■ステージ イベント

はじまる、
まるのうちステージ
丸ビル 1F マルキューブ、新丸ビル 3F アトリウム
丸の内オアゾ 1F OO広場（おおひろば）
4月25日
（木）
～5月2日
（木・休）
・6日
（月・振休）

Photospot

MAP

MAP

MAP
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日本の伝統文化を継承しながら新たな挑戦を行うアーティストや、新たな時代・次の世代に向けて
その技術を受け継ぐ若手・女性アーティスト等を招聘し、様々なステージイベントを展開。伝統的な
日本文化と音楽で賑わう丸の内エリアに、ぜひ足を運んでみよう。

丸の内さんぽガイド

假屋崎 省吾

オープニングイベント

華道家・假屋崎省吾氏と書道家・青柳美扇氏をゲストにお迎えし、假屋崎

丸ビル 1F マルキューブ

いけばなインスタレーションのお披露目や、書道家・青柳美扇氏による
「新

氏が「新たな時代」
をテーマに、本イベントのために制作した高さ約7mの
元号」
を描くライブパフォーマンスを実施！

4月25日
（木）

▶詳しくは P.13 へ
青柳 美扇

国際ビル

丸 の 内 仲 通り

有楽町
電気ビル

至 銀座

J

R

新 有 楽 町 ビル
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有 楽 町 ビル

日比谷線
日比谷駅
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丸の内
仲通りビル

丸の内ブリック
スクエア
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問 03-5777-8600
（ハローダイヤル）
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丸ビル

三菱ビル

15

新丸ビル

GWのイベントの
写真や動画を
SNSで投稿しよう！

楽

町

iiyo!!
( イーヨ !!)

17

ターナーから、ロセッティ、ウィリアム・モリスなど、
19世紀英国美術の豊かな成果をたどる特別展。英
米の美術館所蔵の絵画やステンドグラス、家具など
約150点を展覧する。

丸の内ストリートギャラリー

駅

丸の内線
東京駅

8
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丸の内オアゾ

東西線
大手町駅

＃丸の内GW ＃丸の内ドットコム@marunouchi_com

JR
東京駅

全てを入れてSNSで投稿してね！
（インスタは、写真タグ付け＋ハッシュタグでもOK!）
写真や動画をWEBサイト

Bird 2014-03B
三沢 厚彦 2018 年制作

「marunouchi.com」
でもご紹介！

■アート展 示＆ワークショップ

■ 酒 樽アート展 示

縁起のよい動物たちを巨大なアートで表現。一緒に写れば福来たる！？
アーティスト

K AW AI M IS AK I

4月27日
（土）、28日
（日） MAP

渡辺 元佳

MAP

新丸ビル 3F アトリウム
11:00～21:00 ※5月6日（月・振休）のみ～20:00

15

国際ビル 1F エントランス

MAP

9:00～21:00

3

古くからある幸運を呼び込める縁起物として

飛び跳ねる様子から
「上昇」
「飛躍」
を意味する縁起物の

人気の招き猫をモチーフとした巨大アート。

幸運のうさぎをモチーフにした巨大オブジェ。

一緒に撮影すると福を呼び込むかも！
？

隣にならんで写真を撮れば、何かいいことがありそう！

2002 年よりニューヨーク
を 拠 点 に 制 作 活 動を 行
う。シンプルでいてカラ
フル、イン パクトのある
独特の作風が高く評価さ
れ、MoMA やボストン現
代美術館、マルメ美術館、
チルドレンズ美術館など
で個展を開催。

1

新丸ビル 3F アトリウム

アーティスト

動物をモチーフにした彫
刻作品を日常空間に出現
させることで、彫刻 - 人 環境の間に新たなストー
リーを生み出す作品を展
開している。近年は美術
館・ギャラリーだけでは
なく、児童公園、駅、商
業施設などのパブリック
スペースへのアートワー
クを精力的に制作。

15

13:00～、14:00～
16:00～、17:00～
（各日4回／各回先着25名）

世界にひとつだけの
招き猫を作っちゃおう !

無題
加藤 泉 2018 年制作

丸ビル 1Ｆ マルキューブ、新丸ビル 3Ｆ アトリウムほか

GOO CHOKI PAR
9:00～21:00

Hard Boiled Daydream
(Sculpture/Spook) #1
金氏 徹平 2018 年制作

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019
丸の内エリアコンサート

デ ザ インユ ニット

丸の内オアゾ 1F ＯＯ広場（おおひろば）

Animal 2016-01B
三沢 厚彦 2018 年制作

■クラシックコンサート

酒樽 New Age Art

招き猫絵付け
ワークショップ開催!

Photospot

10

丸の内仲通りをメインに、近代彫刻の巨匠の作品や
世界で活躍する現代アーティストの作品を展示。
丸の内を散策しながら、
アートを身近に体感してみませんか？

JP タワー
KITTE

東京国際
フォーラム

1863－68 年頃、油彩 / カンヴァ
ス、83.8 × 71.2 cm、ラッセル＝
コーツ美術館
©Russell-Cotes Art Gallery
& Museum, Bournemouth
MAP

■アート展 示

東京ビル TOKIA

Fortune Animal Art

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ
《ウェヌス・ウェルティコルディア
（魔性のヴィーナス）》

https://mimt.jp/ppr

日本工業
倶楽部会館
三菱 UFJ
信託銀行
本店ビル

有楽町線
有楽町駅

有

12

※入 館は閉館の 30 分前まで
（祝日を除く金曜、第 2 水曜は 21:00 まで）

10

新国際ビル

新東京ビル

MAP

10:00～18:00

※5月6日
（月・振休）
のみ20:00まで

丸の内
二丁目ビル

6

■アート展 示

ラスキン生誕200年記念
ラファエル前派の軌跡展
三菱一号館美術館

丸ビル、新丸ビルのショップは
21:00まで営業!

11
4

日比谷通り
永代通り

三菱
商事ビル

明治安田生命ビル
丸の内 MY PLAZA

行幸通り

3

三田線
大手町駅
郵 船 ビル

ザ・ペニンシュラ
東京

5

二重橋スクエア

馬場先通り

晴海
通り

東京ミッドタウン
日比谷

千代田線
二重橋前〈丸の内〉駅

永
感

三田線
日比谷駅

MAP

18

おめでたい時には欠かせない日本酒の酒樽を使用した、新
進気鋭のデザインユニットGOO CHOKI PAR（グーチョキ
パー）
によるアート作品を展示。

他 に も 盛 り だ くさ ん！
4月25日
（木）
～5月6日
（月・振休）

はじまる、
まるのうちマーケット
5月4日
（土・祝）

新元号を祝して、
振る舞い酒をご用意
一保堂茶舗 抹茶テイクアウトショップ
▶詳しくはP.3 ～4へ
紅白まんじゅうプレゼント

5月3日
（金・祝）
～5日
（日・祝）エリア内各所にて無料コンサート
11:30～19:30

今年も東京国際フォーラムを中心に行われる
「ラ・フォル・
ジュルネ TOKYO 2019」
と連動し、丸の内エリアのGW
恒例イベントである
「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019
丸の内エリアコンサート」
を開催します。
丸の内エリアにて67公演の無料クラシックコンサートを開
催 す るとともに 、今 年 の テ ー マ「 C A R N E T S D E

千住 明

辰巳 真理恵

松本 蘭

平井 元喜

VOYAGE－ボヤージュ 旅から生まれた音楽」
の下、国内外
で活躍するプロの演奏家や東京藝術大学の学生が奏でる、
多彩な演奏が楽しめます。

▶詳しくは P.15 へ

2

はじまる、まるのうちマーケット
丸ビル 1F マルキューブ

MAP

⓮
京都物産展

4 月 25 日（木）～ 5 月 6 日（月・振休） 11:30 〜 19:00
※ 5 月 3 日（金・祝）のみ 12:30 〜 19:00

期間限定でオープン。

4月25日
（木）
～5月2日
（木・休）
11:30 ～ 19:00
※4月25日（木）のみ13:00〜

「おしまるや」では、薬用入浴剤「大手町の湯 produced by 日本の名湯」
をはじめ、丸の内エリアでのみ取り扱いのある限定商品を販売（一部除外あり）。

丸ビル 1F 仲通り側外構部

⓮

京 都 の お 菓 子 や 工 芸 品 な ど、

ま た、 地 域 の 生 産 者 と 食 卓 を つ な ぐ

MAP

MAP

丸の内オアゾ 1F OO 広場（おおひろば）⓲
5 月 4 日（土・祝）11:00 〜

⓮

丸ビル 1F マルキューブ

＆ＬＯＣＡＬＳプロデュースによる「醸ス」のポップアップショップが

新元号を祝して、振る舞い酒をご用意

MAP

丸の内のお土産ブランドとして誕生した「おしまるや」、

名 産 品 を 販 売 す る 物 産 展 が、

＆ LOCALS プロデュースによる「醸ス」

期間限定で丸の内に登場 !

など、お土産に最適な商品をお求め頂け

京都でしか買えない商品を

るブースも登場。

ゲットして、歴史ある京都を
感じよう♪

先着 600 名様には新元号が刻印された
“ 令和枡 ” をプレゼント !

※なくなり次第終了となります
※お酒の提供は 20 歳以上の方に限ります
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれが
あります
※飲酒運転は法律で禁止されています

よーじや 美粧品コレクション＆カフェ in Marunouchi Happ.
丸の内二丁目ビル 1F Marunouchi Happ.Stand & Gallery
4 月 25 日（木）～ 5 月 7 日（火）

MAP



※営業時間は日程により異なります。

1904年創業。
［京都よーじや］が丸の内にて期間限定のショップ & カフェを展開。新元号のお

祝いにもふさわしい桜をあしらった「あぶらとり紙 さくら」
（毎日300冊限定）や「粧具 口紅」、
Marunouchi Happ. 限定「母の日セット」など、厳選したおすすめ商品をご用意。

一保堂茶舗 抹茶テイクアウトショップ
丸ビル 1F 仲通り側外構部

ほかにも、よーじやカフェの人気テイクアウトメニューを販売。

MAP

⓮

※休憩スペース
あります

5 月 4 日（土・祝）11:00 〜 17:00

丸の内仲通り

創業およそ 300 年、京都に本店を構える日本茶専門店一保堂茶舗が、丸ビル外

構部に登場 ! 抹茶のテイクアウト（お菓子付）を数量限定販売。また、丸ビル外
構エリアには自由に休憩いただけるスペースも設置。おいしいお茶でホッとしま
せんか♪

※写真はイメージです。



5 月 5 日（日・祝）〜 5 月 6 日（月・振休）

日本全国から集まった注目の 15 ショップが、今だけ丸の内に登場 !

日常を豊かにするようなモノコトショップを、丸の内仲通りでお楽しみください !

MA RU NEW S ［マルニュース］
MAP

⓮

新丸ビル 3F アトリウム
MAP

丸の内オアゾ１F 〇〇広場（おおひろば）⓲
二重橋スクエア１F エントランス

MAP

⓯

❺

丸の内・有楽町エリアの対象店舗にて税込 2,000 円以上お買い上げ
のお客様先着 2,000 名様に、KITAYA 六人衆 特製の紅白まんじゅう
をプレゼント !

