２０１８年７月１１日
報道関係者各位
三菱地所株式会社

日本の中心、東京“丸の内”で日本各地の“おいしい”価値を再発見！

ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ．０２
日本の美味しいものに出会う旅～宮崎県～
神話のふるさとみやざきをシェフ自らが訪れ、考案したメニューを堪能！
～開催前日にはプレオープニングイベントも実施～

期
場

間 ： ２０１８年７月２５日（水）～８月２６日（日）
所 ： 新丸ビル７階 丸の内ハウス

三菱地所株式会社が運営する新丸ビル７階の飲食店ゾーン「丸の内ハウス」では、食を中心に日本各地の
文化を発見・発信するプロジェクト「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ 日本の美味しいものに出会う旅」の第二弾
として７月２５日（水）～８月２６日（日）に、宮崎県とのコラボレーション企画を展開します。
本プロジェクトは複数年を通じて、日本の中心東京“丸の内”の“街のゲストハウス”たる丸の内ハウスより、
ゲストのみならず国内外へと日本の食や文化を“美味しく”“趣深く”発信する２０２０年に向けた取り組みです。
毎回、個性豊かな９つの店舗のシェフが、日本各地で出会った食材や料理と各店の個性 が融合した逸品を
仕上げスペシャルメニューとして展開するなど、丸の内ハウスが日本の食・文化の発信地・中継地となり、美味と
ゲスト、生産者と消費者、地域と世界のそれぞれが結びつくことによる文化振興及び地域活性を目指します。
プロジェクト第二弾となる今回は、ご当地グルメも数多く、自然豊かな
宮崎県とのコラボレーション企画を実施します。同県の名産「宮崎牛」や
「みやざき地頭鶏」などを使用した約３６種類のイベント限定メニューを
各店舗より提供するほか、宮崎県が県内いたるところに神話ゆかりの
地 が存在 する、日 本の神 々のふるさとといえる地であることから、
シェフらが現地に訪れて実際に感じた、その地にまつわる文化を共に
感 じていただけるコンテンツも盛 り込 んでおります。地 元 の食 材 を
ふんだんに使 った料 理をお楽しみいただきながら、フロアの各所 で
みやざきの神話にも触れていただける、まさに宮崎県の魅力を詰め込んだ
企画です。

鬼の洗濯板に囲まれた自然豊かな青島
神話ゆかりの地青島神社を参拝

丸の内ハウスは、今後も日本の食と文化を積極的に発信していくとともに、お越しいただいた方にとって特別で
贅沢なひとときを提供してまいります。

各シェフの宮崎牛生産農場視察の様子

宮崎県の食材を使用したスペシャルメニュー（一例）
左：「宮崎牛のタリアータステーキ」（ＨＥＮＲＹ ＧＯＯＤ ＳＥＶＥＮ）
右：「宮崎きれいポークの酢豚風」（欧風小皿料理 沢村）

＜本件に関する報道関係の方のお問合せ先＞
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
ＴＥＬ：０３－４３２３－０１００ （平日９：３０～１８：００）

＜本件に関する一般の方のお問合せ先＞
丸の内コールセンター ＴＥＬ：０３－５２１８－５１００（１１：００～２１：００）
※但し、日曜・祝日は２０：００まで（連休の場合は最終日のみ２０：００まで）

「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ．０２」 詳細
今回は、綺麗で豊かな自然、水、食材に恵まれた宮崎県とのコラボレーション企画を実施。「みやざき地頭鶏」や
「都萬牛」に「宮崎産マンゴー」など産地や市場を訪ね、育成・製造方法や特長など素材の深部にまで触れることで
シェフ達が自信を持って採用した期間限定メニューを各店舗にて提供するほか、期間中の週末には宮崎の特産品を
販売するマーケットを実施するなど、丸の内ハウスと宮崎県とが掛け合わさることで生まれる新たな魅力を存分に
お楽しみいただけます。

◆開催概要
■開 催 期 間： ２０１８年７月２５日（水）～８月２６日（日）
■内

容： ・宮崎県の食材を使用したスペシャルメニュー約３６種の各店舗展開
・青島神社の結びこよりがグレートホールに登場
※開催期間中に各種ワークショップを開催予定。詳しくは丸の内ハウスＨＰに掲載します。

■主
■協

催： 宮崎県／（ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ）ＨＯＵＳＥ
力： エコッツェリア協会／Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｊａｐａｎ

