2022 年 1 月 17 日

報道関係各位

三菱地所株式会社
「食」を中心にコミュニケーションを加速する東京駅前最大規模のカフェテリア

TOKYO TORCH 常盤橋タワー内「MY Shokudo Dining & Sakaba」が
1 月 24 日（月）よりディナー営業開始
発酵食にスポットを当てた「HAKKO MARUNOUCHI 2022」では、4 つのプログラムを開催
三菱地所株式会社は、TOKYO TORCH 常盤橋タワーの商業ゾーン「TOKYO TORCH Terrace」の3階に東京駅前最
大規模の大型ダイニングバー「MY Shokudo Dining & Sakaba」を1月24日に開業いたします。
「TOKYO TORCH Terrace」は、営業開始済12店舗と「セブン‐イレブン 常盤橋タワーB1店(1月17日営業開
始)」、「MY Shokudo(1月24日営業開始)」の開業により全14店舗揃っての営業となります。
また、「MY Shokudo」では2021年6月より推進している「EAT＆LEAD」プロジェクト※の一環として、2022年1
月から3月までの期間、「丸の内から発酵食で心も、身体も、健康に。人も、まちも、元気に」をテーマに、
日本の食文化の「発酵」を通じて私たちの心身の健康や地球環境と私たちのウェルネスな関係について学ぶ
「HAKKO MARUNOUCHI 2022」を開催いたします。
尚、常盤橋タワーは本日より東京メトロ「大手町駅」の地下コンコースと接続し、雨に濡れずにご来館いた
だくことが可能となりました。

東京駅前×大人数での貸し切り・パーティ利用も可能な大型ダイニングバー「Dining & Sakaba」
・TOKYO TORCH Terrace14 店舗中最大、東京駅前最大規模の 370 席を誇る大型ダイニングバー
・最大 44 名収容可能な大型個室の他、半個室空間を多く備え、大人数での貸し切り対応も可能
（44 名大型個室にはマイク・プロジェクター等も用意し、ビジネスユース、懇親会利用も可能）

全国で約 40 店舗の本格レストランを展開するソルト・コンソーシアムによる運営
The INNOCENT CARVERY（西麻布･丸の内）
、国会議事堂内の食堂「国会中央食堂」
、焼鳥「あきら」
（中目黒/丸の内）など約 40 店舗の本格レストランを展開するソルト・コンソーシアムによる運営

日本の食文化の「発酵」から心身の健康や地球環境を考える「HAKKO MARUNOUCHI 2022」を開催
・
「MY Shokudo Hall & Kitchen」にて EAT＆LEAD プロジェクトをスタート
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけに、免疫力を高める食事が再び注目されてい
る今、発酵食にスポットライトを当てた 4 つのプログラムを展開

▲Sakaba ゾーンのカウンター席

▲イベント機材も備えた 44 名個室空間
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▲MY Shokudo Hall & Kitchen の様子

◆ MY Shokudo Dining & Sakaba
・「MY Shokudo Dining & Sakaba」は、平日日中は常盤橋タワー就業者専用のカフェテリアラウンジとして
2021年8月より先行開業しておりましたが、平日夜間はTOKYO TORCHを代表するダイニングバーとして、本年
1月24日(月)より営業を開始いたします。
・約900平米の大空間をDiningとSakabaの2つのエリアに分け、Diningはカジュアルに、Sakabaはほっと落ち着
く和洋折衷のお食事をご用意しております。ドリンクはリーズナブルにお楽しみいただけるバリエーション
豊富なメニューを提供します。
・各個室や、空間全体の貸切も可能となっており、イベントや企業の懇親会にご活用いただけるようプロジェ
クターや音響機器などの各種設備もご用意しております。

▲MY Shokudo Sakaba

▲MY Shokudo Dining

▲和洋中心の多様なメニュー

▲TOKYO TORCH Park が臨める半個室

【施設概要】
場

所：〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー3Ｆ

座 席 数：370席

※個室(44名)、半個室(8名、10名、12名、19名)×各1室

営業時間： 月曜日～金曜日 17:30－22:00（L.O.21：00） ※土曜日・日曜日・祝日は休業
電
U

話：03-6262-7120
R

L：https://www.marunouchi.com/tenants/10237/

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13262724/
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行政からの要請等により、予告なく営業時間・営業形態を変更さ
せて頂く場合がございます。ご来店前に直接店舗にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【運営会社概要】
ソルト･コンソーシアム株式会社（企業URL：http://salt-group.jp/）
代 表 者：代表取締役 井上 盛夫
事業内容：商業施設および飲食店舗、イベント・パーティ・ブライダル等の総合プロデュース・運営
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◆EAT＆LEAD「HAKKO MARUNOUCHI 2022」
「MY Shokudo Hall&Kitchen」では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけに、免疫力を高める食
事が再び注目されている今、発酵食にスポットライトを当て、「HAKKO MARUNOUCHI 2022」として以下の企画
を展開します。