※特設カウンターにてレシートをご提示ください
※レシート合算可／当日限り有効
※対象店舗は marunouchi.com をチェック !
※なくなり次第終了となります

Renewal Open

New Open

New Open

MAP

5 月 4 日（土・祝）13:00 〜
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MAP

出店リスト AKOMEYA TOKYO（食品・雑貨）
、HANAHIRO CQ（生花他、関連商品）
、URBAN RESEARCH DOORS（食品・雑貨）
、vent de moe（植物）
、
加藤五郎商店（器）
、KODAMA TOKI（陶器）
、三軒茶屋おかきあられの大黒屋（煎餅）
、ISHIDASEIBOU（帽子）
、Iwayado craft（タンスの端材でつくったアクセサリー）
、
宗山窯（陶器、風鈴）
、toumei（アクリルアクセサリー）
、Floyd（雑貨）
、murmur（和紙アクセサリー）
、yaso（植物）
、利庵アーツコレクション（古美術）

紅白まんじゅうプレゼント
丸ビル１F マルキューブ

GW だけの特別出店 ! 丸の市開催

CDG シーディージー

TexturA（テクストゥーラ）

L/UNIFORM TOKYO（リュニフォーム）

[ メンズウエア・レディスウエア・
その他ファッション ]
新国際ビル 1F

[ レストラン ]
有楽町電気ビル 1F

[ メンズレディスバッグ・雑貨 ]
国際ビル 1F

DIVERSITY × ORIGINALITY
多様なアプローチから生まれる唯一無二の
料理。エネルギー溢れる店内で、中華・ス
パニッシュ・フレンチなど様々なジャンル
の料理人たちによる TexturA ならではの
料理が生まれる。

フランス発のバッグ・小物ブランド。職人
たちにより、丁寧に仕上げられた美しい
リュニフォームの世界をぜひお楽しみくだ
さい。

COMME des GARCONS の 50 年間のク
リエーションを意味する CDG シンボルロゴ
が付いた新ブランド。
問 03-3218-1803
https://www.marunouchi.com/
tenants/7169

問 03-6259-1144
https://www.marunouchi.com/
tenants/10121

問 03-6812-2930
https://www.marunouchi.com/
tenants/10122
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幸運を引き寄せるフォーチュンアニマルグッズ

で運気をアップ !

ビアタンブラーセット
￥3,240（税込）
ビアタンブラーのペアセット。縁起の良いモチーフを縁起の
良い丸型（円・縁）に、意匠した伝統的な紋様。

アニュアル フィギュリン（うさぎ）
高さ約 8cm

アフタヌーンティー・リビング

むす美 × AK だるま風呂敷

￥10,800（税込）

［新丸ビル 4F］

￥1,296（税込）

「飛躍」「幸運」の象徴、うさぎのフィギュリンは、髪の毛を

バーズワーズ グラフィックリース

梳かすようなしぐさで毛づくろいをしている姿の愛らしいデ
ザイン。

約 30cm 角

ロイヤル コペンハーゲン 本店

￥6,480（税込）

永遠に続く平和や安心感を鳥と花の水彩画で表現したリース。

［新有楽町ビル 1F］

デリエ・イデー

［新丸ビル 4F］

京都の老舗風呂敷メーカーむす美とのコラボレーションによ
り実現した、AKOMEYA オリジナルの風呂敷。贈り物にも
オススメ。

AKOMEYA TOKYO

［丸ビル B1F］

祝い鶴
￥10,800（税込）
ベトナムの古都「フエ」で 1 針 1 針手刺繍によって作られ、
大きく羽ばたく鶴が幸せを感じさせるハンカチーフ。

クーポン CLASSICS
対象店舗 ［丸ビル 4F］
→ P.11

the Small Luxury 丸の内店

キャットケース
グレー、ブラック

各￥3,456（税込）

福福てぬぐい 鶴まる梅

幸運を引き寄せるネコのしっぽがポイントの携帯ケース。手帳

￥1,080（税込）

型で使いやすく、ショルダーの紐を付けることも出来る優れも
の（紐別売り）。サイズが合えば iphone 以外の携帯も使用可能。

The Cat's Whiskers

銀座夏野 オリジナル縁起箸
￥1,080（税込）

［丸ビル 3F］

銀座夏野でしか手に入らないオリジナルの箸。台紙の裏に縁
起の意味を日本語、英語でプリント。

クーポン 銀座 夏野
対象店舗 ［新丸ビル 4F］
→ P.12

ウサギ刺繍 レギュラー丈ソックス
メンズ 25 ～ 27cm（8 色）

てぬぐいの「拭く」用途を「福」にかけて、縁起の良いモチー
フと小紋を組み合わせて福を重ねたてぬぐい。鶴と梅は長寿
の象徴とされる縁起物。向かい合う夫婦鶴は、仲良きことの
象徴ともされ、円満で健康に過ごせるよう願いが込められて
いる。

クーポン かまわぬ
対象店舗 ［新丸ビル 4F］
→ P.12

各￥972（税込）

パンツの裾からちらりと見える位置にウサギ柄の刺繍入り。
飛躍の意味がある縁起の良い柄なので、贈り物にぴったり。

Tabio HOMME 丸の内オアゾ店

［丸の内オアゾ 1F］

PETIT-COCHON（ブタ キーホルダー）
JOUR DE FETE Multi
￥2,052（税込）
さまざまな国で富と繁栄の象徴と言われるブタのキーホルダー。
南フランスの伝統的なテキスタイルブランド、レ・トワール・
デュ・ソレイユのストライプ柄の生地を使用。

超甘撚り ハンドタオル
約 40 × 40cm（13 色）

各￥1,512（税込）

超甘撚りタオルシリーズにはすべてテネリータのロゴ付き。
テネリータのロゴは、ヒワドリで、西洋では古来より守り神
として絵柄に描かれていて、幸福をもたらす鳥とされている。

クーポン テネリータ
対象店舗 ［新丸ビル 4F］
→ P.12

5

レ・トワール・デュ・ソレイユ

［新丸ビル 4F］

菓子木型の福よせ箸置き

めで鯛 小皿揃え

各￥594（税込）

直径 10cm

和菓子を作る際に用いられてきた古い菓子木型から作った、

縁起物の鯛が絵付けされた、小皿のセット。小皿 3 枚が箱に

信楽焼の箸置き。縁起の良いモチーフを集めており、おもて

入っているので、お祝いや記念の品におすすめ。

なしやお祝いの席にぴったり。

遊 中川

［新丸ビル 4F］

￥3,564（税込）

クーポン 私の部屋 丸の内店
対象店舗 ［新丸ビル 4F］
→ P.12

6

祝・令和 ＧＷ限定の新元号お祝いメニュー

三色丼（うに、いくら、かに）
¥5,000（税込）

天笑来福コース
¥6,500（税込）

北海道日高産のいくらと北海道根室産、釧路産のうにを贅沢

祝 新元号 ! 伊勢海老と雲丹炒めの寿セット
¥3,800（税込）

新元号おめでとう「令和」特別コース
¥4,320（税込）

新元号にピッタリの華やかな五感で楽しむ伊勢海老と雲丹の“寿”御膳。食前酒、前菜

おめでたい席にふさわしい、海老と真鯛の紅白仕立てと高級食材ふかひれをふんだんに

3 種盛、伊勢海老と雲丹の炒め物、花椒庭名物黒酢豚、ミニ汁無し担々麺、桃饅頭の豪

入れたスープ。新元号のお祝いにぴったりのコース。

華なコース。

※ランチタイムのみ

火鍋＆モダン中華バル 花椒庭－広尾－

［iiyo!!（イーヨ !!）B1F］ Tel.03-6551-2048

※サービス料 10% 別途

※お茶代 ¥300（税込）

ラダ、ウニ、あわびの鉄板焼、特選フィレステーキ、白米と

※ 1 日 15 食限定

味噌汁、デザート付きの贅沢なコース。
※ランチタイムのみ
※数量限定

札幌 たる善

※付け合わせが変更になる場合がございます

鉄板焼 天 本丸

［新丸ビル 5F］ Tel.03-5218-7007

［新丸ビル 5F］ Tel.03-3211-6633

四川豆花飯荘

んだちらし寿司。お椀、甘味付き。彩り豊かなお祝い膳。
※ランチタイムのみ

付き。
※サービス料 10% 込

クーポン 家全七福酒家 SEVENTH SON RESTAURANT
対象店舗 ［丸ビル 36F］ Tel.03-3283-2002
→ P.10

なコース ※ランチタイムのみ

アマルフィイ モデルナ

［丸の内オアゾ 5F］ Tel.03-5223-8331

祝 令和 金のひつまぶし
¥4,644（税込）

新元号おめでとうセット
¥3,240（税込）

たまり醤油を使用した備長のタレの香りと、蒸さずに香ばしく焼き上げた地焼きうなぎ

お祝いにふさわしい鯛や海老など、豪華な食材を使ったコース料理。食前酒（一口生ビー

の旨味が食欲をそそる「備長ひつまぶし」。金箔をあしらった特別な日におすすめのひつ

ル、又はグラススパークリングワイン、又はグラスウーロン茶）、真鯛のカルパッチョ

まぶし。

実山椒風味、尾付き海老の紅白仕立て、アワビとフカヒレの上海煮込み、雪菜と干し貝

The Orchid 丸の内店

新鮮な海鮮料理。鮪、鯛、数種類の海老等を彩り良く盛り込

殻付き伊勢海老を豪快に使用した、食感を楽しめる麺料理。
アイスウーロンまたは、アイスジャスミンの選べる 1 ドリンク

パッチョ、お魚料理、パスタ、お肉料理、デザート盛り合わせ、パン、コーヒーの華やか

柱のつゆそばの風味豊かなコース。

紅白にぎやかちらし
¥5,000（税込）

活伊勢海老入り 香港風混ぜ麺
¥5,940（税込）

新鮮な食材を使って慶びを表現する彩り豊かなコース料理。一口オードブル、鮮魚のカル

クーポン ひつまぶし名古屋備長 丸ビル店
対象店舗 ［丸ビル 6F］ Tel.03-6259-1667
→ P.12

※ランチタイムのみ

［新丸ビル 6F］ Tel.03-3211-4000

新元号を祝う乾杯のスプマンテ付き 鎌倉ランチコース
¥4,000（税込）

※ 1 日 10 食限定

お祝いの慶びと幸せを感じる豪華な食を堪能。ずわい蟹のサ

に使った三色丼。東京では味わえない北海道の味。

※ランチタイムのみ

［丸の内オアゾ 5F］ Tel.03-3216-5001

丸ビル店

※サービス料込

銀座寿司幸本店

［丸ビル 35F］ Tel.03-3240-1908

鮨 江戸丸
¥2,020（税込）

ふかひれ姿煮込みセット
¥3,240（税込）

昔からある江戸前のネタ。鮨は大トロ、中トロ、赤身と魚が

縁起物の大海老を使用したマヨネーズソースあえと、ふかひ

し鮨らしくデカネタでのご提供。

れは古来縁起の良い高級食材とされていてふかひれの形が翼

※期間中 30 食限定

をイメージし「飛躍」の意味が込められる。

クーポン 沼津 魚がし鮨
対象店舗 ［丸ビル 6F］ Tel.03-5220-5550
→ P.10

※ランチタイムのみ

筑紫樓 魚翅海鮮酒家

［丸ビル 5F］ Tel.03-6213-2946
＊写真はイメージです。
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このガイドブックを見せるだけで

