2022 年 7 月 26 日
報道関係各位
三菱地所株式会社

解放感にあふれるテラスで丸の内の夜景を見ながら音楽とともに日本の夏を楽しむ

「ビアテラス in 丸の内ハウス 2022」を開催
7 月 29 日（金）にはエリアイベントと連動した「丸の内ハウスの夏祭り」も実施
開催期間：～2022 年 9 月 30 日（金）まで

開催場所：新丸ビル 7 階 丸の内ハウス

三菱地所株式会社は、運営する新丸ビル 7 階の飲食店ゾーンで今年オープン 15 周年を迎えた「丸の内ハ
ウス」において、9 月 30 日（金）までの期間、丸の内エリアが一望できるテラスにて、
「ビアテラス in 丸
の内ハウス 2022」を開催中です。
この時期にしか楽しめないフードやビールはもちろん、ノンアルコールなど各店のメニューを、開放的な
夏のテラス席でお召し上がりいただけます。
7 月 29 日（金）には、打ち水や盆踊りなどを行うエリアイベント「大手町・丸の内・有楽町 夏祭り 2022」
に合わせて「丸の内ハウスの夏祭り」を開催予定。「Summer’s Night Jazz」「Night Time Music」とテー
マを分け、テラス内の 2 か所で DJ による LIVE パフォーマンスと共に、丸の内の夜を盛り上げます。解放
感あふれるテラスでお食事を楽しみながら、極上の音楽とともに日本の夏を堪能いただけます。イベント当
日には、モバイルオーダーサービスのスタートを記念して、1 日限定でモバイルオーダーをご利用の方に、
お会計金額から 500 円割引される割引クーポンを先着 300 名様にプレゼントします。また、ライブラリー
スペースでは、浴衣をお持ち込みのお客様へ利用料 500 円で浴衣着付けサービスを実施します。
「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 8 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。

▲メニュー（一例）

▲「丸の内テラス」からの東京駅丸の内駅舎眺め

▲「丸の内ハウスの夏祭り」LIVE パフォーマンス出演者（一例）

■「ビアテラス in 丸の内ハウス 2022」概要
開催期間：2022 年 4 月 29 日（金）～9 月 30 日（金）（予定）
開催場所：新丸ビル 7 階 丸の内ハウス 飲食店舗 8 店
主
協

＜新丸ビル 7 階 テラス開放時間>11:00～23:00※天候や他の事情によりテラスを閉鎖する場合があります。
催：三菱地所株式会社
力：キリンビール株式会社

【「ビアテラス in 丸の内ハウス 2022」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。
＜ソバキチ＞

＜来夢来人＞

小皿料理

小皿料理

沢村

沢村

▲凍結レモンサワー
（660 円）

▲名物串天
おまかせ串天盛り合わせ
8 本（1,150 円）

▲Sunset Cocktail
（1,320 円）

】

＜RIGOLETTO WINE AND BAR＞
小皿料理

小皿料理
小皿料理
▲ピカンテチキンウイング
沢村
（S 660 円 R990 円）

沢村

沢村

＜ニューみるく＞

小皿料理

沢村

▲Craft
Beer from
小皿料理
NUMBER NINE BREWERY
グラス （880 円）
ジョッキ （1,430 円）

▲チーズ＆サラミ
（880 円）

沢村

▲熟成した腸詰と
待ち伏せ生ハムの
盛り合わせ
（1,200 円）

▲獺祭焼酎の
ジョッキレモンサワー
（1,100 円）

＜MUS MUS＞

＜欧風小皿料理 沢村＞

小皿料理

小皿料理

】

沢村

小皿料理

小皿料理

沢村 v
沢村
▲丸の内の夕暮れ
（1,100 円）

▲塩ヨーグルト漬け
鶏の唐揚げ
（968 円）

小皿料理
＜SO TIRED＞※7 月 31 日まで

沢村

▲マリー デュメ シャンパーニュ
トラディション
（1,320 円）

小皿料理
沢村
▲豚バラの南乳揚げと
ビールセット
（1,300 円）

▲ローストビーフと
2 種のチーズのブルスケッタ
（990 円）

＜HENRY GOOD SEVEN＞※7 月 31 日まで

小皿料理

沢村

▲台湾唐揚げ
（800 円）

沢村

沢村

▲HG7 クーラー
（800 円）

小皿料理
沢村 v
▲PUB SET
（グリルソーセージ盛合せ、
ザワークラウト、ポテトチップス）
（1,500 円）

＜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。
小皿料理
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。

