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グリーンオーク・インベスト・マネジメント株式会社
三菱地所株式会社

NYで話題の “ローマン&ウィリアムス“ がデザイン

「青山一丁目」駅直結の「青山ビルヂング」に
7人の気鋭の料理人が集結する、注目のレストランフロア
AOYAMA FIRST AVENUE

「青山一番街」
2018年9月7日(金) グランドオープン!!
グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社と三菱地所株式会社が所有する「青山ビルヂング」は2015年9月より
大規模なリニューアル工事を進めておりましたが、この度リニューアル工事が完了し、地下1階において、再出店及び新規出
店の飲食7店舗で構成されるレストランフロア「青山一番街」が2018年9月7日（金）にグランドオープンします。
リニューアルにおいては、設計デザインにヴィンテージミックスを得意とし、ニューヨークの人気デザイン・ホテル「ACE」や
「VICEROY」などを手がけ、人々を魅了する洗練されたリノベーション空間を創出することで知られる話題のデザイナー
“ROMAN AND WILLIAMS BUILDING AND INTERIORS（ローマン・アンド・ウィリアムス・ビルディング・アンド・インテリア
ズ）”を迎え、都会でありながらも緑豊かな自然を残す青山一丁目駅にシンボリックなビルとして生まれ変わりました。
地下1階のレストランフロア「青山一番街 (AOYAMA FIRST AVENUE)」は、世界中の様々なパートナーとコラボレーション
することで樹木のように育て広げることを追求し続ける集団、ソルト・グループがプロデュースを行いました。デザイン界で注
目のローマン&ウィリアムスが創り出すモダンヴィンテージな空間の中で腕を振るうのは、気鋭と謳われる7名の料理人です。
美食家の舌をも唸らせる毎日通っても飽きのこないシンプルでありながら細部にまでこだわった料理を堪能いただけます。
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巨大塊肉とワインの専門店 70年の歴史を持つ、肉専門店の新ブランド

Vin Viande AOSHIMA ｜料理人

福井 徹 / TORU FUKUI

老舗肉専門店“せいとう”は、肉とワインで勝負。フレンチ、イタリアンを中心に経験を積み、料理人歴33年の福井徹が、自信をもっ
て選び抜いた肉をできるだけ大きなまま焼き上げ、旨みをギュッと凝縮させた状態で提供いたします。自社で保有する“せいとう
ファーム”直送の有機野菜を生かした前菜や一品料理にもご期待ください。
創業70周年の老舗肉専門店が勝負する今回の目玉は、毎日19時に焼き上げる8kg超の
牛塊肉ロースト。豪快にお客様の目の前でカットサーブいたします。自社ファームの野菜
を使用したサラダや、美しい層を描くグラス前菜も合わせてお召し上がりください。

リブロース
300g〜 ¥4,860（税込）

炙りたらば蟹
セロリアックのサラダ
¥2,376（税込）

有機人参ムース 生雲丹 オムール海老のジュレ
1個 ¥864（税込）

【営業時間】｜ランチ 11:00〜（LO. 14:30）/ディナー 17:00〜（LO.22:30）/土曜日 ディナー 17:00〜（L.O 21:30） ｜【定休日】日・祝
【席数】64席 ｜【TEL】03-3403-3461

中華レストラン

ﾘﾆｭｰｱﾙ
OPEN

青山で40年、守り続ける変わらぬ味

日比谷園 ｜料理人

葉 偉 / Ye Wei

上海出身、1990年に入社以来この道27年の料理長・葉偉。2016年には代表に就任するも、こよなく現場を愛し、毎日腕を振るう。
長年の経験とこだわりの自家製調味料、オリジナルの香辛料が美味しさの秘訣です。自家製芝麻醤をたっぷり入れた濃厚で深い
味わいの「担々麺」は、多い時で1日に200食も出るほどの看板メニューです。
3種の唐辛子に、八角、ニッキ、ネギ、生姜、玉葱、りんご、山椒、陳皮で丁寧に作り上げた
自家製ラー油とお店で炒った国産磨き胡麻をふんだんに使用した一品。香り高い花山椒
が食欲を増進させる「四川麻婆豆腐」や、コクのある「からすみ炒飯」もお勧めです。

担々麺
¥1,080（税込）

四川麻婆豆腐
¥1,080（税込）

からすみ炒飯
¥2,138（税込）

【営業時間】｜ランチ 11:30〜（LO. 14:30）/ディナー 17:00〜（LO.21:30）/土曜日 17:00〜(LO.21:00)/祝日 17:00〜（LO.20:30）
【定休日】日 ｜【席数】65席｜ 【TEL】03-3401-3710
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おでん