GW
限定

もっとおトクに、もっと楽しく !
グルメ＆ショッピング

クーポン

とっておきのグルメも、こだわりのショッピングも、うれしい特典がいろいろ。
クーポンを上手に使って、丸の内エリアの GW を満喫してみませんか？

MAP

⓮

お食事料金より
10％割引き
サービス

Franz Club
新丸ビル 5F［ドイツビアバー＆レストラン］
Tel.03-5224-8678

直輸入樽生ビールや、日本初上陸のドイツ地
ビール、プレミアムワイン、シュナップスを本
格ドイツ料理と一緒に。 ※ディナータイムのみ

MAP ラ・メゾン・デュ・ショコラ
丸の内店

新国際ビル 1F［チョコレート専門店］
Tel.03-3201-6006

最高級カカオを贅沢に使用した仏・パリの高級
チョコレート専門店。 ※ ¥5,400
（税込）以上の
お会計で利用可能

⓮

銀座和館 椿屋茶房
丸ビル 5F［カフェ］
Tel.03-5220-2588

大正ロマンをモチーフとした店内で、
サイフォ
ンでいれた香り高くおいしい珈琲と、良質の
ケーキやスイーツを。

MAP

⓮

東京今井屋 本店
丸ビル 6F［焼き鳥・鶏料理］
Tel.03-5208-1717

「秋田県比内町産放し飼い比内地鶏」の焼き鳥、厳選
素材メニューが100種類以上。 ※￥10,000
（ 税込）
以上のお会計で利用可能

丸の内オアゾ B1F ［ベーカリーレストラン］
Tel.03-5220-5011

❻

新東京ビル B1F［タイレストラン］
Tel.03-5224-3931

タイ人シェフによる本格派タイフードがリー
ズナブルな価格で楽しめる店。

MAP Sicilian Terrace

❽

BUONO

東京ビルTOKIA B1F［イタリアン］
Tel.03-5223-8261

イタリアから空輸で運ばれる新鮮なモッツアレ
ラチーズ、
豊富な前菜・パスタ・ピザ、
ワインなど。
※1名様¥3,000
（ 税込）以上のお会計で利用可能

国際ビル店

国際ビル B1F［オイスターバー］
Tel.050-3184-2959

年間を通して、
その時期ごとに最高の生カキが
食べられるオイスターバー。 ※ ¥2,000
（ 税込）
以上のお会計で利用可能

店内で焼く美味しいパンと地中海の香り漂う料理の
数々。 ※￥5,000
（ 税込）以上のお会計で利用可能
※他のクーポン券、割引サービス、優待との併用不可

/ Flora

丸ビル 6F［もつ鍋・もつ焼・焼酎居酒屋］
Tel.03-5221-8001

もつ鍋は明太もつ鍋、しお、みそなど5種類をご用意。
おつまみ、逸品にもこだわりが。￥1,080
（ 税込）以上
のお会計で利用可能

❸

丸の内店

MAP バンコクキッチン 丸の内店

⓮

もつ福

MAP ジャックポット

MAP 神戸屋レストラン

⓲

MAP

KAISERHOF

⓭

1
Drink
MAP

⓮

the ringo marunouchi

丸ビル 5F ［モダンスパニッシュ レストラン］
Tel.03-6551-2899
食とアートと音楽が交差する、
くつろぎ
の空間で味わうモダンスパニッシュ。

MAP

⓮

WISE SONS TOKYO

MAP

⓯

丸ビル B1F［サンフランシスコ デリカテッセン］
Tel.03-6551-2477
本国のオーナーが自ら厳選した食材の
ベーグル＆サンドイッチショップ。

MAP

⓮

小岩井フレミナール

丸ビル 5F［洋食］
Tel.03-5224-3070
“ 小岩井農場の「牛」
「たまご」
「乳製品」”
をテーマとしている、
農場直営ダイニン
グ。

⓮
MAP

⓮

グリル満天星 麻布十番

丸ビル 5F［洋食レストラン］
Tel.03-5288-7070
ハンバーグやオムライスなど、
親しみの
ある洋食。仏料理のベテランシェフた
ちによる懐かしい味。

MAP

MAP ウムウム グッドブリトーズ !

新丸ビル 5F ［ドイツビアバー＆レストラン］
Tel.03-5224-8678

丸の内店

丸の内オアゾ B1F［ベーカリーレストラン］
Tel.03-5220-5011

古奈屋 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 5F［カレーうどん］
Tel.03-5220-5500

⓮

丸ビル B1F［ブリトーカフェ］
Tel.03-3284-3301
たくさんの具材をトルティーヤで包んだ
ジューシーなブリトー専門店。

MAP

⓮

ウィッフィ
国際ビル B1F［尾崎牛肉バル］
Tel.03-3215-2577

和牛の王様
「尾崎牛」や野菜などの素材をシン
プル調理でカジュアルに楽しめる肉バル。

丸ビル店

Cantinetta Buzz

丸ビル 5F［ワイン酒場］
Tel.03-6269-9155
イタリア直送の“生ワイン”をお好きな量からオー
ダーできる“量り売り”スタイル。イタリアンベー
ス料理も絶品。 ※樽生ワイン（グラス）のみ対象

●一部対象外のメニュー、
商品、
サービスがある場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。 ●１ドリンクサービスはお食事ご利用の方に限ります。 ●テイクアウト商品に
はご利用いただけません。 ●１ドリンクサービス、
10％オフサービスを併用することはできません。 ＊クーポン有効期限 2019年4月25日
（木）
〜5月6日
（月・振休）
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Franz Club

クリーミーかつスパイシーなカレーのスープと、
もちもちとした食感の細麺がハーモニーを奏でる
絶妙なカレーうどん。

三菱商事ビル B1F［オイスターバー］
Tel.03-6267-0008

丸ビル B1F［和食］
Tel.03-3211-0421
日本型食生活（鰹節から始める健康生活）を提案。
※イートインスペースご利用のお客様のみに、
「鰹節だし」または
「鰹・昆布合わせだし」

新丸ビル B1F［フレンチイタリアンバール］
Tel.03-3287-3733

MAP 神戸屋レストラン

⓲

ジャックポット 丸の内

日本橋だし場 丸ビル店

Bistro Bar Dapaulo

直輸入樽生ビール、
日本初上陸のドイツ地ビー
ルなどを本格ドイツ料理と一緒に。※ディナー
タイムのみ

MAP

年間を通して、その時期ごとに最高の生カキが食べ
られるオイスターバー。生はもちろん、グラタンや
カキフライなどでも。

MAP

丸ビル 36F［中国料理］
Tel.03-3283-2002

ナポリスタイルピッツァや各国の厳選ワイン、
カクテル、
ベルギービールなどと共に。
※ランチ・ディナーのみ

❸

お食事で
ご利用の方に
1 ドリンクを
サービス

RESTAURANT 丸ビル店

毎日、
店内で焼く美味しいパンと地中海の香り
漂う料理の数々を。 ※他のクーポン券、割引サー
ビス、優待との併用不可

新東京ビル B1F ［ドイツビアレストラン］
Tel.03-5224-6028

ドイツ バイエルン州が運営するギネスブック認定の世
界最大のビアホール、ホフブロイハウスの樽生が飲める店。
※¥3,240(税込)以上のお会計で利用可能 ※コースは対
象外 ※他のクーポン券、割引サービス、優待との併用不可

MAP

⓯

⓲

MAP カイザーホフ

❻

MAP

⓮

魚 肴 酒 天麩羅 天まる
丸ビル 6F［天ぷら］
Tel.03-3240-6033

旬の食材をふんだんに使った、
職人が揚げる本
格天ぷらは絶品 !

MAP

⓮

招福樓
丸ビル 36F［日本料理］
Tel.03-3240-0003

近江・八日市の老舗料亭。素材の持ち味を大切
にした四季折々の詩情豊かな料理が楽しめる。

MAP

⓯

STAND T
新丸ビル 1F［グルメビアスタンド］
Tel.03-3240-6008

昼は、ランチとカフェ。夜は美味しい10種の
ビールと小皿料理の活気あふれる現代の酒場。

MAP ヴァンルージュ・ヴァン

⓯

ブラン

新丸ビル 5F［欧風料理とワイン］
Tel.03-5224-8781

赤レンガの東京駅 丸の内駅舎を眺めながら、
ごゆっくりとおくつろぎください。 ※ソフト
ドリンク、生ビール、ハウスワイン
（赤、白）対象

MAP

⓲

上海厨房 石庫門 丸の内店
丸の内オアゾ B1F［中国料理・フードデリ］
Tel.03-6212-2211

中国本土より招いた料理人が作る料理は本格
派ながら、リーズナブル。人気メニュー
「大陸
焼餃子」
は、
ハマること必至の一品。

MAP

⓲

❼

モリタ屋
丸ビル 35F［すき焼き・しゃぶしゃぶ・オイル焼き・ステーキ］
Tel.03-5220-0029

MAP

⓮

暗闇坂 宮下
丸ビル 36F［和食］
Tel.03-5220-3331

旬のお野菜、お魚を中心に、厳選された素材の
旨味を活かした心と体を癒す日本の味。

MAP

⓯

ZEALANDER by TERRA
新丸ビル 5F ［モダンニュージーランド料理］
Tel.03-6269-9017

「本物」のモダンニュージーランド料理とそれ
を彩る厳選ワインを丸の内で。

MAP PASTA HOUSE

⓯

AWkitchen TOKYO

新丸ビル 5F［パスタハウス］
Tel.03-5224-8071

すべて手打ちのモチモチした食感のパスタと
好相性のソース。契約している農家から毎日
届く、
お野菜も自慢。

MAP

⓲

屏南 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ B1F［わんたん・かゆ・刀削麺］
Tel.03-5252-7615

中国福建省
「屏南」
の本場と変らぬ味を丸の内で。
※ソフトドリンクのみ対象

MAP

❸

シンパチキング
国際ビル B1F［海鮮居酒屋］
Tel.03-6269-9922

産地直送の地魚、こだわりの農産物など新鮮
な食材と入手困難な地酒や本格焼酎が楽しめ
ます。

MAP 大連餃子基地 DALIAN

❺

丸の内店

二重橋スクエア B1F［餃子・中華料理］
Tel.03-6206-3039

こだわりの素材を使い本場中国の点心師が手
作りする本格中華。

Talho 丸の内店

新東京ビル B1F［ポルトガル料理］
Tel.03-5222-5055

ポルトガルの肉料理を中心にビールやワイン
片手にカジュアルにお楽しみいただけます。

❼

丸の内ブリックスクエア B1F［琉球チャイニーズ］
Tel.03-3213-2277

世界各地の BIO ワインと、自然派野菜をふん
だんに使ったヘルシーなメニューの人気店。
※ ¥3,000
（税込）以上のお会計で利用可能

沼津 魚がし鮨
丸ビル 6F［寿司］
Tel.03-5220-5550

駿河湾から直送の新鮮な魚介類を、
握りや一品
料理でボリューム満点に。静岡各地の素材を
使った料理や地酒も。

MAP

⓮

マンゴツリー 東京
丸ビル 35F［タイ料理］
Tel.03-5224-5489

バンコク、ロンドンに続く世界で3店目のタイ
料理店。厳選した素材と伝統の技が織りなす
料理の数々。

MAP

⓯

BARBARA market place 151
新丸ビル B1F［レストラン・バー］
Tel.03-5918-7780

「ヨーロッパの市場」がテーマのヨーロッパ各
地方料理。

MAP 焼鳥・ジビエ・ワイン

⓯

鳥歐

新丸ビル 5F［焼鳥・ジビエ・ワイン］
Tel.03-6269-9435

「カオの見える生産者」が大切につくった食材
を大切にする焼鳥・ジビエ・ワインの店。

MAP

⓯

Wattle Tokyo
新丸ビル 6F［モダンオーストラリア料理］
Tel.03-5288-7828

オーストラリアの新鮮食材と、
日本の四季折々
の食材をモダンに組み合せたお料理。

MAP

⓲

妻家房 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 5F［韓国旬彩料理］
Tel.03-3284-0108

オモニ
（母）の愛情から生まれてきた韓国秘伝
の味を。 ※生ビール
（小）、韓国ドリンクのみ対象

丸の内 若どり

丸の内オアゾ 6F［鶏料理専門店］
Tel.03-5221-5231

鶏料理専門店。佐賀県産赤鶏と旬の野菜を、極
上スープでお召し上がりいただく博多水炊き
は絶品。

❻

TAMA

⓮

⓲

MAP M a n u e l T a s c a d o

MAP BIO ワイン＆フード

MAP

MAP 博多水炊き・焼酎

ゆったりとした大人の空間で、
江戸前鮨を。

Tel.03-6270-3900

料理のうまさで “ 博多で抜群の海鮮居酒屋 ” と
評判の
「磯貝」
の味を東京で。

厳選した蕎麦粉だけを使用し、
コシの強さと独
特の旨みを出す本物のお蕎麦。日本酒、焼酎に
合う肴、
小鉢も豊富。

丸の内オアゾ 6F［寿司］
Tel.03-5220-6591

二重橋スクエア 2F ［アメリカン・ステーキハウス］

丸の内ブリックスクエア B1F［和食海鮮居酒屋］
Tel.03-6269-9330

丸ビル 6F［日本蕎麦］
Tel.03-3201-0755

鮨 竹山 丸の内

Marunouchi

ろばた焼 磯貝

鎌倉 一茶庵 丸山

京都府丹波にて飼育した伝統の京都肉や全国
選りすぐりの黒毛和牛を関西風すき焼き、
しゃ
ぶしゃぶ、
オイル焼き、
ステーキでご提供。

表面はパリッ、
中はしっとり。最上級品質と認定
された
「プライムグレード」
の牛肉。

MAP

⓮
⓮

MAP Morton's The Steakhouse

❺

MAP

MAP

丸ビル 6F［和食］
Tel.03-3240-1020

福臨門酒家の創業者・徐福全の息子、徐維均に
よるブランド。

グルメ

MAP

⓮

MAP

灘の酒と和食 御影蔵

MAP 家全七福酒家 SEVENTH SON

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

❹

皮はパリッと身は表面サクッと中身はジュー
シーな厳選鰻を使った名古屋の郷土料理。

4/25（木）〜 5/6（月・振休）
...............................................................................................................................................
●クーポン対象店舗の場所は、P1-P2 のマップにてご確認ください。