■「丸の内ハウスの夏祭り」概要
開催日時：2022 年 7 月 29 日（金）19:00～22:00
開催場所：新丸ビル７階 丸の内ハウス
内
容：丸の内の夜景とともに極上の音楽体験
丸の内エリアで開催される夏祭りに合わせて、スペシャルバージョンとして「Summer’s Night
Jazz」「Night Time Music 」とテーマを分けて、テラス内 2 か所にて DJ による LIVE を開催。
浴衣の着付けサービス 17:00～23:00（最終受付 22:00）
ライブラリースペースでは、浴衣ご持参の女性の方を対象に、
着付け師による浴衣の着付けサービスを 500 円で提供。
着付けサービスをご利用いただいた方には、丸の内ハウス各店
で、1,000 円以上のお会計時に使える 500 円割引チケット（1
枚）をプレゼント。
※プレゼントはなくなり次第終了となります。

▲夏祭りイメージ

1 日限定モバイルオーダークーポン
丸の内ハウスモバイルオーダーサービスのスタートを記念し、7 月 29 日（金）限定で、ご利用
時、税込 1,000 円以上のお会計でお会計金額から 500 円割引される割引クーポンを先着 300
名にプレゼント。詳細はこちら（https://www.marunouchi-mobileorder.com/）
出演予定：Summer’s Night Jazz（松浦俊夫・Leo Gabriel）
Night Time Music（Tak Umezawa +Takahiro Saito）

▲Summer’s Night Jazz
松浦俊夫・Leo Gabriel

▲NightTime Music
（Tak Umezawa +Takahiro Saito）

【丸の内ハウス モバイルオーダーについて】
「丸の内ハウ ス モ バイルオ ーダーエ リア 」のお 好きな席
についたまま 対象の 6 店（欧風小 皿料理 沢村、ニューみる
く、来 夢来人 、 MUSMUS、ソバキ チ、 RIGOLETTO WINE
AND BAR）のテ イクアウ トメニュ ーを注文 でき るテーブル
オーダーシス テム。
クレ ジッ ト カー ドで 注文 を完 了し 、商 品 が出 来 上が ると、
お手持ちのスマートフォンにお知らせ通知が届きます。
各店「TO GO カウンター 」で商品 を受け取 り 、お食事をお
楽しみいただ けます。
※店舗によりオーダー可能時間が異なります 。

▲モバイルオーダー

https://www.marunouchi-mobileorder.com/
○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

（ご参考）同時開催「大手町・丸の内・有楽町 夏祭り 2022」
開催日時：2022 年 7 月 29 日（金）※雨天中止
「丸の内 de 打ち水」17:00～19:00／「東京丸の内盆踊り」17:30～20:00
会
場：行幸通り
U R L ：https://www.marunouchi.com/event/detail/31907/
【丸の内 de 打ち水】
今年で 17 回目を迎える夏の風物詩「丸の内 de 打ち水」では、就業者や来
街者の方々とともに打ち水を行います。新型コロナウイルス感染症対策のため、
今年は 1 度に参加できる人数を最大 50 名までに限定し、参加者同士の間隔を
約２ｍ確保しながら打ち水を行い、日本古来の涼をお楽しみいただけます。
開催日時：7 月 29 日（金）17:00～19:00 ※雨天中止
▲「丸の内 de
会
場：行幸通り（皇居側）
【東京丸の内盆踊り】
まつりやぐら
高さ約５ｍの「祭 櫓 」が 1 日限定で行幸通りに登場。さらに今年は DJ も登
場し、世界的にも盛り上がりをみせる日本の「シティポップ」から、お馴染み
の夏うたのパフォーマンスまで新旧様々な楽曲と共に、会場を盛り上げます。
開催日時：7 月 29 日（金）17:30～20:00 ※雨天中止
会
場：行幸通り（東京駅丸の内駅舎側）

打ち水」過去開催時の様子

▲「東京丸の内盆踊り」過去開催時の様子

≪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 8 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」
ロゴマーク

日曜・祝日 11:00～22:00
※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】

▲SO TIRED
（7 月 31 日まで）

▲欧風小皿料理 沢村

▲ソバキチ

（熟成酵母パンと欧風小皿料理）

（蕎麦・酒・肴）

（ラウンジ ダイニング）

（ダイニング）

▲MUS MUS
（無国籍料理）

▲HENRY GOOD SEVEN
（7 月 31 日まで）

▲RIGOLETTO
WINE AND BAR

（スパニッシュイタリアン）

▲来夢来人
（バー）

▲ニューみるく
（バー）

＜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）