開催期間：2022年1月11日（火）～3月31日（木）
開催場所：TOKYO TORCH 常盤橋タワー3階「MY Shokudo Hall & Kitchen」・一部オンライン
公式URL: https://shokumaru.jp/hakkomarunouchi2022/
※各企画の日程はこちらをご覧ください。
申込受付：https://eat-and-lead.peatix.com/
企画協力：海のレシピProject、DELISH KITCHEN さすてな食堂
※新型コロナウイルスの感染状況により、イベントは縮小開催、延期または中止となる場合がございます。

【EAT&LEAD プロジェクトとは】※
生産者・消費者・レストランが共に手を携え、人々が心身共に健康になれる社会づくりを目指
し、2008 年より「食」に関する様々な活動を行ってきた「食育丸の内」プロジェクトが、よ
り一層、「食」を通じてひとりひとりの本来的な幸せと成長に向き合える場作りを“リード”し
“伴走”をしていきたいという想いから、2021 年 6 月より「EAT&LEAD」として再始動。
EAT&LEAD 詳細： https://shokumaru.jp/eat-and-lead/
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＜TOKYO TORCH 概要＞
街区名称

TOKYO TORCH

事業名称

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業 （施行者：三菱地所㈱）

計画地

東京都千代田区大手町 2 丁目、中央区八重洲 1 丁目

敷地面積

約 31,400 ㎡

総延べ面積

約 740,000 ㎡

棟別諸元

主要用途

常盤橋タワー

Torch Tower

変電所棟

下水道局棟

（A 棟）

（B 棟）

（C 棟）

（D 棟）

事務所、店舗、
駐車場等

事務所、ホテル、
住宅、ホール、

約 146,000 ㎡

約 544,000 ㎡

階数／

地上 38 階・地下 5 階

地上 63 階・地下 4 階

最高高さ

／約 212ｍ

／約 390ｍ

2018 年 1 月

2023 年度

2021 年 6 月末

（予定）
竣工
（予定）
設計監理
施

工

駐車場等

店舗、駐車場等

延べ面積

着工

店舗、変電所、

事務所、下水ポンプ所、
アナザー・ジャパン店舗
駐車場等

約 20,000 ㎡

約 30,000 ㎡
地上 9 階・地下 3 階

地下 4 階

／約 53ｍ

Ⅰ期

Ⅱ期

2018 年 1 月

2023 年度

2027 年度

2021 年 6 月末

2027 年度

㈱三菱地所設計

㈱三菱地所設計

㈱三菱地所設計

㈱三菱地所設計

戸田建設㈱

未定

戸田建設㈱

未定

2017 年 4 月
2022 年 3 月末
㈱三菱地所設計
日本水工設計㈱
三井住友建設㈱

三菱地所㈱、東京都下水道局、㈱大和証券グループ本社、㈱三越伊勢丹、
関係権利者

東京電力パワーグリッド㈱、有限会社大手町開発、独立行政法人都市再生機構
常盤橋インベストメント特定目的会社、TOKYO390 特定目的会社他

＜TOKYO TORCH 開発ステップ図＞
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＜案内図及び配置図＞

▲再整備前配置図

▲再整備後配置図

▲案内図

＜プロジェクトウェブサイト＞
URL: https://tokyotorch.mec.co.jp/
＜TOKYO TORCH PARK 公式インスタグラム＞
URL: https://www.instagram.com/tokyotorchpark/
※本リリース記載内容は、今後の検討・協議等により、変更となる場合があります。
【丸の内エリアのまちづくりコンセプト：
「丸の内 Re デザイン」
】
三菱地所は、2020 年以降の丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）
におけるまちづくりを「丸の内 NEXT ステージ※」と位置付け、
“人・
企業が集まり交わることで新たな「価値」を生み出す舞台”を創造し
ていきます。
「丸の内 Re デザイン」はその実現に向け、まちづくりの
あり方から変えていくコンセプトワードです。
※始動リリース： https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200124_marunouchinext.pdf

＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
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）
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