２０１９年７月２３日
報道関係各位
三菱地所株式会社

東京駅丸の内駅舎の眺めを堪能しながら“ビール”や“ひんやりグルメ”が楽しめる

「ビアテラス ｉｎ 丸の内ハウス２０１９」
昨年好評のライブパフォーマンスを今年も実施！出演アーティスト 7 組が決定
開催日時： ～ ９月２７日（金）
開催場所： 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、６月７日（金）～９月２７日（金）の
期間、東京駅丸の内駅舎が一望できるテラスにて、「ビアテラス ｉｎ 丸の内ハウス２０１９」を開催しています。
毎年ご好評を頂いている本イベントでは、丸の内ハウスの各店が特製のビールジョッキにてビールを提供し、
キリッと冷えたビールと相性抜群なメニューをご用意しています。今年は、「冷たい・クールなメニュー」をコンセプトに、
開放的な夏のテラス席を楽しむのにぴったりなメニューを多数展開中です。
また、飲食メニュー以外にも東京駅丸の内駅舎や、丸の内駅前広場など丸の内エリアの夜景を見ながら、開放的な
空間でビールやグルメが楽しめるのも当イベントの特徴です。テラス席では、各店内で提供している３００種類以上のこ
だわりメニューもお召し上がりいただけます。昨年も好評だったギター流しと DJ、ラテンライブを組み合わせたパフォー
マンスを、毎週金曜日に７組のアーティストが週替りで披露します。美味しい食事に加え、音楽で丸の内ハウスの週末
を盛り上げます。なお、７月２６日（金）の夜には、スペシャルバージョンとして“和”をテーマにした「IN THE HOUSE 夏祭
り ２０１９」を開催。さらに、今年からテラス席を含む共用席を「HOUSE TABLE」として、より快適にお楽しみいただける
よう、席に座りながらメニューを注文し、支払いを済ませ、出来上がりのお呼び出しまでが可能になるアプリ決済サービ
ス「HOUSE TABLE」も導入しました。
この夏は丸の内ハウスのビールと暑い夏を乗り切るひんやりメニューで、東京駅のライトアップを見ながら、爽快な
ひとときをお過ごしください。

テラスからの東京駅丸の内駅舎の眺め

COOL！丸ごとトマトのミント漬け

過去開催時の DJ パフォーマンス

＜「ビアテラス ｉｎ 丸の内ハウス２０１９」 イベント概要＞
開催期間 ：

主

催 ：

２０１９年６月７日（金）～９月２７日（金）
＜新丸ビル７F テラス開放時間＞
１１：００～２３：００（期間中の金曜日は２４：００まで）予定 ※強風等により閉鎖する場合がございます。
三菱地所株式会社

協

力 ：

キリンビール株式会社

＜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）

丸の内の夜を盛り上げるギター流しや、DJ パフォーマンス
毎週金曜日には、昨年も好評だったギター流しと DJ、ラテンライブを組み合わせたパフォーマンスを７組のアーティス
トが週替りで披露します。美味しい食事に加え、音楽で丸の内ハウスの週末を盛り上げます。なお、7 月 26 日（金）の
夜には、“和”をテーマにしたスペシャルライブ「IN THE HOUSE 夏祭り 2019」を開催。
＜出演アーティスト一覧＞

寂空-JACK-

REATMO (リトモ)

東京を拠点に世界規模で活動しているシャミセニスト。自らを“シャミ

口で様々な楽器音を奏でる「ヒューマン・ビートボックス」奏者（＝ヒューマ

セニスト” と名乗り、独自のスタイルで三味線を追求し、伝統の枠か

ン・ビートボクサー）。 iPad などの電子機材によってビートボックスや声を

らはみだした幅広い活動を国内外で展開。

次々重ねていくことで楽曲を構築・演奏していく独自の奏法を持つ。

【出演日】 ７月２６日（金）/９月２０日（金）

【出演日】９月２０日（金）

La Maña (ラ・マーニャ)