迫力あるおでん鍋に目を奪われる

鶏だしおでん かしみん ｜料理人

清水 明 / AKIRA SHIMIZU

独自に選び抜いた九州地鶏にとことんこだわり、“え？これもおでんに？”と思う様な進化系おでんが楽しめる専門店です。お酒は、
おでんとのマリアージュを意識して、様々な地域より日本酒・焼酎・果実酒を取り寄せています。

九州鶏の様々な部位と野菜で煮込んだコラーゲンたっぷりの鶏だしで、おでんの具材を
6時間煮込んだ自慢のおでん。強火で焼き上げた骨付鶏もも炭火焼は、親鶏ならではの
鶏本来の旨味としっかりした噛み応えが特徴でカリッとジューシーな仕上がり。
ヴェルサイユな卵は看板メニューです。

おでん おまかせ盛り合わせ
1人前 ¥1,600〜（税込）
（写真は2-3人前）

骨付鶏もも炭火焼
¥1,180（税込）

ヴェルサイユな卵
¥350（税込）

【営業時間】｜ランチ 11:00〜（LO. 14:00）/ディナー 17:00〜 （LO. 22:00）/ 土曜 17:00〜（LO. 22:00）｜【定休日】日・祝
【席数】｜55席｜【TEL】03-6812-9740

さかな
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酒と肴と米 記憶に残る美味しい白ご飯と四季の和食

否否三杯 ｜料理人

中東篤志 / ATUSHI NAKAHIGASHI

いやいやさんばい

京都の名店「草喰なかひがし」の主人・中東久雄を父にもち、ニューヨークと日本を拠点に“日本の食”にまつわる事業を展開する
中東篤志の監修による、野菜や魚を主軸にした身体に優しく、心も和む和食。昼は炊き立ての白いご飯と具だくさんのお汁を添え
た日本のお昼ご飯、夜は、“否否（いやいや）〜”と言いながら三杯、四杯とご飯やお酒が進む料理をご用意します。
京都8代目儀兵衛から、その時期ごとに味のバランスを見て選び抜いた３種の米をブレンド
して炊き上げる艶やかな釜炊き白ご飯は記憶に残る味わい。厚みのあるランプ肉で仕上げ
た「ヒーフカツ」、信州味噌、茗荷、紫蘇の風味豊かな「鯵のなめろう」もお勧めです。

つどつど炊き上げる釜炊きご飯
¥918（税込）

鯵のなめろう
¥972（税込）

ビーフカツ
¥3,888（税込）

【営業時間】｜ランチ 11:30〜（LO. 14:00）/ディナー 17:00〜（LO.22:00） ｜【定休日】日・祝 ｜【席数】40席｜ 【TEL】03-3470-1838
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OPEN

うどん 打ち立て、湯がきたて、至極の一杯を

手打うどん いわしや ｜うどん職人

柾木康宏 / YASUHIRO MASAKI

兵庫県・西宮市に店舗を構えて12年。客足が途絶えることのない人気店が、ついに東京へ初出店。天候・湿度・温度
と日々戦いながらその時々で調整しながら麺打ちを行い提供。手間暇かけて作り出す本格手打ち麺と、いりこや昆布、
数種の魚粉で仕上げた特性出汁の旨みを堪能ください。
茹でたあと、冷水で締めた「ぶっかけ」のコシの強さは一級品。レモン、青ネギ、生姜、お好み
で天かすもたっぷり乗せてお召し上がりください。釜あげ麺にたまごをからめて食べる「かまた
まうどん」や、舞茸、紅生姜、茄子ほか、豊富に揃った14種の天ぷらも人気です。

釜玉
¥580（税込）

天ぷら
¥120〜（税込）

ぶっかけ（冷）
¥630（税込）

【営業時間】｜平日 11:00〜（LO. 19:45）/土曜 11:00〜17:00 (麺が無くなり次第終了)｜【定休日】日・祝・GW・お盆・年末年始
【席数】40席｜【TEL】03-6812-9822
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サスティナブルグリル