⓯

丸ビル 6F［ひつまぶし］
Tel.03-6259-1667

瀬戸内の魚や四季折々の厳選された食材を堪
能できる。

［クーポン有効期限］2019 年

MAP

⓮

丸ビル店

...............................................................................................................................................
ご利用・ご注文の際は本クーポン付きガイドブックを店頭にて必ずご提示ください。
ＷＥＢ画面もしくはＷＥＢをプリントアウトしたものも有効です。

10
%
OFF

MAP ひつまぶし名古屋備長

MAP

❼

ラ・カサリンガ
丸の内ブリックスクエア B1F［イタリアン/バール］
Tel.03-5293-1105

南イタリア料理と自然派ワインをお楽しみい
ただけるトラットリア。

MAP bar à vin RÔTI

❺

marunouchi

二重橋スクエア B1F［鉄板ビストロ］
Tel.03-6269-9898

カウンター内で臨場感たっぷりに仕上げるフ
レンチ鉄板焼き。

MAP

❻

the pantry 丸の内店
新東京ビル 1F ［グルメバーガーレストラン］
Tel.03-5221-8666

グルメバーガーの元祖「ホームワークス」が、
NY で人気のオーダーメイドサラダを取り入
れたショップ。

MAP 魅惑の七輪 らんまん

❼

丸の内総本山

丸の内ブリックスクエア B1F［ホルモン焼肉店］
Tel.03-5218-4129

気さくな雰囲気で新鮮ホルモンと厳選された
和牛を味わえる焼肉ホルモン屋。
（土日祝は焼
肉ランチ可）
＊写真はイメージです。
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MAP 味の牛たん 喜助

❼

東京丸の内パークビル店

丸の内ブリックスクエア B1F［牛たん］
Tel.03-6269-9088

定番の牛たん定食をはじめ、職人の手仕込み
により熟成された牛たんを、様々な料理で楽
しめる。

MAP

❼

mikuni MARUNOUCHI
丸の内ブリックスクエア 2F［ナチュラルフレンチ］
Tel.03-5220-3921

希少な伝統野菜「江戸東京野菜」をはじめ、東京産の
食材をふんだんに使った「地産地消」のメニューが
特長のナチュラルフレンチ。

MAP GRILL UKAI

❼

丸の内ブリックスクエア 3F［京都料理］
Tel.03-5218-0003

MAP ベルジアンブラッスリーコート
アントワープ セントラル

東京ビルTOKIA B1F ［ベルギービールレストラン］
Tel.03-5288-7370

ベルギービールと伝統的なベルギー料理をお
楽しめる。

MAP くつ炉ぎ・うま酒 かこいや
丸の内店

三菱ビル B1F［和彩・炉ばたダイニング］
Tel.03-5288-7905

P

くつろぎと心やすらぐ個の空間で、
厳選された
素材を使用した旬のお料理を。 ※琥珀エビス
のみ対象 ※17:00以降限定

“mood board”

丸の内ブリックスクエア 3F［バール＆ビストロ ＊ ミュージック］
Tel.03-6269-9351

食べること、飲むこと、会話することを同一線
上で楽しむ、
新感覚のバール &ビストロ。

MAP Sicilian Terrace

Bar 豆まる

京都嵐山「松」や祇園割烹「阪川」協力。昼は彩
り豊かなおばんざい御膳、
夜は京料理のコース
も楽しめる。 ※ディナータイムのみ

⓬

丸の内ブリックスクエア 2F［中国料理］
Tel.03-6269-9080

四季の野菜をボリュームたっぷりの肉や魚料
理、
点心と一緒に楽しむスタンダードな中国料
理店。 ※ディナータイムのみ

❼

丸の内ブリックスクエア 2F［グリル料理］
Tel.03-5221-5252

MAP 京おばんざい＆お茶屋

❽

❼

CHINESE 青菜（チンツァイ）

MAP Baru&Bistro ＊ musiQ

MARUNOUCHI

世界各地から、
もっともおいしい旬の時期に届
けられる食材によるグリル料理が味わえる。

❼

MAP

❽

BUONO

東京ビル TOKIA B1F［イタリアン］
Tel.03-5223-8261

イタリアから空輸で運ばれる新鮮なモッツア
レラチーズ、豊富な前菜・パスタ・ピザ、ワイン
をどうぞ。

MAP

❾

GARB 東京
丸の内仲通りビル 1F［レストラン］
Tel.03-5220-0440

野菜をふんだんに取りいれたヨーロピアンカ
ジュアル料理。ランチからディナーまで、オー
ルデイユース。

MAP

⓰

スペインバル モン・シルクロ
三菱UFJ信託銀行本店ビル B1F［スペインバル］
Tel.03-5222-6033

本格スペイン料理の店。パエリアと、鉄板で焼
き上げる肉料理
「チュレトン」
がオススメ。

MAP

❽

宮崎地鶏炭火焼 車
東京ビルTOKIA B1F［焼鳥・地鶏料理］
Tel.03-3216-0022

宮崎 か ら 毎日取 り 寄 せ る 神楽 と り 料理 は
絶品 !

MAP

❾

MAP

❼

たまさか
丸の内ブリックスクエア 2F［カウンター割烹］
Tel.03-3217-2861

カウンターメインの割烹。厳選された素材を
活かした丁寧な料理。

MAP

❼

⓱

AWkitchen 自慢の野菜がたくさん入ったパス
タがリーズナブルに堪能できる。

シンプルかつ上質なアイテムと、
バケツ型のトー
トバッグをメインに雑貨を展開。 ※2点以上ご
購入で10%OFF

MAP

❽

串あげもの 旬 s
東京ビル TOKIA B1F［串揚げ料理］
Tel.03-5293-7588

旬の新鮮な素材の串や食材の相性で組み合わ
せた創作料理をどうぞ。

MAP

⓯

銀座 夏野
新丸ビル 4F［箸］
Tel.03-3211-1184

人気の箸専門店。 ※様々な色柄、産地の箸を特別
価格にて販売

パブス 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 1F ［メンズ・レディス服飾雑貨］
Tel.03-5252-7741

ネクタイ、シャツ、カフスなど。※シアサッカー
カジュアル半袖シャツ ¥5,400（ 税込）

⓱

iiyo!!
（イーヨ !!）1F［ビストロ］
Tel.03-6269-9730

パリの街角にあるビストロを彷彿とさせるアッ
トホームな雰囲気の中で、
洗練されたフランス
料理を味わう。

MAP

❷

ラシット 丸の内店
新有楽町ビル 1F［バッグ・服飾雑貨］
Tel.03-3217-2700

ラシットのフルラインナップを揃えたショップ。
※2点以上ご購入で10%OFF

MAP パパス・マドモアゼル ノンノン

❻

ショッピング

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Price
Down
MAP

⓮

MAP PALETTE PLAZA

人気の商品が
限定プライス
ダウン

Octà Hotel
丸ビル 3F［輸入雑貨］
Tel.03-6268-0220

パリから直接買い付けた商品やオクタホテルオ
リジナルラインなど、他では手に入らないコレク
ション。 ※¥5,000（ 税込）以上ご購入で10%OFF

MAP

⓮

バークレー
丸ビル 3F［婦人靴・雑貨］
Tel.03-3240-0104

丸ビル B1F［カメラ・DPE］
Tel.03-5220-4555

一枚の写真から、
たくさんのハッピーを
※
「モアプリント
（分割プリント）6P サイズ」¥500
（税込）

MAP

⓮

SHOE CLOSET 丸ビル店
丸ビル 3F［服飾雑貨］
Tel.03-6206-3363

上質カジュアルシューズやファッションアイ
テムを徹底してセレクト。 ※インポートシュー
ズ10%OFF

MAP

⓮

TAYA
丸ビル 4F［美容室］
Tel.03-5220-3976

ここだけにしかないオリジナルブランドもあ
るメーカー直営店。 ※店内商品2点以上お買い
上げで10%OFF

自在なアレンジを可能にする進化したトリート
メントメニューを。 ※美容商品10～30%OFF

MAP ACE BAGS&LUGGAGE

MAP デラクシィーム メイソン

⓮

丸の内店

丸ビル 4F［バッグ・雑貨］
Tel.03-6268-0061

バッグとラゲージのセレクトショップ。
※2点以上ご購入で10%OFF

11

⓮

丸ビル店

⓮

グレイ

丸ビル 4F［レディス・雑貨］
Tel.03-5220-7075

シルエットや素材にこだわった「今どきベー
シック」
なアイテムを提案。 ※2点以上ご購入で
10%OFF

MAP

⓮

カオス丸の内
丸ビル 2F［レディス］
Tel.03-6259-1394

国内外からセレクトした大人のための上質な
日常着を提案。 ※店内商品 SALE実施

MAP

⓮

MAP

⓮

メガネを通して、美しく豊かな人生を。※2本
目以降10%OFF ※フレーム本体価格が高い方を
10%OFF

シーズントレンドのファッション雑貨。
※2点以上ご購入で10%OFF

⓮

丸ビル 4F［レディス］
Tel.03-5220-9500

年齢にとらわれない “ 働く、
すべての女性 ” に向
けた幅広いオフィスウェア。 ※トップス2点以
上ご購入で10%OFF

MAP

⓮

ミハエル ネグリン
丸ビル 4F ［服飾雑貨・ライフスタイルグッズ］
Tel.03-5220-7560

世界で活躍するデザイナー ミハエル ネグリ
ンが手掛けるトータルファッションブランド。
※2点以上ご購入で10%OFF

MAP CLASSICS the Small
Luxury 丸の内店

丸ビル 4F［ハンカチーフ］
Tel.03-6259-1571

多彩なハンカチーフが魅力のスペシャリティ
ストア。 ※ ¥10,800
（税込）
ご購入で送料無料

MAP

⓮

新東京ビル 1F ［紳士服・婦人服・服飾雑貨］
Tel.03-3284-8847[ パパス ]
03-3284-0886[マドモアゼルノンノン]

メンズのパパス、レディスのマドモアゼルノンノ
ンのラインナップが揃う総合ショップ。 ※メンバー
ズカード登録でお会計から5%OFF ※ ¥20,000（ 税込）以
上ご購入のお客様に、コーヒーもしくは紅茶1杯サービス

LUCKY
BAG
MAP

⓮

キレイ・簡単・リーズナブルをモットーに短時
間で高い技術を満喫。 ※ ¥3,132
（ 税込）以上の
施術で商品代金20%OFF

新丸ビル店

新丸ビル 3F ［美容室］
Tel.03-5224-5151

MAP ラグビープラス

⓯

カンタベリー

新丸ビル 4F［スポーツアパレル・雑貨］
Tel.03-6256-0957

「RUGBY PLUS」
を中心にしたカンタベリー初
のコンセプトショップ。 ※春物 SALE 実施

MAP ブルーブルーエ

⓲

丸の内 oazo 店

丸の内オアゾ 1F［服飾・生活雑貨］
Tel.03-3215-7500

服飾小物を中心に、
シンプルなデザインで飽き
のこない雑貨。 ※対象商品10%OFF

MAP セイコー オプティカル

❷

ブティック 丸の内

新有楽町ビル 1F ［メガネ・サングラス］
Tel.03-3216-2585

SEIKO ブランドのフラッグシップショップ。お
一人おひとりに最適なメガネをお届け。※フレーム
（ ¥30,000相当）+ レンズ（ ¥40,000相当）を ¥32,400（ 税
込）で販売。※遠近、中近、近々両用などもお選びいただけます