結海（ユウミ）

さとうさおり

パーカッショニスト Yanez Papo(ヤネス・パポ)を筆頭

今までにない流しスタイルで次世代女流しと

毎晩ギター弾き語りで貰える収入のみで生活する

に、ギタリスト Sebastian Buitrago(セバスティアン・

注目を集め、抜群の歌唱力と vitamin voice で

シ ンガーソ ングライター。自身の活動と並行して

ブイトラゴ)、フルーティスト Moises Zamoa(モイセス・

流し業界で新たな旋風を巻き起こし中。

様々なアーティストのバックコーラスを務めたり、番

ザモア)から成るラテンミュージックバンド。

【出演日】

組の MC を担当したりと活動の幅を広げる。

【出演日】

８月１６日（金）/９月２７日（金）

【出演日】
８月２日（金）/８月２３日（金）/９月６日（金）

８月９日（金）/９月１３日（金）

IN THE HOUSE 夏祭り 2019
“和”をテーマにしたライブを中心に構成するスペシャルナイト。東京駅舎を見下ろす、気持ちの良いテラスを中心に、
三味線とカホーンのライブ演奏で、迫力の和サウンドをお楽しみいただけます。多国籍な選曲で夜を彩ります。
開催日時：7 月 26 日（金）20:00～24:00
＜出演アーティスト＞

KENJI AZUMA

寂空-JACK-

1990 年、United Future Organization（U.F.O）

Healing Drummer として、ヨガ教室やライブハウ

東京を拠点に世界規模で活動しているシャミセニスト。自

を結成。５作のフルアルバムを世界 32 ヶ国で

ス等で、Steel Tongue Drum という鉄・ステンレス

らを” シャミセニスト” と名乗り、独自のスタイルで三味

発表し高い評価を得る。

製の特殊な周波数で調律されたスリットドラムを

線を追求し、伝統の枠からはみだした幅広い活動を国内

2002 年のソロ転向後も国内外のクラブやフェ

用い、その空間に適した癒しの音を奏でてい

外で展開。これまで１５カ国を超える国々でのフェスティ

スティヴァルで DJ として活躍。また、イベント

る。ドラム 1 つでオーストラリアや東ティモールの

バルや国交行事での演奏を経験。国内においても出雲

のプロデュースやファッション・ブランドなどの

原住民コミュニティを訪れ、彼等から得た“自然

大社平成の大遷宮、世界文化遺産上賀茂神社、伏見稲

音楽監修を手掛ける。

の叡智”を音に変え、現在都内で活動中。

荷大社や天台宗総本山延暦寺での奉納演奏などの寺社

DJ：松浦俊夫

仏閣からロックフェスに至るまで様々な活動を展開。

開放的な夏のテラス席を楽しむ ひんやりメニューの一例
※商品によって提供時間が異なる場合がございます。また、価格はすべて税抜き表記となります。

【ＳＯ ＴＩＲＥＤ】

【ＲＩＧＯＬＥＴＴＯ ＷＩＮＥ ＡＮＤ ＢＡＲ】

【ＨＥＮＲＹ ＧＯＯＤ ＳＥＶＥＮ】

COOL！丸ごとトマトのミント漬け
（900 円）

フェタチーズとアボカドサーモンの
インサラータ
（600 円）

たことうにの冷製パスタ
（1,400 円）

【東京和食 文史郎】

【来夢来人】

【ソバキチ】

真蛸の湯引き ～冷たいジュレがけ～
（800 円）

COOL フローズンカクテル
（1,300 円）

【現バー】

【欧風小皿料理 沢村】

えらべるモヒート
（1,112 円）

茄子のカポナータ
（680 円）

ソバキチ特製冷奴
（604 円）
【ＭＵＳ ＭＵＳ】

一歩さきへ musmus のえらべる
レモンサワー
（獺祭\1000 RISOPPA\950
紅小牧\900 まんこい\750
ふつうのレモンサワー\650）

―その他展開メニュー詳細は丸の内ハウス HP（http://www.marunouchi-house.com/）にて公開中―

◆HOUSE TABLE とは
テラス席を含めた、丸の内ハウスの共用席（店舗内の
お席以外）は、フロア内９店舗のメニューを、お好きな
場所でお楽しみいただけます。更に、スマートフォンに
よる事前注文＆決済アプリを使えば、テラスを含む共
用席に座りながら、並ばずに事前にメニューを注文
し、お会計までできる上に、注文の品ができ上がると
通知がくるので、それまでゆっくりお席でお待ちいただ
けます。
※HOUSE TABLE アプリは、予告なく仕様変更・休止などを行う場合がございます。

≪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、
平日毎日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。



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。



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。

◆『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。