◆宮崎県の食材を使用したスペシャルメニュー（一例）

チョウザメとキャビアのカルパッチョ
【ＨＥＮＲＹ ＧＯＯＤ ＳＥＶＥＮ】
チョウザメをカルパッチョにし、地野菜のサラダ風に
晩 柑 ドレッシ ング、少 しの塩 味 を加え、国 産
キャビアを添えました。

黒岩さんの「黒岩土鶏」と根菜の旨煮
小鍋仕立て
【ＭＵＳ ＭＵＳ】
黒岩さんのお肉と野菜を合わせて、宮崎の郷土
料理である、旨煮を作りました。鶏の旨味、根菜
の美味しさを楽しめます。

※商品によって提供時間が異なる場合あり

都萬牛のカルパッチョ
【ＲＩＧＯＬＥＴＴＯ ＷＩＮＥ ＡＮＤ ＢＡＲ】
低温調理し、味付けは塩胡椒のみ 。肉本来
の味を楽しめる逸品です。

都萬牛のミックスグリル

ソバキチ特製チキン南蛮

【欧風小皿料理 沢村】

【ソバキチ】

【東京和食 文史郎】

様々な部位を楽しめる一皿。塩はマルドンの塩、
オリーブオイルはトスカーナ産のものを使用し、
宮崎の青ゆず胡椒を添えました。

手間ひまかけてじっくりと育てられた“みやざき
地頭鶏”をソ バキチア レンジのチキン南蛮 に
仕上げました。自家製タルタルと甘辛ソースで
お召し上がりください。

冷や汁の定番は青魚ですが、みやざき地頭鶏を
使った冷や汁です。大和芋を入れ、御飯や野菜の
絡 みも 良 く、食 欲 が落 ちやす いこ の時 期 に
ピッタリな料理です。

宮崎県産マンゴーとパッション
フルーツを使った太陽の恵み酢豚

観音池ポークのリエット

みやざき地頭鶏カレー

【来夢来人】

【現バー】

【ＳＯ ＴＩＲＥＤ】

お酒 のつ まみ にも ピッ タリ な宮 崎 ブラン ド の
観音池ポークを使ったリエットです。

一度直火で焼いた香ばしい“みやざき地頭鶏”を
特製カレーにあわせました。食べごたえのある夏に
たべたい一皿です。

重たくなり がちな酢豚をマンゴーとパッション
フルーツで爽やかに仕上げました。

みやざき地頭鶏の冷や汁

このほか、宮崎牛、宮崎きれいポーク、しまうら真鯛、ヘベス等、
宮崎県ならではの食材を多数使用した、特別メニューをご用意いたします。
―詳細は丸の内ハウス HP（http://www.marunouchi-house.com/ ）にて近日中公開予定―

オープン前日には「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ．０２」プレイベント開催！
７月２５日からスタートする「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ Vol.２」をより楽しむためのオープニングイベント
「みやざきの食×神話セミナー」を開催します。
前半は、神社や神話の解説等でテレビでも御活躍の平藤喜久子先生によるセミナー、後半は「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ
ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ.２」で実際に提供するメニューを楽しめる交流会の二本立てのイベントです。

◆概要
■実 施 日 時 ：
■受
付：
■開 催 場 所 ：
■住
所：
■登 壇 者 ：

■主
■参
■申
■内

２０１８年７月２４日（火） １９：００～２１：３０
１８：３０～ ※当日の状況により時間が前後する可能性があります。
３×３ Ｌａｂ Ｆｕｔｕｒｅ
東京都千代田区大手町１－１－２ 大手町タワー・ＪＸビル１階
・河野 俊嗣（宮崎県知事）
・細包 憲志（三菱地所株式会社 執行役常務）
＜講演＞
・平藤 喜久子（國學院大學 教授）
・大館 真晴（宮崎県立看護大学 教授）
催：宮崎県／（ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ）ＨＯＵＳＥ／エコッツェリア協会
加 費：３，０００円（税込）
込 み：エコッツリア協会 Web サイトより http://www.ecozzeria.jp/
容： 第１部 みやざきの神話セミナー
テーマ：「神話を知って神社に行こう！」
日本の神話や神社について、宮崎にまつわる内容を中心に楽しく分かりやすく解説いただき、神話の
魅力に触れていただくセミナーです。
第２部 交流会
ビュッフェスタイルで「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ Ｖｏｌ.２」で実際に提供するメニューやドリンクを
一足お先にお楽しみいただけます。