MAP

❼

HANAHIRO CQ
丸の内ブリックスクエア 1F ［フラワーショップ］
Tel.03-6269-9187

パリで人気のフラワーブティック「クロード
カンコー」とコラボした日本初のお店。 ※鉢
物苗・ハーブなど、オール ¥200
（税込）セール実施

⓮

ロクシタン
丸ビル 1F［化粧品］
Tel.03-3286-3550

ライフスタイルコスメティックブランド。
※復刻製品「 ラブレターローズシャワージェル」
¥3,132
（税込）を販売

MAP

⓯

Koh Gen Do
新丸ビル 3F ［化粧品］
Tel.03-5224-4801

「肌へのやさしさ」と「機能性」を融合させた自然派化
粧品。※アクアファンデーション1周年記念セット販売。¥4,968
（ 税込）
「 アクアファンデーション全7色 各30ml SPF25PA++」
「 パーフェクトファンデーションブラシS クリアレッド（非売品）」

MAP le coq sportif avant

⓯

MARUNOUCHI

新丸ビル 4F［服飾雑貨］
Tel.03-6268-0321

スポーツブランドが考える健康的でアクティ
ブなライフスタイルを提案。 ※2点以上ご購入
で10%OFF

MAP ネイルバー

⓲

丸の内オアゾ店

丸の内オアゾ 1F［ネイルサロン］
Tel.03-3215-5188

バイオジェル、
シェラック、
フットケア等、
充実
したメニュー。 ※「 20YA カラー Set（ 20YA ポ
リッシュ +20YA ファイル）」¥1,620（ 税込）

MAP

❷

エース 有楽町店
新有楽町ビル 1F［バッグ・トラベル］
Tel.03-3211-1266

バッグ・旅行用品を、エースの直営店ならでは
の豊富な品揃えでご用意。 ※ ¥5,400
（税込）以
上ご購入で10%OFF

MAP CLAUDE monet H₂O

❽

AVEDA salon & spa

東京ビルTOKIA 3F［サロン＆スパ］
Tel.03-5220-7373

ヘアサロン、クロードモネ H2O が美・地球環境・
健康を大切にするアヴェダと融合。※ヘアサロンで
施術を受けたお客様に「 ヘッドスパ」もしくは「 トリートメ
ント」を無料でご案内。※5/1～（ シャンプーブロー代別途）

MAP J.LINDEBERG

⓯

新丸の内店

新丸ビル 4F［メンズファッション・メンズレディスゴルフウェア］
Tel.03-5222-3540

ファッションとスポーツとの融合。
※30本限定で、ボトムアイテムスペシャルプライ
ス80～90%OFF

MAP ニールズヤード レメ

⓯

ディーズ

新丸ビル 3F［化粧品］
Tel.03-3201-6288

美と健康をサポートする英国式ライフスタイ
ルを提案。※
「ビーラブリーオールマイティバーム
（保湿バーム）」10%OFF

MAP ハンズ ビー

⓲

丸の内オアゾ店

丸の内オアゾ B1F ［化粧品・バッグ・トラベル］
Tel.03-5221-8031

「東急ハンズ」
が提案するライフスタイルショッ
プ。※バッグ・トラベル
（スーツケース）などのセー
ル実施

MAP 心斎橋リフォーム

❶

丸ノ内店

有楽町ビル 1F［洋服直し専門店］
Tel.03-6268-0558

合わなくなった洋服を体型に合ったシルエッ
トに直してくれる。※パンツの丈上げ10%OFF

MAP ABC Cooking Studio

❸

丸の内スタジオ

国際ビル B2F［料理教室］
Tel.03-5220-3191

全国約28万人が通う料理・パン・ケーキが学べる教室。
※先着100名様にオリジナルグッズ付き体験レッスンに無料ご招待!
（ ABCはじめての方に限る。
「 ガイドブックを見た」とお伝えください）

MAP

⓫

エポカ ザ ショップ丸の内
丸の内二丁目ビル 1F［ウィメンズ・雑貨］
Tel.03-5224-3457

かごバッグやエアリーなブラウスなど初夏にぴっ
たりのアイテムが勢揃い。 ※一部商品セール実施
店内に
『50％OFF SALE』コーナーもご用意。

丸ビル3F［メガネ・サングラス］
Tel.03-3215-0004

丸ビル 3F［バッグ・服飾雑貨・ギフト］
Tel.03-6256-0100

COMPANY

丸ビル 4F［ネイルサロン］
Tel.03-5220-7020

MAP

JINS 丸の内店

CONCIERGE 丸の内店

MAP WHITE THE SUIT

ネイルクイック

熟練した技術と感性をもったスタッフが顔立
ち・髪質からスタイルをご提案。※先着30名様
に「 サブリミックリフトアップスパ (60分 / シャンプー
ブロー込）」を20%OFF の ¥6,912( 税込）で実施

⓲

BISTRO DOUBLE

⓮
⓯

MAP

MAP

MAP

MAP 資生堂ビューティーサロン

一流マジシャンによるマジックを、お酒、食事
とともに楽しめるマジックレストラン。お子
様の同伴も可能。

幻の和牛
「尾崎牛」と伊産3大牛
「ファッソーネ
牛」を愉しめる肉ビストロ。クラフトビールと
ナチュラルワインは50種超 !

iiyo!!（イーヨ!!）B1F［パスタ＆バール］
Tel.03-6269-9212

丸ビル 4F［レディス・服飾雑貨］
Tel.03-5220-3391

丸の内ブリックスクエア 3F［マジックバー］
Tel.03-6269-9110

丸の内仲通りビル 1F［肉ビストロ＆クラフトビール・ワイン］
Tel.03-6212-6882

AWkitchen's

⓮

LOISIR d'or

銀座 十時 丸の内店

ランプラント

MAP PASTA MARCHE

MAP

⓯

MAP A day WACOAL

おトクな
限定品をご用意

テネリータ
新丸ビル 4F ［生活雑貨（オーガニックコットンタオル他）］
Tel.03-6206-3174

オーガニックコットンを中心に、
日本の産地の
モノ作りを大切にし、
安心で心地よい暮らしを
提案。※先着20名様に、バスタオル、フェイスタオル、
ピローケースの3点セットを¥5,400
（税込）で販売

⓮

The Store 丸の内店

丸ビル B1F［ランジェリー］
Tel.03-5220-2278

インナーウエアショップ。 ※先着30名様に、
「ショーツ3点セット」を ¥1,000
（税込）で販売

MAP

⓯

私の部屋 丸の内店
新丸ビル 4F［生活雑貨］
Tel.03-3211-6131

家具や生活用品など気の利いたアイテムが
盛りだくさん。※先着5名様に、
「 体調改善セット」
¥2,160
（ 税込）
（ ¥4,200相当）※先着5名様に、
「 おでか
けセット」¥2,916
（ 税込）
（ ¥4,700相当）

MAP

⓯

Blondoll
新丸ビル 3F［レッグウエア］
Tel.03-3287-1230

カジュアルからドレスタイプまで、足元にトレ
ンド感をプラス。※先着50名様に
「ソックス3点 +
フットカバー2点セット」¥2,160
（税込）で販売

MAP MCS Marunouchi

⓯

Cosmetics Selection
新丸ビル 3F［化粧品］
Tel.03-5220-1101

国内メーカーを中心に質の高いスキンケアブラン
ドやメイクブランドを取り揃えるコスメのセレク
トショップ。 ※先着15名様に、
「 ジルスチュアート リラッ
クス アクシアフォン プロテクターP（ 日焼け止めジェル）
（ 60g）」
と「 ジルスチュアート リラックス ボディミルク 30mlボトル」
セットを¥3,024（ 税込）で販売

MAP

⓯

かまわぬ
新丸ビル 4F［手ぬぐい・和雑貨］
Tel.03-3211-5277

日本の和の文化を身近な形で伝えてくれる手ぬぐい専
門店。※先着30名様に「ハーフサイズてぬぐい4枚+雑
貨のセット（¥5,000相当）」を¥2,160（ 税込）で販売

MAP オリエンタルダイヤモンド

❷

丸の内店

新有楽町ビル 1F［ジュエリー販売］
Tel.03-3287-2801

信頼 と 実績 の あ る ダ イ ヤ モ ン ド 総合企業直営
店舗。※ラッキーバッグ販売（ ペンダント、ピアスなど）※
¥700,000相当が ¥324,000（ 税込）、¥500,000相当が
¥216,000（ 税込）、¥300,000相当が ¥108,000（ 税込）
先着12名様

プランツ・プランツ
丸ビル 4F［観葉植物・趣味雑貨］
Tel.03-5220-3777

どんなインテリアにも馴染むオリジナルアレ
ンジや一点物の盆栽、
エアプランツなど。
※コケ玉、盆栽2点以上ご購入で10%OFF

ご利用・ご注文の際は本クーポン付きガイドブックを店頭にて必ずご提示ください。WEB画面もしくは WEBをプリントアウトしたもの有効です。
（QR コード）
●一部対象外のメニュー、
商品、
サービスがある場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。 ●１ドリンクサービスはお食事ご利用の方に限ります。 ●テイクアウト商品に
はご利用いただけません。 ●１ドリンクサービス、
10％オフサービスを併用することはできません。 ＊クーポン有効期限 2019年4月25日
（木）
〜5月6日
（月・振休） ＊写真はイメージです。
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Time Schedule タイムスケジュール

はじまる、まるのうちステージ

時間・会場

4 月 2 5 日（木）〜 5 月 2 日（木・休）・5 月 6 日（月・振 休）
伝統と革新、おわりとはじまり、

境界の時代に活躍する気鋭のアーティストが丸の内に大集合！

はじまりの大型連休を、華やかなステージでお楽しみください。

出演者（楽器略称）

4 月25日（木）

楽器・演目 等

17:00-18:00
丸ビル

川嶋 志乃舞
（東京藝術大学卒業生）

津軽三味線（キラキラシャミセニスト）

12:00-13:00
丸ビル

瀧北 榮山
長谷川 将山
青木 滉一郎
（東京藝術大学卒業生）

尺八

17:00-18:00
丸ビル

中田 大梧
（東京藝術大学４生生）

箏曲生田流
共演：ヴァイオリン大島 理沙子（東京藝術
大学 4 年生）

4 月26 日（金）

4 月27日（土）

Opening Special Stage オープニングスペシャルステージ

14:00-14:30
丸ビル

KYOKO ／落語芸術協会

和妻（日本古来の手品）

14:30-15:00
丸ビル

林家 花／落語芸術協会

紙切り

17:00-17:30
丸ビル

鏡味 よし乃／
落語芸術協会

太神楽曲芸

17:30-18:00
丸ビル

4 月 2 5 日（ 木）12：0 0 〜 @ 丸ビル 1F マルキューブ
華道家 假屋崎 省吾氏が手掛けた、
「新たな時代」をイメージしたいけばなインスタレーションをお披露目
また、書道家 青柳 美扇氏が甲冑姿で「新元号」を描くライブパフォーマンスを実施。お二人のトークセッションもぜひお楽しみください。
※椅子席は、事前抽選にて当選した方のみのご案内です。当日は立ち見観覧エリア内にてご観覧をお願い致します。

假屋崎 省吾

青柳 美扇

華道家。Kariyazaki Flower
Professional Education
School 主宰。美輪明宏氏よ
り｢美をつむぎ出す手を持つ
人 ｣と評され、繊 細かつ大
胆な作風と独特の色彩感覚
には定評がある。日本はも
とより世界各地で日本伝統
文化の「華道」
を広める活動
にも精励する。

アジ ア 最 大 級 の イベ ント
JAPANEXPO THAILAND2017
にオープニングアクトとして出
演。2020 年東京オリンピック
文化公認オリンピアード『東京
キャラバンin 京都 2017』
『東
京キャラバンin 秋田2019』
にも
書道家として出演し、多数のメ
ディアにも出演。手塚治虫原
作「どろろ」の題字を担当。

三遊亭 遊雀／
落語芸術協会
〈アンサンブル・クレマティス〉
山本 容子（vn）
一宮 恵子(電子オルガン)
今瀬 康夫（hr）
野村 紀子(hp)

