2022 年 5 月 12 日
報道関係各位
三菱地所株式会社

オープン 15 周年記念、9 店舗それぞれで人気メニューをセットにして期間限定でご提供！

「丸の内ハウス 15th ANNIVERSARY MENU」実施
さらに、一部期間は約 60 点の酔彩画展のほか参加型イベントも開催！
三菱地所株式会社は、運営する新丸ビル 7 階の飲食店ゾーン「丸の内ハウス」において、15 周年を記念し
各店舗でオープン以来ゲストに愛される人気メニューやスタッフ一押しの逸品をそれぞれセットにしたアニ
バーサリー限定メニューを 7 月 31 日（日）まで展開しています。
「HENRY GOOD SEVEN」ではミニサイズになった人気フルーツタルトや様々なデザートを楽しめるアフ
タヌーンティーセット（写真左）や、「SO TIRED」では海老のマンゴーマヨネーズソースをはじめとする人
気メニューの盛り合わせ（写真中央）など、2～3 人で気軽にシェアできるメニューをご用意しております。
また 5 月 31 日（火）までの期間中、創業明治 33 年の高橋酒造株式会社と熊本出身の放送作家である小
山薫堂氏考案のお酒を飲みながら酔って絵を描く酔彩画展も同時開催いたします。安齋肇氏やソリマチアキ
ラ氏をはじめとする東京イラストレーターズ・ソサエティ（TIS）所属のイラストレーター10 名による「酔
彩画ボトル」約 60 点を展示いたします。5 月 14 日（土）には、髙橋酒造の造る本格米焼酎「白岳しろ」を
飲みながら、実際にボトルに絵を描くことのできる参加型イベントも開催いたします。
「丸の内ハウス」ではこれまで、“まちのゲストハウス”をテーマにしたフロアに個性的な 9 店舗の飲食店
を構え、一つのお店でゆっくり食事をするだけでなく、東京駅丸の内駅舎を一望できるテラス席でお楽しみ
いただける場を提供してまいりました。引き続き、年間を通じて日本各地をテーマにしたグルメ企画や、音
楽、アート、ファッションなどのカルチャーも発信してまいります。

▲「丸の内ハウス 15th ANNIVERSARY MENU」一例
（左から）
「HENRY GOOD SEVEN」、
「SO TIRED」でのセットメニュー

▲「酔彩画」作品一例

■「丸の内ハウス 15th ANNIVERSARY MENU」概要
開催期間：2022 年 4 月 18 日（月）～7 月 31 日（日）
開催場所：新丸ビル 7 階 丸の内ハウス 飲食店舗 9 店
主
催：三菱地所株式会社

＜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）

【「丸の内ハウス 15th ANNIVERSARY MENU」各店舗メニュー】
※一部メニューのみ抜粋（商品によって提供時間が異なります｡価格は変更の場合あり、すべて税込表記となります。
）
※情勢により、急遽参加店舗や提供メニューが変更になる場合がございます。
【HENRY GOOD SEVEN】

小皿料理

【SO TIRED】

【欧風小皿料理 沢村】

小皿料理

小皿料理

沢村

沢村 v

沢村 v

▲アフタヌーンティーセット
（4,000 円）
※写真は一例です。

▲特製四拼盘
（ＳＯ ＴＩＲＥＤ人気メニュー
盛り合わせ）
（2,800 円）

▲沢村オススメ SET
（軽井沢ソーセージ・
エビフリットのタルタル添え・ポテサラ）
（3,278 円）

【東京和食 文史郎】

【MUS MUS】

【ニューみるく】

小皿料理

小皿料理

沢村
小皿料理

小皿料理
小皿料理
沢村

小皿料理
沢村

沢村
沢村

沢村

▲箱盛り一段+ドリンクセット
（3,300 円）

▲MUS MUS の 15 年ありがとう SET
（旬野菜セイロ蒸しと大山鶏の冷製
蒸し鶏サラダ仕立て温玉添え）
(2,000 円)