メディア向け プレイベント タイムスケジュール
「ＨＯＵＳＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＪＡＰＡＮ Vol.２」の開催に先立ち、メディア向けイベントも開催いたします。
■実施日時：
■受
付：
■開催場所：
■住
所：
■登 壇 者：

２０１８年７月２４日（火） １８：４０～１８：５０ 予定
１８：３０～ ※当日の状況により時間が前後する可能性があります。
３×３ Ｌａｂ Ｆｕｔｕｒｅ
東京都千代田区大手町１－１－２ 大手町タワー・ＪＸビル１階
・河野 俊嗣（宮崎県知事）
・細包 憲志（三菱地所株式会社 執行役常務）

〈スケジュール〉 予定
１８：１０～ メディアセッション受付開始
１８：４０～ メディアセッション オープニングコメント
１８：４１～ 三菱地所 挨拶
１８：４３～ 宮崎県 挨拶
１８：４４～ 記念撮影～質疑応答等
１８：５０
終了

※取材希望の場合は丸の内 PR 事務局までお問い合わせください。
丸の内 PR 事務局 中村・桂・鳥居
TEL：０３－４３２３－０１００ MAIL：ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ＠ｏｚｍａ．ｃｏ．ｊｐ

≪参考情報≫
◆『丸の内ハウス』とは
“街のゲストハウス”をテーマにしたフロアには、個性的な９つのレストランやバーがあり、翌朝毎日
４時までオープン。（日・祝・連休最終日は２３時まで）スパニッシュイタリアン・和食・中華ダイニング
の他、お蕎麦、バー、喫茶も。一つのお店でゆっくり食事をしたり、フロア内をはしごしたり、テラスで
飲むのも楽しい。さらに木曜日や金曜日の夜はＤＪが入る他、アートやファッションのイベントも開
催。
【住
所】 東京都千代田区丸の内１-５-１ 新丸ビル７階
【営 業 時 間】 月～土 １１：００～翌４：００ ※店舗により異なる／日・祝・連休最終日 １１：００～２３：００
【テラス開放時間】 １１：００～２３：００ ※強風等により閉鎖する場合がございます。
【ホームページ】 http://www.marunouchi-house.com/
【F a c e b o o k】 https://www.facebook.com/marunouchiHOUSE



丸の内ハウスでカフェやレイトランチも
丸の内ハウスは夜だけではなく、お昼も営業しております。
ゆっくりとお休みいただけるカフェや、ランチメニューを１７時までご提供している店舗もございます。
また、開放感のあるテラスでも飲食をお楽しみいただけます。（テラスは１１：００～２３：００）



二次会でのご利用も
丸の内ハウスは平日毎日朝４時までオープン。（日・祝・連休最終日は２３時まで）スパニッシュイタリアン・
和食・中華ダイニング・お蕎麦など、様々な店舗がございます。



全９店舗のメニュー
丸の内ハウスでは、７階フロア内の共用席や東京駅舎を一望できるテラス席にて、各店舗のフードメニューを
お食事いただけます。会社のお仲間やご友人と来られた際も、1 つの店舗にこだわることなくお好きな店舗の
料理やドリンクをご注文でき、テラス席等でお楽しみいただけます。



音楽を楽しみながら
毎週木・金曜日の夜は個性派ＤＪが丸の内ハウスを盛り上げます。音楽を聴きながら、充実したお酒の
ラインナップで素敵な夜をお過ごしください。



リプライコール
丸の内ハウスでは、テイクアウトメニューをご注文の際に受信機をお渡しさせていただき、お料理の完成を
確実にお知らせする「リプライコール」を導入しております。 いつでもできたてのテイクアウトメニューを
お楽しみいただけるほか、混雑時の待ち時間も快適にお過ごしいただけます。

◆『丸の内ハウス』 店舗一覧

ＳＯ ＴＩＲＥＤ

欧風小皿料理 沢村

来夢来人

ソバキチ

ＨＥＮＲＹ ＧＯＯＤ ＳＥＶＥＮ

（ダイニング）

（熟成酵母パンと欧風小皿料理）

（喫茶・バー）

（蕎麦・酒・肴）

（ラウンジ ダイニング）

東京和食 文史郎

現バー

ＭＵＳ ＭＵＳ

ＲＩＧＯＬＥＴＴＯ ＷＩＮＥ ＡＮＤ ＢＡＲ

（和食酒場）

（バー）

（無国籍料理）

（スパニッシュイタリアン）

○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。