落語 × 音楽

久保田 祐司／
街角に音楽を

津軽三味線

14:30-15:00
丸ビル

あっぱれ吉沢屋／
ヘブンアーティスト

和風マジック

15:30-16:00
丸ビル

翁家社中

太神楽曲芸

16:00-16:30
丸の内オアゾ

あっぱれ吉沢屋／
ヘブンアーティスト

和風マジック

17:00-17:30
丸ビル

久保田 祐司／
街角に音楽を

津軽三味線

17:30-18:00
丸ビル

あっぱれ吉沢屋／
ヘブンアーティスト

和風マジック

東 京 藝大出身のキラキラシャ
ミセニストは、伝統芸能ポップ
アーティスト！日本武道館や海
外での 演 奏を経 験。４度の日
本一獲 得の実力を誇る三味 線
の音色を、古典邦楽等からヒン
トを得た作詞や、小粋でオシャ
レなポップな作曲で新たなニッポンを繰り広げる。

4月25日（木） 17:00-18:00

中田 大梧

3 歳より母・野田美香の影響で箏を
始める。17 歳より地歌 三絃・生田
流箏曲を帯名久仁子氏に師事。平
成 18 年度 フランス大使館などの後
援による「日仏芸術文化協会派遣・
日仏こども音楽隊フランスコンサー
ト」に参加。平成 30 年度 宮城道雄
記念コンクールにて地歌『残月』で第二位受賞。平成
30 年度 東京藝術大学 藝術祭において、自主企画演
奏会『OKOTO』
を主催し満員御礼の好評を博す。

4月26日（金） 17:00-18:00

瀧北 榮山

（東京藝術大学卒業生）
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長谷川 将山

（東京藝術大学卒業生）

あっぱれ吉沢屋
／ヘブンアーティスト

和風マジック

16:00-16:30
丸の内オアゾ

あっぱれ吉沢屋／
ヘブンアーティスト

和風マジック

17:00-17:30
丸ビル

鏡味 味千代／
落語芸術協会

太神楽曲芸

17:30-18:00
丸ビル

KYOKO ／
落語芸術協会

和妻（日本古来の手品）

17:30-18:00
新丸ビル

あっぱれ吉沢屋／
ヘブンアーティスト

和風マジック

14:00-14:30
丸ビル

大川 義秋／
街角に音楽を

箏

14:30-15:00
丸ビル

我人／ヘブンアーティスト

津軽三味線 DUO

16:00-16:30
新丸ビル

我人／ヘブンアーティスト

津軽三味線 DUO

17:00-17:30
丸ビル

大川 義秋／
街角に音楽を

箏

17:30-18:00
丸ビル

我人／ヘブンアーティスト

津軽三味線 DUO

14:00-14:30
丸ビル

林家 花／落語芸術協会

紙切り

14:30-15:00
丸ビル

KYOKO ／落語芸術協会

和妻（日本古来の手品）

17:00-17:30
丸ビル

鏡味 味千代／
落語芸術協会

太神楽曲芸

桂 歌若／落語芸術協会
〈花岡 詠二
スヰング･ショッツ〉
花岡 詠二（cl）
佐久間 和 (gt)
武田 将 (ヴィブラフォン)
加藤 人（bass）
楠堂 浩己 (dr)

落語 × 音楽

5 月2日（木・休）
14:00-14:30
丸ビル

ダイアン吉日

「落語とミニトーク
ダも健康に～」

14:30-15:00
丸ビル

我人／ヘブンアーティスト

津軽三味線 DUO

16:00-16:30
丸の内オアゾ

我人／ヘブンアーティスト

津軽三味線 DUO

17:00-17:30
丸ビル

ダイアン吉日

17:30-18:00
丸ビル

我人／ヘブンアーティスト

～笑いでココロもカラ

「落語とミニトーク
ダも健康に～」

～笑いでココロもカラ

津軽三味線 DUO

Cast Information 出演者情報
共演者（ヴァイオリン）

（東京藝術大学卒業生）

楽器・演目 等

14:00-14:30
丸ビル

17:30-18:00
丸ビル

Cast Information 出演者情報
川嶋 志乃舞

4 月29 日（月･祝）

5 月1日（水・祝）

4 月28 日（日）
14:00-14:30
丸ビル

出演者（楽器略称）

4 月30 日（火･ 休）

※作品は、4月2 5日（木）のオープニングステージ以降、5月6日（月･休）まで丸ビル1Fマルキューブにて展示致します。
※ステージイベント中は撮影をお断りする場合がございます。

（東京藝術大学卒業生）

時間・会場

大島 理紗子

（東京藝術大学卒業生）
愛知県出身。第 68 回全
日本学生音楽コンクール
バイオリン部門高校の部
全 国 大 会 第 1 位、2018
年ウィーン・ベートーヴェ
ン国際コンクール最高位
ほか 受 賞 多 数。 現 在 清
水 高 師 氏 に 師 事。 東 京
藝術大学音楽学部 4 年
在学中。

青木 滉一郎

（東京藝術大学卒業生）

1993 年 福 岡 県 出 身。尺 八を
宮 地 牙山師、三好 芫山師に、
三曲合奏を富山清琴師 ( 人間国
宝 ) に 師 事。2016 年「 岩 切 響
一 & 瀧 北 榮山 全 国コンサート
ツアー 2016」
を展 開。2018 年
jazzalbum『INNOCENCE』
をリ
リース。2019 年 地元福岡にて「第1回 瀧北榮山尺
八リサイタル」
を開催。都山流尺八楽会 准師範・師
範試験共に首席登第。東京藝術大学音楽学部邦楽
科卒業。同大学大学院音楽研究科修了。

1994 年 神奈川県出身。藤原
道山に師事。レパートリーは古
典から現代まで多岐にわたる。
レコーディングや演奏会の企画
構成、新曲の初演を多く手がけ
る。都山流尺八楽会 准師範・
師 範 検 定 試 験 共に首席 登 第。
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大
学音楽学部卒業。同大学大学院音楽研究科修了。
日本三曲協会、都山流尺八楽会、都山流道山会
会員／法政大学三曲会講師

琴古流尺八を、祖父である二代
青木 鈴慕（人間国宝）
、父であ
る三代青木鈴慕に師事。第 28
回市川市文化振興財団新人演
奏家コンクールで優秀賞受賞。
東京藝術大学卒業に際して、皇
居における音楽大学卒業生によ
る御前演奏会に出演。NHK-FM「邦楽のひととき」
出演。ロシア、中国でのコンサートに出演。東京藝
術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学大学院音楽
研究科修了。

4月26日（金） 12:00-13:00

4月26日（金） 12:00-13:00

4月26日（金） 12:00-13:00

KYOKO
1996 年、舞台勉強
の為、ニューヨーク
へ 単 身 留 学。 帰 国
後は国内外のマジッ
クコンテストにおい
て数々の賞を総なめ
にする。2003 年に
（ 社 ）日本 奇 術 協 会
『ベストマジシャン』
第一位に選ばれてい
る。近年は着物姿で
行う独自のスタイル
を完成させ、海外の
メディアから注目さ
れている。

翁家社中
翁家 和助 東京都西
東 京 市（田無 ）
出身。
1995 年、国 立 劇 場
第一期太神楽研修生
になる。1999 年に前
座修了し、翁家和楽
に入門。／翁家 小花
大阪 府大 東 市出身。
2004 年、国立 劇場
第 3 期太神楽研修修
了。翁家小楽に入門。

桂 歌若

青森県弘前市
出身。昭和 62
年 3月 桂歌丸
へ入門。平 成
3 年 9月 二ツ
目昇 進、平 成
13 年 5 月 真
打昇進。

ダイアン吉日

イギリス、リバプール出身。英語
落語の先駆者、故桂枝雀氏の「お
茶 子」を務めたことをきっかけに
落語と出会い、1998 年自ら初舞
台を踏む。今までに 60 ケ国以上
を旅した体 験 談や、日本に来た
時 の 驚き、文化の 違いなどユー
モアあふれるトークを交えての講
演会も好評。2011年東日本大震
災後のボランティア活動を機に「笑い」の必要性を痛
感、2013 年インドにてラフターヨガ ( 笑いヨガ ) 講師
資格を取得。現在はラフターアンバサダーとして「笑
い」を生活の中に取り入れ、心も身体も健康になる
「笑い」の持つ無限のパワーを広く知ってもらう活動
にも力を入れている。
「日本には素晴らしい文化があ
るから大切にしないといけない。その良さを世界中
の人に伝えたい。そして日本の人たちにも改めて知っ
てもらいたい。
」そんな気持ちで日々活動中。2013
年、中曽根康弘賞受賞。

あっぱれ吉沢屋

東京都ヘブンアーティス
ト。世にも珍しい 歌 舞
伎マジックショー！
「舞踊
物」
「世話物」
「松羽目物」
それぞれの面白さを、わ
ずか 30 分にぎゅっと凝
縮した歌舞伎の魅力満
載のパフォーマンス！

久保田 裕司

7 歳の時にテレビの演
歌番組で初めて聴いた
津 軽 三味 線 の音に衝
撃を受け、演奏家の道
を志す。同年に佐々木
光儀流日本民謡三弦入
門。14 歳で 津 軽 三 味
線全国大会 優勝。NY
カーネギーホールや歌
舞伎座と国内外で様々なジャンルとのセッ
ション経験を積む。
“日本人にしか作ること
のできないダンスミュージックを世界に”
を追
求し創作を続けている。2015 年に新たに
スタートしたダンスミュージックと邦楽ユニッ
ト「HANABI」
がクールジャパン認定アーティ
ストとなる。また日本の伝統芸能の魅力を伝
えるべく能楽師 狂言方 大藏基誠と「日本
の風」
プロジェクトを立上げ文化伝承にも力
を注いでいる。

我人（おらんど）

三遊亭 遊雀

千葉県船橋市出身。昭和 63
年 2月 柳家 権 太 楼に入門。
前座名「さん太 」
平成 3 年10
月 二ツ目昇進。
「三太楼」
と改
名。平成13 年 9月 真打昇進。
平成18 年10月 三遊亭小遊
三一門となり「三遊亭遊雀」
、
落語芸術協会に入会。

林家 花

東 京 都 出 身。
林家今丸に入
門。前座 修行
を終えて平 成
20 年 9月中席
より高座出演。

東京都公認ヘブンアー
ティスト。国内はもとよ
り海外でも活躍。圧巻
のステージングと響き渡
る和の音色で、空間を
染め上げる、男性 2 名
による実力派津軽三味
線ユニット。

大川 義秋

くまもと全 国 邦 楽 コン
クール本 選“ 最 優 秀 賞
＆文部科学大臣賞”
を受
賞。古典 の 研 鑽を積む
傍ら邦楽のみならず様々
なジャンルの楽曲を独自
のアレンジにより斬新に
演 奏し、 箏 の 新たな可
能性を模索する。また、
津軽三味線でも北村流の名取を取得し「北
村 貴 秋 」の 名で 活 動し、箏、津 軽 三 味 線
と邦楽活動の幅を広げる。2017 年に、エ
イベックスよりイケメン和楽器隊「桜 men」
メンバーとしてメジャーデビュー。箏 のパ
フォーマンスを追求し、邦楽の古いイメージ
に捉われず「和楽器を自由に演奏する楽し
さ」を心に置き、数多くのミュージシャンと
の共演や、さまざまなステージでの演奏な
ど、国内外問わず幅広く精力的に活動。

鏡味 味千代

山梨県山中湖村出身。社会人経験を経
て2007 年 4月国立 劇場、第 5 期太 神
楽研修生となる。2010 年 3月研修終了
後、鏡味勇二郎に入門。英語、フランス
語に長けたバイリンガル曲芸師。

