2019 年 8 月 23 日

報道関係各位

三菱地所株式会社

石川県の地酒と美食の祭典が丸の内へ
地酒と丸の内ハウス 9 店舗によるオリジナル料理のペアリングが楽しめる

いしかわサケマルシェ＠丸の内ハウス
開催日時：2019 年 9 月 5 日（木）～9 月 29 日（日）
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、9月5日（木）～9月29日（日）
の期間、東京駅丸の内駅舎が一望できるテラスにて、「いしかわサケマルシェ＠丸の内ハウス」を開催いたします。
サケマルシェとは、2013年より金沢で毎年秋に開催している石川県の地酒と美食の祭典です。昨年は首都圏や海外
からも含めて17,000人以上の方がイベントへ参加しました。今回サケマルシェと丸の内ハウスはコラボレーションをし、丸の内
ハウスの各店舗では石川県の地酒に合うオリジナルメニューを開発。美味しい地酒と料理をベストなペアリングで提供いたし
ます。
地酒を楽しむ清酒グラスは、日本を代表するインダストリアルデザイナーの柳宗理氏がデザインを手掛けています。見た
瞬間に日本酒のための杯をイメージできる形に落とし込むまでに約2年をかけたこだわりのグラスは、「多くの人々に親しまれ、
広く愛用されれば幸い」という柳氏の思いが込められています。※清酒グラスでのご提供は、各店内ご利用時のみ。
食欲の秋に、石川県が誇る地酒と丸の内ハウスのオリジナル料理を是非お楽しみください。

＜東京卵の出汁漬け卵焼き＞

＜こだわりの清酒グラス＞

＜地酒と料理のペアリング イメージ＞

＜ 「いしかわサケマルシェ＠丸の内ハウス」 イベント概要 ＞
開催期間：2019 年 9 月 5 日（木）～9 月 29 日（日）
＜新丸ビル 7 階 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。
主
催：サケマルシェ実行委員会（石川県酒造組合連合会内）
協
力：三菱地所株式会社

＜イベントに関する一般の方のお問合せ先＞
丸の内コールセンター （１１：００～２１：００）
ＴＥＬ：０３－５２１８－５１００ ※日曜・祝日は、２０：００まで （連休の場合は、最終日のみ２０：００まで）
丸の内ドットコム HP：https://www.marunouchi.com/

「いしかわサケマルシェ＠丸の内ハウス」 石川県の地酒×オリジナル料理 ペアリング一例
※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。

東京和食 文四郎

欧風小皿料理 沢村

×

SO TIRED

×

京鴨のロティ 白干し梅のソース

吟醸 みなもにうかぶ月

（3,400 円）／17：00～3：00

（鳥屋酒造店）

×

U yoshidagura 2018
天狗舞 山廃純米酒
エビのワサビマヨネーズ
山廃純米無濾過原酒
（車多酒造）
（1,000
円）／16：00～23：00
（880 円）／17：00～L.O.
（吉田酒造店）
東京卵の出汁漬け卵焼き

京鴨を丁寧にロースト。弾力が程よく残り、噛みしめるたびにうま味が口の中に

和食店ならではのうま味のある出汁を使った卵焼き。つゆを張り、九条ねぎと

定番のエビマヨネーズも、ソースにワサビの辛味とマンゴーの甘味が加わると

広がる。白干し梅ソースで和のテイストを加え、日本酒ともよく合う仕上がりに。

花がつおをたっぷりとあしらって。風味良い優しい味わいで日本酒が進むこと

一味違う仕上がりに。酸味や果実味がある日本酒との相性がよい一皿。

――――――――――――――――――――――――――――――

間違いなし。

――――――――――――――――――――――――――――

●ミョウガの土佐酢漬け（580 円）×獅子の里 純米吟醸（松浦酒造）

―――――――――――――――――――――――――――――

●クラゲの冷製（900 円）×M310 大吟醸 磨き五割（農口酒造）

●イカの「烏賊味噌」の煮込み（880 円）

●のどぐろの丸干し（1,200 円）×金澤中村屋 純米吟醸（中村酒造）

●アボカドサーモン China サラダ（1,000 円）

●真鯵のなめろう（680 円）×純米酒 おれの酒（日吉酒造店）

×加賀鶴 純米酒「石川門」（やちや酒造）

×大江山 純米吟醸（松波酒造）
●東坡肉（トンポーロー）（1,400 円）
×御所泉 源酒（武内酒造店）

RIGOLETTO WINE AND BAR

HENRY GOOD SEVEN

×

ソバキチ

×

×

大納言クリームチーズとフライドポテト

遊穂 山おろし純米

桃とモッツァレラチーズのカプレーゼ

能登誉 純米吟醸

（800 円）／17：00～L.O.