熟成肉にこだわった、豪快炭焼きステーキ

THE BURN ｜料理人

米澤文雄 / FUMIO YONEZAWA

三ツ星レストラン「ジャン・ジョルジュ NY」のスーシェフを務め、2014年に帰国後「ジャン・ジョルジュ 東京」の総料理長に就任した
米澤文雄が、新たなステージに選んだのは「THE BURN」。熟成期間65日以上のステーキは、驚くほど芳醇な香りを味わえる。
肉、魚、野菜、すべてにおいて環境と人に優しい食材をセレクトし、素材の味が引き立つお料理をお届けします。
赤身の旨み、脂身の甘みを引き立てる、瀬戸内産窯焼き製法の塩で素材の持つ極上の味
わいを堪能いただける熟成肉のステーキ。ハラペーニョがアクセントになった色鮮やかな
「アボカドトースト」、季節によりフルーツが変わる「シグネチャートマトサラダ」はお勧めです。

骨つき熟成肉
100g ¥2,300〜（税込）/ 500g よりオーダー可

アボカドトースト
¥1,200（税込）

シグネチャートマトサラダ
¥1,850（税込）

【営業時間】｜ランチ 11:30〜（LO. 14:00）/ディナー 17:30〜（LO.22:00） ｜【定休日】日・祝 ｜【席数】96席 ｜【TEL】03-6812-9390

香辛鍋料理 香辛料をたっぷり味わう美容と健康にも嬉しい料理

NEW
OPEN

香辛 ｜スパイス職人

トゥシータ / THUSHITHA

オリジナルスパイスを追い求め、スパイス調合の試行錯誤と様々な調理経験を重ね、オリジナルのブレンドスパイに
たどり着いたトゥシータが生み出す香辛料をたっぷり使った“香辛鍋料理専門店”。鶏ガラ、豚ガラ、野菜、果物を入
れ8時間以上煮込み、スパイス・生薬を20種類以上入れさらに1時間煮込んだ滋養たっぷりのスープが美味しさの秘
訣。自家製コーラやブレンドティーなど、とことん自家製にこだわっています。

香辛料の旨みを存分に味わえる丁寧に仕上げたスープが決めての特製香辛鍋は自慢の
逸品。ミャンマーの人気発酵茶葉のサラダをアレンジした生春巻きや、豚肉、ニラ、椎茸を
具材に、八角や生姜をブレンドしたオリエンタル風味の餃子もお勧めです。

香辛特製餃子
5個 ¥650（税込）

発酵茶葉の生春巻きサラダ
1本 ¥650（税込）

特製香辛鍋
1人前 ¥4,300（税込） ※2名様より注文可
（写真は2人前）

【営業時間】｜ランチ 11:30〜（LO. 14:30）/ディナー 17:00〜（LO.22:00） ｜【定休日】日・祝 ｜【席数】46席｜ 【TEL】03-6812-9385

青山一番街｜施設概要

所 在 地 ：

東京都港区北青山1-2-3 青山ビルヂング地下1階

アクセス：

東京メトロ銀座線・半蔵門線、 都営大江戸線
「青山一丁目」駅 直結

店 舗 数 ：

7店舗

設 計 者 ：

ROMAN AND WILLIAMS BUILDINGS AND INTERIORS

開

2018年9月7日（金）

業 ：

公 式 H P :

http://aoyama-ichibangai.jp

「青山ビルヂング」のデザインを担当｜ROMAN AND WILLIAMS BUILDINGS AND INTERIORS

装いも新たに生まれ変わるレストランフロア「青山一番街」をデザインしたのは、ニューヨークの人気デザイン・ホテル「ACE」
や「VICEROY」、セレブリティの自宅内装なども手掛ける最も旬なデザイナー集団、「ローマン・アンド・ウィリアムス・ビルディ
ング・アンド・インテリアズ」です。ローマン&ウィリアムスは、ナチュラルでありながらも厳密であり、洗練されているだけでなく
革新的であり、そして、過去と未来からその魅力をバランスよく取り入れることを心がけています。2012年秋、創立10周年を
記念して「Things We Made」という“ローマン&ウィリアムスの軌跡”をたどる書籍を刊行した際には、人々を魅了する世界観
に多くの人が感動し支持を集めました。
今回、そんな彼らが担当する「青山ビルヂング」のリノベーション開発（地下1階〈青山一番街〉から3階まで）は、アジア初の
取り組みとなり非常に注目を集めています。
「青山一番街」をプロデュース｜ソルト・グループ

六本木ヒルズ、グランフロント大阪、名古屋JRゲートタワーなど主要都市のランドマークにトップクラスのさま
ざまなジャンルのレストランを展開。海外では英国を中心に高級和食のラインを展開し、強化しています。
また、空間演出やサービスの開発も行っています。
飲食事業のみならずゴルフ場、グランピング施設をはじめ、エンターテイメント施設やビアガーデンの企画
運営など飲食の枠を超えて高品質なプロジェクトマネジメントを得意としています。