鏡味 よし乃

北海道函館市出身。2014 年第 7 期国立
劇場太神楽研修終了後、鏡味繁二郎に
入門。2015 年 3月前座修行終了。

14

2

丸の内エリアコンサ -ト スケジュ -ル
１

⁄ 3・5 ⁄ 4・5 ⁄ 5

時間

出演者（楽器略称）

整理券
作曲者／曲目

5月3 日（金・祝）
11:1512:00

東京藝術大学
千住 明
スペシャルオープニング
コンサート

千住 明作曲、黛 まどか台本
曲目：オペラ「万葉集」〜明日香風編 〜
二上山挽歌編 より抜粋

13:0013:30

東京藝術大学
＜ピアノ・
渡邊 健二クラス＞

当日発表

14:3015:00

東京藝術大学
＜ピアノ五重奏＞
野口 わかな (vn)
栗林 衣李 (vn)
伴野 燎 (va)
山本 大 (vc)
青島 周平 (p)

ブラームス /ピアノ五重奏曲へ短調 Op.34
より 第1、2、4 楽章

東京藝術大学
＜木管 三重奏＞
芳野 円香 (ob)
村上 さくら(cl)
神子島 あかり(fg)

F.J. ハイドン/「ロンドン・トリオ」より 第1
楽章
D.ミヨー /コレットによる組曲
J.イベール/ 木管三重奏のための５つの小
品

平井 元喜（p）

J.S.バッハ (平井元喜編 )/オルガン協奏曲 ニ
短調 BWV539
平井元喜/百人一首による《音詩》(2016) より
シューベルト (リスト編 ): /リタニー ( 連禱 )
ショパン/スケルツォ第１番 ロ短調 作品20

16:0016:30

17:3018:00

5月4日（土・祝）
11:3012:00

13:0013:30

14:3015:00

16:0016:30

ドヴォルザーク/ 弦楽五重奏曲第 2 番ト長
調 Op. 77

東京藝術大学
＜声楽・アンサンブルの世界＞
大田 茉里 (S)
岡田 愛 (S)
島内 菜々子 (S）
平林 希乃美（S）
鷹野 景輔（T）
金沢 青児（T）
小池 優介（Br）
外崎 広弥（Br）
善養寺 彩代 (p)

相澤直人 /ぜんぶ
シューベルト/ 夜に
J.S. バッハ / 主はイスラエルを御自身のし
もべと認め BWV243
ラター /エンジェルス・キャロル
ラター /ある木に咲いた花
ストップフォード/Lully, Lulla, Lullay
A.L.ウェーバー /Pie Jesu
ドヴォルザーク/家路
木下 牧子/あいたくて

東京藝術大学
＜ピアノ・迫昭嘉クラス＞
石井 里佳 (p)
村田 茉莉花 (p)
森崎 愛弓 (p)

当日発表

辰巳 真理恵 (S)
髙木 由雅（p）

東京藝術大学
＜ピアノ・東誠三クラス＞
尾城 杏奈 (p)
木内 夕貴 (p)
蓑田 莉奈 (p)

リスト/ 巡礼の年 第2年「イタリア」
より「婚礼」
S.161/R.10-1 A55 ( 尾城 )
アルチュニアン/3つの音楽的絵画 (木内)
1. 風は山脈を吹き抜けた
2.アララト平地の夕べ 3. サスーンの踊り
ショパン/マズルカ嬰ハ短調Op.63-3 ( 蓑田)
他

16:0016:30

松本 蘭（vn）
酒井 有彩（p）

ピアソラ/リベルタンゴ
バーンスタイン/ミュージカル
「ウエスト・サイド・
ストーリー」
より～トゥナイト
チャイコフスキー /「メロディ」3 つ の 小
品 Op.42 懐かしい土地の思い出より
他

17:3018:00

寺沢 希美（vn）
浅川 真己子 (p)

ストラヴィンスキー /「イタリア組曲」より
メヌエットとフィナーレ
ヘス /ヴァイオリンと管弦楽のためのファ
ンタジー
モーツァルト/ヴァイオリンコンチェルト第
５番第１楽章

丸の内フェスティバルシンガーズ＆丸の内交響楽団
総監督・指揮 /岸本 祐有乃 演出 / 田中 維子
ヴィオレッタ/ 高品 綾野 フローラ/ 浪川 佳代 アルフレード/ 直野 良平
ジェルモン/ 直野 資 ガストーン/ 志摩 大喜 バローネ/ 菅生 悠太
マルケーゼ/ 平賀 僚太 ナレーション/アンジェロ デ ローザ
合唱／丸の内フェスティバルシンガーズ オーケストラ/丸の内交響楽団

5月5日（日・祝）
東京藝術大学
声楽（東京藝術大学）

当日発表

13:0013:30

東京藝術大学
＜サクソフォン八重奏＞
伊藤 洋夢 (S.sax)
清水 舞花 (S.sax)
外﨑 遥 (A.sax)
五島 知美 (A.sax)
嵐田 紀子 (T.sax)
蒙 和雅 (T.sax)
楠瀬 亮 (B.sax)
西村 魁 (B.sax)

真島俊夫 /ラ・セーヌより
III. アレクサンドル三世橋
H.ヴィラ＝ロボス / ブラジル風バッハ第1
番 より
F. メンデルスゾーン/ 交響曲第 4 番「イタリ
ア」
より

＜丸の内合唱団＞
指揮 / 高野 秀峰
ピアノ / 本間 めぐみ

15:1515:45

Cast Information

伊藤 遼祐（p）

Akira SENJU

作曲家。1960 年東京生まれ。東京藝術大学作曲
科卒業、同大学院修了。代表作にピアノ協奏曲「宿
命」
（ドラマ
「砂の器」
劇中テーマ曲）
、オペラ
「万葉集」
「滝の白糸」
「カレンダー組曲」
、
等。ドラマ「風林火山」
映画「追憶」
アニメ「Vガンダム」
等多くの映像音楽も
担当。受賞歴多数。東京藝術大学特任教授。
千住 明作曲、黛 まどか台本
曲目：オペラ「万葉集」〜明日香風編 〜二上山挽
歌編 より抜粋
ソリスト：調整中
オーケストラ：TOKYO ART ORCHESTRA
合唱：SENJU LAB Choir
指揮：千住明

Adam

平井 元喜

昭和音楽大学出身の4人に
よって構成されたサクソフォ
ン四重奏団。色彩豊かなサ
ウンドと個性を生かし、音楽
で一人でも多くの人に幸せを
届けたいという信念を持って
演奏活動を行なっている。

コンサート・ピアニスト、
作曲家。1994 年より外
務省および国際交流基
金の派遣により芸術使
節として数多くの海外公
演を行う。スタインウェ
イ・アーティスト。

4月22日（月）
＠大手町仲通り
12:00-12:30 ／ 18:00-18:30

5月3日（金・祝）
＠丸ビル
17:30-18:00

辰巳 真理恵

寺沢 希美

東京音楽大学、大学院
修了。透き通る清らかな
歌声に父親譲りの芝居
心を兼ね備えた今後を
期待される若手ソプラノ。
昨年キングレコードより１
stアルバムをリリース。

英国王立音楽院演奏家ディ
プロマコース卒業。世界的
に著名なザルツブルク音楽
祭のコンチェルトソリストコン
クール優勝など、国内外のコ
ンクールで多数受賞。透明
でキラキラした音色が魅力。

5月4日（土・祝）
＠丸ビル
17:30-18:00

5月5日（日・祝）
＠丸ビル
17:30-18:00

松本 蘭

桐朋学園大学卒業。数多
くのオーケストラとソリストと
して協演する。日本とスペイ
ン交流 400 周年記念事業
で公演を行う他、日露文化
交流公演でマリインスキー
劇場にて公演。
5月5日（日・祝）
＠丸ビル
16:00-16:30

5月5日（日・祝）

ラヴェル/ミラージュ から
「洋上の小舟」
ラフマニノフ/ピアノソナタ
第2番 変ロ短調op.36

16:4517:15

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
成原 奏（vn)
山崎 早登美（p)

ドヴォルザーク/ ｢4つのロマンティックな
小品｣ Op.75より 第１曲
サラサーテ/ アンダルシアのロマンス
サン=サーンス / 死の舞踏
他

18:1518:45

〈ピアノ連弾〉
石田 万紀（p)
吉橋 雅孝（p)

チャイコフスキー / 組曲「くるみ割り人形」
op.71a より
行進曲
金平糖の踊り
トレパーク
中国の踊り
花のワルツ
ガーシュイン/ラプソディ・イン・ブルー

出演者情報

千住 明

コダーイ合唱曲より（アカペラ）
あいさつ (Koszonto)
ハンガリーの民へ (A Magyarokhoz)
バラッシ・バーリントの忘れられた歌
(Balassi Balint Elfelejtett Enke)
ジプシーがチーズを食べる
(Turot eszik a Cigany)
信長 貴富 / 混声合唱とピアノのための
「新しい歌」
より
新しい歌（フェデリコ・ガルシーア・
ロルカ 詩）
きみ歌えよ（谷川俊太郎 詩）
一詩人の最後の歌（ハンス・
クリスチャン・アンデルセン 詩）

13:4514:15

15:1515:45

＜上野学園大学＞
コジャ 美奈（p）
森 彩華（p）

ラヴェル/ 鏡から
「2.悲しい鳥たち」
「4.道化師の朝の歌」
ドヴォルザーク/ スラブ舞曲集から
op.46-8 72-2
ガーシュイン/ラプソディー・イン・ブルー

13:4514:15

高木 直樹（p）

アルベニス / スペインの歌 op.232から
「アストゥリアス」
「コルドバ」
「セギディーリヤ」
ヒナステラ/クリオージョ舞踏組曲
op.15

15:1515:45

木村 友梨香（p)

ショパン/ 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60
リスト/ 巡礼の年 第2年への追加
「ヴェネツィアとナポリ」S.162
1.ゴンドラを漕ぐ女
2.カンツォーネ
3.タランテラ

16:4517:15

奥田 なな子（vc)
井村 理子（p)

ドビュッシー / 金色の魚
プーランク/チェロ・ソナタより
Ⅱ. Cavatine, Ⅲ. Ballabile
ピアソラ/リベルタンゴ

整理券

＜VNAM Quartet＞
有海 友加里（p）
柘植 彩音（vn）
松岡 百合音（va）
安保 有乃（vc）

ハイドン/ピアノ三重奏曲 第 39 番
ト長調 Hob.xv:25 第 3楽章
ドホナーニ / セレナーデ
ハ長調 op.10から 第5楽章		
モーツァルト/ピアノ四重奏曲
第1番 ト短調 k.478から 第1・3楽章

＜Pianoduo nono ＞
有村 美智子（p）
平林 由衣（p）

シャブリエ /ミュンヘンの思い出
ブラームス /ハンガリー舞曲集
Wo0. 第1番、第 4 番
チャイコフスキー / 眠れる森の美女
組曲 Op.66 より「ワルツ」

〈フルート＆ギター〉
大塚 茜（fl)
山下 俊輔 (gt)

12:1512:45

18:1518:45

5月4日（土・祝）
12:1512:45

作曲者／曲目
ドヴォルザーク/ ピアノ五重奏曲
第 2 番 イ長調 Op,81（全四楽章）

〈マリンバ＆ピアノ〉
稲瀬 祐衣（mar）
佐藤 佑美（p)

モンティ/チャールダッシュ
ラヴェル/ 亡き王女のためのパヴァーヌ
ピアソラ/リベルタンゴ
他

観覧整理券について

5 月 3 日（金・祝）～ 5 月 5 日（日・祝）の『丸ビル 1F マルキューブ』
『丸の内オアゾ
1F ○○広場』
『東京ビルTOKIA 1Fガレリア』の 3 会場の椅子席での観覧につきまし
ては、当日会場で配布されます整理券が必要となります。
配布時間
●各会場、初回公演分は公演開始 1時間 30 分前から配布。
● 2 回目以降の公演は前公演の開始時間から配布。