（御祖酒造）

（1,100 円）／17：00～L.O.

（清水酒造店）

博多寄せ（ドライ無花果バターサンド） 谷泉 純米吟醸
（700 円）／17：00～L.O.

（鶴野酒造店）

甘い大納言とクリームチーズのディップと、塩気のあるポテトはクセになる組み合

甘くて瑞々しい桃と生ハムの塩味に、クリーミーなチーズがよく合う。キレ

日本酒を加えたバターに干し柿などを混ぜ合わせ、ドライ無花果でサンド。

わせ。フルーティーな日本酒なら、こうしたスイーツとも一緒に楽しみやすい。

があり、スッキリとした白ワインを思わせる日本酒と相性ぴったり。

甘くてまろやかなバダーサンドには、フルーティーでさっぱりとした純米吟醸

――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――

を。

●イベリコ豚のシャクタリー（1,600 円）×竹葉 能登純米（数馬酒造）

●鶏ハラミとししとうハラペーニョトマトソース（700 円）

――――――――――――――――――――――――――――

●グリルチキン ゴルゴンゾーラソース（1,400 円）

●治部煮（鴨と長葱）（950 円）

×純米酒 輪島物語（白藤酒造店）

×純米酒「高砂」石川門（金谷酒造店）

×加賀蔦 山廃純米 超辛口（福光屋）

●ポルケッタ（S 1,100 円／L 1,800 円）

●いくらとブッラータチーズ（1,500 円）

●炙りへしこ（鯖糖漬け）（750 円）

×常きげん 山廃純米吟醸（鹿野酒造）

×特別純米酒 大慶（櫻田酒造）

×夢醸 純米吟醸 SILVER（宮本酒造店）

来夢来人

MUSMUS

×

現バー

×

黒毛和牛のスジ煮込み

SOGEN 01

能登寒鰤昆布巻

加賀ノ月 まんげつ

クリームチーズふぐの子のせ

（750 円）／17：00～L.O.

（宗玄酒造）

（800 円）／17：00～L.O.

（加越）

（1,000 円）／17：00～L.O.

宮崎産黒毛和牛のスジ肉を、じっくり煮込んでうま味を凝縮。脂身の美味しさを

石川の地酒と合わせるのに何がいいか、郷土料理を探して出会ったのが

ふぐの卵巣を塩と糠に漬けて熟成させた石川の珍味「ふぐの子」。塩気と

堪能できこってりとした味わい。日本酒と合わせれば、なお箸が進む。

この寒鰤の昆布巻き。日本酒と合わせれば、昆布と鰤のうま味がさらに引

独特の香りがあるふぐの子にクリームチーズを合わせて食べやすく。日本

―――――――――――――――――――――――――――――――

き立つ。

酒との相性は言わずもがな。

●油揚げ 生姜みそ焼き（850 円）

――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――

●いぶりがっこのクリームチーズのせ（800 円）

●砂肝ブラックペッパー（400 円）

×神泉 純米吟醸 ブルーラベル（東酒造）
●サバの干物（980 円）×能登末廣 純米酒 遼原酒（中島酒造店）
●酒粕そぼろ入り半熟卵焼き（850 円）
×純米酒 加賀の峰（橋本酒造）

×萬歳楽 石川門 純米（小堀酒造店）
●レーズンバター（800 円）
×長生舞 純吟「利家とまつ」～戦国のアルカディア～（久世酒造店）

●加賀れんこんのピクルス（800 円）
各店にはない、石川の地酒を複数種類、期間中は
特別に揃えています。
石川の食材を使ったメニューと合わせて。

≪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/
【Facebook】
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丸の内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）

◆HOUSE TABLE
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。

