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報道関係者各位
三菱地所株式会社

－丸の内ハウス１２周年記念イベント－
気鋭のアートディレクター吉田ユニの新作を展示

ｔｈｅ ＭＯＴＨＥＲ ｏｆ ＤＥＳＩＧＮ ｍｅｅｔｓ ＹＵＮＩ ＹＯＳＨＩＤＡ
“ＰＥＥＬ” ＠ (ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ)ＨＯＵＳＥ
開催期間 ： ２０１９年４月２２日（月）～５月１９日（日）
フロア内各所にＤＪが登場するほか、ＬＩＶＥやパフォーマンスなども実施する一夜限りの記念パーティー

「１２ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｐａｒｔｙ」
開催日時 ： ２０１９年４月２６日（金）１９：３０～２４：００

（受付開始１９：００～）

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 、４月２２日（月）から
５月１９日（日）までの約１ヶ月間、気鋭のアートディレクターとして注目される吉田ユニの新作を展示する、
ｔｈｅ ＭＯＴＨＥＲ ｏｆ ＤＥＳＩＧＮ ｍｅｅｔｓ ＹＵＮＩ ＹＯＳＨＩＤＡ ”ＰＥＥＬ” ＠ (ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ)ＨＯＵＳＥを開催
いたします。
丸の内ハウスでは、２００８年より「ｔｈｅ ＭＯＴＨＥＲ ｏｆ ＤＥＳＩＧＮ」と題して、話題のアーティストやクリエイター
の展覧会を開催し、アートやカルチャーを積極的に発信するとともに飲食店ゾーンとしての新機軸を打ち出して
まいりました。今回は、気鋭のアートディレクターとして各方面から注目される吉田ユニが、丸の内ハウスのため
に制作した新作を展示いたします。昨年春に丸の内ハウスで開催した「ＺＩＮＥ Ｈｏｕｓｅ」展にて大好評のうちに
完売したフルーツシリーズをさらに進化させ 、ユーモアあふれる独創的なアイディアから繰り出される
スタイリッシュでキュートなアートワークが丸の内ハウスのフロアを彩ります。
また、丸の内ハウスが１２周年を迎える４月２６日（金）には「１２ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｐａｒｔｙ」を実施。フロア５箇所
では日本を代表するＤＪパフォーマンスによって様々なジャンルの音楽が響き渡るほか、星屑スキャットによる
ＬＩＶＥやフレアバーテンダーＯｌｌｉｅによるパフォーマンスもお楽しみいただけます。
さらに、４月２２日(月)～５月１９日(日)の期間限定で、１２周年を記念した『十二分ＭＥＮＵ』を全９店舗から展開。
１２年間の“溢れるほどの”感謝の気持ちを込めて、量も心も満たされるスペシャルメニューを 提供します。
２０１９年春、１２周年を迎えなおも進化し続ける丸の内ハウスにぜひ足をお運びください。

ＹＵＮＩ ＹＯＳＨＩＤＡ

「１２ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｐａｒｔｙ」イメージ

＠ (ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ)Ｈ
ＯＵＳＥ
展示イメージ

＜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）

◆ｔｈｅ ＭＯＴＨＥＲ ｏｆ ＤＥＳＩＧＮ ｍｅｅｔｓ ＹＵＮＩ ＹＯＳＨＩＤＡ “ＰＥＥＬ”
＠(ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ)ＨＯＵＳＥ 開催概要
■開催期間 ：２０１９年４月２２日（月）～５月１９日（日）
■開催時間 ：１１:００～２８:００
■会

場 ：丸の内ハウス 千代田区丸の内１-５-１ 新丸ビル７階

■内

容 ：吉田ユニの新作を展示

■主

催 ：三菱地所株式会社

■協

力 ：西山裕子(ＹＮＡ)

■入

場 ：無料

◆吉田ユニ プロフィール
アートディレクター/グラフィックデザイナー
１９８０年生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て２００７年に独立。広告、ＣＤ
ジャケット、映像、装丁など幅広い分野で活躍中。主な仕事に、ラフォーレ原宿 、野田秀樹演出舞台「ＴＨＥ ＢＥＥ」
「桜の森の満開の下」、Ｃｈａｒａや木村カエラ、星野源のＣＤアートワーク、渡辺直美×ｓｈｕ ｕｅｍｕｒａのアート
ディレクション等。雑誌「装苑」でも連載を手がける。２０１６年東京ＡＤＣ賞受賞。 www.yuni-yoshida.com
「ｔｈｅ ＭＯＴＨＥＲ ｏｆ ＤＥＳＩＧＮ」とは ：
丸の内ハウス（新丸ビル７階）で毎年開催している企画展。“デザインを通じて環境を考える”をテーマに、今年で１０回目を迎える。
０９年、ヴェルナー・パントン展(東京オペラシティ)連動「ＶＥＲＮＥＲ ＰＡＮＴＯＮ」。
１０年、「ｙａｙｏｉ Ｋｕｓａｍａ 草間彌生 水玉宇宙の星たち」展。
１１年、ウィスット・ポンニミット（愛称：タム）「タムくんのゆれないこころ」展。
１２年、チェ・ジョンファ「Ａ ｐｉｅｃｅ ｆｏｒ Ｅｖｅｒｙｏｎｅ」展。
１３年、「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｒｔｉｓｔｓ ｉｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ」展。
１４年、荒神明香、小林エリカ、スプツニ子！、力石咲「ＣＯＳＭＩＣ ＧＩＲＬＳ」展。
１５年、五木田智央「ＧＯＫＩＴＡ ＨＯＵＳＥ」
１７年、蜷川実花「Ｍｉｋａ Ｎｉｎａｇａｗａ ｅａｒｔｈｌｙ ｆｌｏｗｅｒｓ, ｈｅａｖｅｎｌｙ ｃｏｌｏｒｓ」展。
１８年、「ＺＩＮＥ Ｈｏｕｓｅ」展。

◆ 「１２ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａ ｒｙ Ｐａ ｒｔｙ」開 催 概 要
■開催日時 ：２０１９年４月２６日（金）１９：３０～２４：００ （受付開始１９：００～）
■会

場 ：丸の内ハウス 千代田区丸の内１-５-１ 新丸ビル７階

■内

容 ：①各 店 舗 でのドリンク販 売
②全 ９店 舗 から１２周 年 記 念 のパーティーフード を 提 供
③フロア 内 の全 ５ヶ所 での ＤＪプレイ
④フロア内でのミュージックライブ（星屑スキャット）や
ライブパフォーマンス（フレアバーテンダーＯｌｌｉｅ）等

■料

金 ： ＜前売りチケット＞ ３，０００円（税込）※全店フリーフード・４ドリンクチケット付

※イベント内容は予定となります。
※２０１９年４月初旬より丸の内ハウス１２ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｐａｒｔｙチケットを、ＷＥＢページにて販売開始

＜当日エントランスチケット＞ ３，０００円（税込）※全店フリーフード・３ドリンクチケット付
■出演アーティスト（一例）：

星屑スキャット

ＤＪ ＮＯＲＩ

ＳＨＩＮＩＣＨＩ ＯＳＡＷＡ

ＴＯＭＯＹＵＫＩ ＴＡＮＡＫＡ
(ＦＰＭ)

さらに、４月２２日（月）～５月１９日（日）の期間中は、全９店舗より、
１２周年の感謝の気持ち溢れる期間限定メニュー『十二分ＭＥＮＵ』をご提供します！
―各イベント詳細は丸の内ハウスＨＰ（http://www.marunouchi-house.com/）にて近日中公開予定―

≪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。

