に Japan Beer Cup で金賞を受賞。2003 年に
は日本企業で初めてとなる AIBA 金賞とベストオブクラ
スウイナー賞を受賞。今回、世界中のビール賞で金賞を
受賞したペールエールに新たなホップを加えた、オリジ
ナルビールを開発。

▼Toast

北海道十勝で 1950 年に創業し、十勝小麦 100％を使用し、
農業生産者とともに十勝ならではの味わいあるパンをつく
り続けてきたファーマーズベーカリー「満寿屋商店」
。
小麦から水まで、すべて北海道十勝産を使用。
今回、究極までにこだわったオリジナルトーストを提供。

■ アウトドアブランド「スノーピーク」とのコラボレーションについて
＜コラボレーション概要＞
【 期 間 】 2018 年 5 月 25 日（金）・26 日（土）
【営業時間】 12：00～14：00
※「Marunouchi Happ.」の営業は通常通りになります。
【コラボ先 】 株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
【 内 容 】 ・新たなオフィスの形としてアウトドア用品を用いたオフィス
空間である「キャンピングオフィス」を丸の内仲通りにて展開。
・オリジナルカフェメニュー提供
・トークサロン「Marunouchi Happ.で考える〜人生 100 年時代の働き方〜」開催

＜株式会社スノーピークビジネスソリューションズ＞
【会社情報】所在地：愛知県岡崎市能見通 1－61
代表者：代表取締役 村瀬 亮
事業内容：1.組織及び地域活性化のための各種研修事業
2.組織及び地域活性化のための各種ツール、アプリ、システムの販売および導入支援
3.組織及び地域活性化のためコンサルティング事業

＜トークサロン「Marunouchi Happ.で考える〜人生 100 年時代の働き方〜」について＞
【開 催 日】 2018 年 5 月 30 日(水）
【開催時間】 トークサロン 19：00～20：00 / 懇親会 20:00～21:00
【参加費用】 トークサロン：無料 懇親会：キャッシュオン
【参加方法】 予約不要。直接ご来店ください。
【定

員】 先着 20 名様 ※満席の場合ご入場いただけない可能性がございます。

【内

容】

アウトドアで働き方改革のパイオニア「スノーピークビジネスソリューションズ」とのコラボレーションに際し、Marunouchi Happ.では
5/31 まで「働き方改革」をテーマとした書籍の展示・販売を行います。また会期中、上記テーマにてトークサロンを開催します。
長生き、雇用環境の変化、等々ますます激動の時代をどう自分らしく生きぬくのか。ライフ(人生)とワーク(仕事)のバランスは如何に図って
ゆくのがよいのか。各々の立場で、そのテーマに向き合う 3 名が持論を語り合います。
パブ感覚の立ち飲みスタイルで気軽にご参加いただけます。
スピーカー：
西田 司

（建築家、株式会社オンデザインパートナーズ代表）

岡部 祥司（株式会社スノーピークビジネスソリューションズ OSO/TO エバンジェリスト、NPO 法人ハマのトウダイ共同代表）
水代 優 （グッドモーニングス株式会社代表、Marunouchi Happ.企画運営）

■ 各社概要について
三菱地所株式会社
東京・丸の内における街づくりをはじめ、オフィスビル・商業施設・住宅・ホテ
ル等の開発・運営等数多くのプロジェクトを手掛ける総合不動産デベロッパー。

三菱地所プロパティマネジメント株式会社
オフィスビルや複合ビル、商業施設等の運営管理から工事・修繕・企画・コンサ
ルティングに加え、イベント・プロモーションによる周辺エリアの活気あふれる
街づくりをトータルでマネジメント。

グッドモーニングス株式会社
2012 年設立。東京・丸の内や神田をはじめ、全国各地で「場づくり」を行い、地
域の課題解決や付加価値を高めるプロジェクトを数多く仕掛ける。食・カルチャ
ーを軸に、地域おこしのプロデュース、店舗の企画運営からコミュニティづくり、
街のメディア制作まで幅広く手掛け、日本の良さを国内外へ積極的に発信してい
る。

NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会 （リガーレ）
大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会が策定した「大手町・丸の内・有
楽町地区まちづくりガイドライン」の趣旨・内容を尊重しながら、大手町・丸の
内・有楽町地区を中心とした地域の活性化や環境改善、コミュニティの形成に関
する事業を推進しており、公的空間である丸の内仲通り「アーバンテラス」の運
営を行っている。
※同協会は 5 月 25 日・26 日のスノーピークビジネスソリューションズ社とのコラボレーシ
ョン時にイベント協力する。

■ 参考：丸の内仲通りの整備について
三菱地所は、2002 年の丸ビル竣工に合わせ、丸の内エリアのメインストリートである丸の内仲通りを再備。“ク
ルマのための通路”から“人が中心の空間”へとリニューアルすべく、歩道：車道：歩道の幅員をそれまでの 6m：
9m：6m から 7m：7m：7m に※。あわせて車道を共通の舗装（アルゼンチン斑岩）とし、樹木も四季の感じられ
るケヤキを植栽。 ※区道 1m＋各民有地における建物の壁面後退 6m
現在では、季節に応じて各種イベントを開催。劇的な変化が評価され、2014 年度グッドデザイン賞を受賞し、国
土交通省の主催する「平成 27 年度都市景観大賞」において大賞（国土交通大臣賞）を受賞したほか、2015 年 3 月
には東京圏で初めてとなる国家戦略特区における「国家戦略道路占用事業」の適用区域に認定され、アーバンテラ
スなど道路空間を活用したイベント等の開催へ向けた手続きをさらに進めている。
現在の丸の内仲通り

1960 年代の丸の内仲通り
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（歩道 1m＋車道 7m＋歩道 1m）

＜アーバンテラスとは＞
2015 年に「国家戦略道路占用事業」の適用区域に丸の内仲通りが指定され、平日は 11 時～15 時、週末は 11 時
～17 時に車両の交通規制が行われ、通年でアーバンテラスが実施されています。

アーバンテラス実施時の写真

＜アーバンテラスでの Free-Wi-Fi の設置について＞
「Marunouchi Happ.」のオープンに合わせ、5 月 24 日（木）より 1 カ月間、アーバンテラス実施区間内の
「Marunouchi Happ.」周辺と丸ビル前にて Free-Wi-Fi サービスを実施します。丸の内仲通りでは初の Free-Wi-Fi
サービスとなります。今回は実証実験を目的とした 1 カ月限定の実施となりますが、今後も増加する訪日外国人や
来街者の満足度向上に向け、丸の内エリアでの Free-Wi-Fi サービス拡充を目指して参ります。
※電波状況や混在状況により Wi-Fi が繋がりにくい場合があります。事前の告知なしに Free-Wi-Fi サービスを中断する場合があります。

■ 参考：丸の内で行われる主なイベント一覧

2005 年～
ラフォルジュルネ エリアコンサート
来場者数約 50,000 人(2016 年実績)

2005 年～
打ち水プロジェクト
参加人数約 2,800 人(2016 年実績)

2015 年～
丸の内ラジオ体操
参加人数約 1,500 人(2016 年実績)

2002 年～
丸の内イルミネーション
来場者数約 670 万人(2016 年実績)

2017 年～
仲通り綱引き大会
参加人数約 240 人(2017 年実績)

2011 年～
丸の内行幸マルシェ
来場者数約 21 万人(2015 年実績)

■

参考：丸の内エリアの歩行者通行量

2013 年～
丸の内盆踊り
参加人数約 13,000 人(2017 年実績)

2007 年～
藝大アーツ イン 丸の内
来場者数約 30,000 人(2016 年実績)

2009 年～
丸の内駅伝
参加人数約 500 人(2017 年実績)