▲獺祭スパークリングとアイスのセット
（3,000 円）
※アイスはアルコールを含んでいます。

【来夢来人】

【ソバキチ】

【RIGOLETTO WINE AND BAR】

小皿料理

小皿料理

小皿料理

沢村
小皿料理

沢村

沢村

▲ソバキチ名物
おまかせ串天 15 本盛り
（2,000 円）

▲Chef’s steak
（3,080 円）

】

沢村

▲スナックおつまみ盛り合わせ
（2,200 円）

小皿料理

＜丸の内エリア 新型コロナウイルスに対する感染対策について＞
各種ガイドラインに沿って安心・安全な感染拡大防止策を徹底し、最大限のおもてなしを提供させていただいております。
対策について詳細は丸の内ドットコムホームページ（https://www.marunouchi.com）にてご確認いただけます。

沢村
】

■同時開催企画
】
【酔彩画展】
日 時：2022 年 5 月 3 日（火・祝）～31 日（火）各日 11:00～22:00
場 所：新丸ビル 7 階「丸の内ハウス」内 ライブラリースペース
内 容：放送作家 小山薫堂氏考案のお酒を飲みながら酔って絵を描く酔彩画。
創業明治 33 年の高橋酒造協力のもと安齋肇氏やソリマチアキラ氏をはじ
小皿料理
めとするイラストレーター10 名による「酔彩画ボトル」約
60 点を展示。

小皿料理
沢村

沢村

▲「酔彩画」作品一例

【酔彩画イベント】【5/14 酔彩画 DAY in 丸の内ハウス・ライブラリースペース】
日
時：2022 年 5 月 14 日（土）受付 12:30 スタート
①13:30～14:00（10 名）
②14:00～15:00（10 名）
③15:30～16:00（10 名）
参加人数：各回先着 10 名 合計 30 名（当日先着順）
場
所：新丸ビル 7 階「丸の内ハウス」内 ライブラリースペース
内
容：「白岳しろ」を飲みながら実際にボトルに絵を描くイベント
※「酔彩画イベント」オリジナルムービー（https://www.youtube.com/watch?v=RUtHn80wJ5s）
参 加 費：無料（当日飲むお酒や画材はこちらで準備いたします）
参加特典：①丸の内ハウスの飲食店で使える「500 円（税込）OFF クーポン」をプレゼント
② 新品の「お絵かきしろ」を 1 本プレゼント
≪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。スパニッシュイタリアン・和食・中華ダイニン
グ、お蕎麦、バーなど個性的な 9 店舗で構成しています。一つのお店でゆっくり食事をした
り、東京駅丸の内駅舎を一望できるテラス席もお楽しみいただけたりします。
所
在
地：東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸ビル 7 階
営 業 時 間：平日・土曜 11:00～23:00
▲「丸の内ハウス」
日曜・祝日 11:00～22:00
ロゴマーク
※情勢により変動します。
※店舗により営業時間が異なります。詳細は各店へお問い合わせください。
※テラス開放時間も同様ですが、強風などにより閉鎖する場合がございます。
ホ ー ム ペ ー ジ：https://www.marunouchi-house.com/
F a c e b o o k：https://www.facebook.com/marunouchiHOUSE
I n s t a g r a m：https://www.instagram.com/marunouchi_house/
■「丸の内ハウス」店舗一覧

▲ソバキチ

▲SO TIRED

▲欧風小皿料理 沢村

（ダイニング）

（熟成酵母パンと欧風小皿料理） （蕎麦・酒・肴）

▲MUS MUS
（無国籍料理）

▲RIGOLETTO
WINE AND BAR

（スパニッシュイタリアン）

▲来夢来人
（バー）

▲HENRY GOOD SEVEN ▲東京和食 文史郎
（ラウンジ ダイニング）

（和食酒場）

▲ニューみるく
（バー）

○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