写真や動画をWEBサイト「 m a r u n o u c h i. c o m」でもご紹介！
GWのイベントの写真や動画をSNSで投稿しよう！

ピアソラ/ タンゴの歴史
イベール / 間奏曲
バッハ / ソナタ
他

♯丸の内 GW ♯丸の内ドットコム
@marunouchi_com 全てを入れてSNSで投稿してね！
インスタは写真タグ付け+ハッシュタグでも OK ！

詳しくは
こちらをチェック！

実施会場 M A P
国際ビル
丸の内仲通り

（国際ビル前）

6

二重橋
スクエア
丸の内仲通り

（二重橋スクエア前）

5

東京国際フォーラム

5

丸の内仲通り

丸の内ブリック
スクエア

（三菱一号館広場）

丸の内
二丁目ビル

１

3

丸ビル

新丸ビル

7
大手町仲通り

2

4

丸の内
オアゾ

東京ビルTO K I A
ピアニスト

東西線大手町駅

11:3012:00

13:4514:15

ヴェルディ/ 歌劇「椿姫」
（ハイライト）

© 井村重人

C.グノー / 歌劇『ロミオとジュリエット』
より
「白いキジバトよ」
「私は夢に生きたい」
薮田 翔一/ 歌曲集『小倉百人一首』
より
ひさかたの 光のどけき 春の日に しづこ
ころなく 花の散るらむ（紀友則）
他

＜Chipped Horn＞
雨川 笑子（vn）
有賀 瞳（p）

出演者（楽器略称）
〈ピアノ五重奏〉
浅村 佳代（vn)
野口 紗良(vn)
大田 絢 (va)
飯島 哲蔵 (vc)
石川 武蔵 (p)

永代通り

東京藝術大学
＜弦楽五重奏＞
今岡 秀輝 (vn)
柳沢 開 (vn)
井上 祐吾 (va)
蟹江 慶行 (vc)
皆川 直輝 (cb)

作曲者／曲目

14:3015:00

18:3019:30

時間
16:4517:15

行幸通り

チャイコフスキー /「くるみ割り人形」
組曲
ボザ/ソナチネ
M.ヘンリー /バード・ウォッチング
ガーシュイン/アイ・ガッタ・リズム
真島俊夫 /「レ・ジャルダン」より
1. 画家の庭

出演者（楽器略称）

作曲者／曲目
グリーグ/ ヴァイオリンソナタ 第 3 番
ハ短調 op.45

12:1512:45

馬場先仲通り

17:3018:00

東京藝術大学
＜クラリネット四重奏＞
内山 智毬 (cl,Bcl)
久保田 智巳 (cl)
佐本 浩美 (cl)
林 みのり(cl)

時間

出演者（楽器略称）

整理券

5月3 日（金・祝）

丸ビル 1F マルキューブ

時間

15

5

丸の内オアゾ 1F 〇〇広場

酒井 有彩

5月5日（日・祝）
＠丸ビル
16:00-16:30

J R 東京駅

16

新丸ビル 3F アトリウム

3

時間

出演者（楽器略称）

5
作曲者／曲目

5 月3 日（金・祝）

13:0013:30

〈クラリネット＆ピアノ〉
伊藤 実紗（cl)
北田 法子（p）

ドビュッシー /アラベスク 第１番
ブラームス/クラリネットソナタ
第1番 Op.120-1 へ長調

14:3015:00

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
永井 公美子（vn）
矢島 愛子 (p)

シューマン/ロマンス Op94-2
ビュータン/アメリカの思い出
グリーグ/ 春に寄す
チャイコフスキー /メロディー
バルトーク/ルーマニア民族舞曲

時間
14:3015:00

出演者（楽器略称）
〈ソプラノ＆ピアノ〉
岩下 晶子（s）
武井 涼子（s）
田中 健（p）

5 月4日（土・祝）

13:0013:30

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
加藤 由佳（vn）
梅村 百合（p）

リムスキーコルサコフ=クライスラー /ア
ラビアの歌「シェヘラザード」
第３楽章より
ブラームス/ヴァイオリンソナタ
第１番 Op.78「雨の歌」
より第１楽章
クライスラー /アロハオエ
クライスラー /中国の太鼓
クライスラー /ロンドンデリーの歌

作曲者／曲目

時間・会場

アーレン/「オズの魔法使い」
より
虹の彼方に
コープランド/「テンダーランド」より
ローリーの歌
グリーク/ 叙情小曲集 第６集より
" 望郷 " Op.57-6
高田三郎/ 市の花屋
ウィルシュ＆ティーガン/オー・シャン
ゼリゼ		
ホルスト/ 組曲「惑星」“ 木星”より
我は汝に誓う、我が祖国よ
バーンスタイン/「ウェストサイド物語
より アメリカ

5 月5日（日・祝）

13:0013:30

14:3015:00

〈フルート＆ピアノ〉
原田 詩子（fl）
浅賀 優子（p）

ゴーベール/ファンタジー
メシアン/クロウタドリ
ピアソラ/オブリビオン
ドップラー /ハンガリー田園幻想曲

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
小林 倫子（vn）
津嶋 啓一（p）

ウィリアムズ/
グリーンスリーブス による幻想曲
スタンフォード/
アイルランド狂詩曲 第 6 番 Op.191
サン=サーンス/
序奏とロンド・カプリチョーソ Op.28

東京ビルTOKIA 1F ガレリア
時間

出演者（楽器略称）

作曲者／曲目

5 月3 日（金・祝）

12:1512:45

13:4514:15

宮谷 理香（p）

萩森
末次
杉浦
中村
小熊
小針

ショパン/前奏曲 作品28-15
「雨だれのプレリュード」
ショパン/スケルツォ 第3番 作品39
ガーシュイン/ラプソディー・イン・ブルー

秀太（p）
真美（cl）
＆
菜々子 (p)
聖子（p）
祥太（sax）
＆
侑也（p）

カプースチン 8 つの演奏会用エチュード
Op.40 より
第5曲「冗談」
・第6曲「パストラール」
田中 カレン/「Always in my heart」
より
3.Always in my heart（cl & p）
徳山 美奈子/Flying birds 〜巣立つ鳥たち
へ〜（cl & p）
ペッツォルト（中村聖子編曲）/メヌエット (p)
モーツァルト（ファジル・サイ編曲）/
トルコ行進曲(p)
石川 亮太/日本民謡による狂詩曲
（sax & p）
他

15:1515:45

太田 糸音（p）
片山 柊（p）
角野 隼斗（p）

リスト/ハンガリー狂詩曲第6番
藤倉大 /「 two little piano piece 」
1.seksek 2.AYATORI
イサーク・アルベニス /「イベリア」より 2.港
ガーシュウィン/ラプソディ・イン・ブルー

16:4517:15

黒田 亜樹（p）
水谷川 優子（vc）

アストル＝ピアソラ/デカリシモ（p solo）
ヴィラ=ロボス/Divagation
ヴィラ=ロボス/黒鳥の歌
ヴィラ=ロボス/カイピラの小さな汽車
アストル＝ピアソラ/ル・グラン・タンゴ

5月4日（土・祝）
12:1512:45

13:4514:15

17

＜ジャスミンピアノ四重
奏団＞
森田 昌弘（vn）
西田 史朗（va）
篠崎 由紀（vc）
多喜 靖美（p）
伊賀 あゆみ &
山口 雅敏
ピアノ･デュオ(p duo)

シューマン/ピアノ四重奏曲
変ホ長調 Op.47
熊本陵平／『The Arabesque of Life』
(dedicated to Ms. Yasumi Taki)

15:1515:45
16:4517:15

伊藤 亜美（vn）
實川 風（p）

作曲者／曲目
クライスラー /ジプシーの女
ディニーク/ひばり
ラヴェル/ツィガーヌ

＜エロイカ木管五重奏団＞
斎藤 光晴（fl）
最上 峰行（ob）
大成 雅志（cl）
井上 直哉（fg）
大森 啓史（hr）

テュイレ/ピアノと管楽のための六重奏
曲 変ロ長調 Op.6より第 2、4 楽章
他

作曲者／曲目

関島 種彦 (vn)

13:45-14:15 ／ 14:30-15:00
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜ Megumi ♡ Kei＞

若林 愛 (cl)

大野 慎矢 (accordion)

ベラ・バルトーク/小品から数曲
他
当日発表

天野 恵 (vn)
5 月4日（土・祝）

12:15-12:45 ／ 13:00-13:30
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜クラリネット・アンサンブル「プチ・パヴィヨン」＞

モーツアルト/「３本のクラリネットのための嬉遊曲」
ガーシュイン/「パリのアメリカ人」
メドレー
他

13:45-14:15 ／ 14:30-15:00
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜クラリネット・アンサンブル「グラン・パヴィヨン」
＞

モーツアルト/「３本のクラリネットのための嬉遊曲」
ガーシュイン/「パリのアメリカ人」
メドレー
他				

12:15-12:45 ／ 13:00-13:30
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

ペレ・ヨヴァノフ (vc)

シューベルト/セレナーデ
他

13:45-14:15 ／ 14:30-15:00
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜ URBAN SAXOPHONE QURATET＞

ドヴォルザーク/アメリカ
バルトーク/ルーマニア民族舞曲
他

大沼 博子 (cl)

田中 正敏 (cl)

添石 紗静 (cl)

郡 尚恵 (cl)

尾方 優佳 (cl)

竹内 未緒 (cl)

5 月5日（日・祝）

千葉 一喜 (sax) 小林 浩子 (A.sax)
中村 優香 (T.sax) 中村 賢太郎 (B.sax)

丸の内仲通り（国際ビル前）

※雨天時会場：国際ビル1Fエントランス

時間・会場

出演者（楽器略称）

作曲者／曲目

5 月3 日（金・祝）

13:00-13:30 ／ 15:15-15:45

Tsukasa(vn)

V.モンティ/チャルダッシュ
他

13:00-13:30 ／ 15:15-15:45

MODEA with Tsukasa
一丸 聡子 (per) 田中 葵 (p)

13:00-13:30 ／ 15:15-15:45

＜YUAN＞
AO（p） YUN(vc)

5 月4日（土・祝）

Tsukasa(vn)

ホルスト/ジュピター
他

5 月5日（日・祝）

バッハ/ 平均律クラヴィーア曲集より抜粋
他

上田 実季（p）
5月5日（日・祝）
12:1512:45

13:4514:15

15:1515:45

16:4517:15
グレインジャー/カントリー・ガーデンズ
（田舎の庭園）
グレインジャー /ウォーキング・チューン
（歩くときの調べ）
ブラームス/ピアノ四重奏曲
第１番 Op.25ト短調より 第４楽章「ジプ
シー風ロンド」
（作曲者によるピアノ連
弾版）
ドヴォルザーク（G.アンダーソン編曲）/
「我が母の教え給いし歌」歌曲集『ジプ
シーの歌』Op.55-4
ホロヴィッツ（山口編曲）/ビゼーの「カ
ルメン」の主題による変奏曲（第２幕 /ジ
プシーの踊り）

出演者（楽器略称）

出演者（楽器略称）

12:15-12:45 ／ 13:00-13:30
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

整理券
時間

※雨天中止

5 月3 日（金・祝）

6
4

丸の内仲通り（二重橋スクエア前）／三菱一号館広場

菅原 望（p）
リトルピアニストたち
（p）

梅田 智也（p）
後藤 正孝（p）

＜クァルテット・ソレイユ＞
高宮城 凌（vn）
東山 加奈子（vn）
鈴村 大樹（va）
太田 陽子（vc）
小原 孝（p）
細貝 柊（p）

ブルグミュラー /25の練習曲 Op.100 より
ドビュッシー /
月の光（
「ベルガマスク組曲」
より第 3 曲）
■子どもたちとの連弾リレー
■ヴァイオリン（小 4）
未定
シューベルト/ハンガリーのメロディ
ロ短調 D.817（梅田）
リスト/ 詩的で宗教的な調べ より
第 7 曲「葬送、1849 年10」S.173（梅田）
スメタナ/ 演奏会用練習曲
「海辺にて」Op.17（後藤）
リスト/ 巡礼の年第1年「スイス」より
泉のほとりにて（後藤）
リスト/ 巡礼の年第 2 年「イタリア」より
ペトラルカのソネット123 番（後藤）

7

大手町仲通り
時間

※雨天時会場：大手町フィナンシャルシティ 1F アトリウム

出演者（楽器略称）

作曲者／曲目

4 月22日（月）

12:00-12:30 ／ 18:00-18:30

＜Adam サクソフォーン四重奏＞
山下 友教 (S.sax) 田口 雄太 (A.sax)
野原 朝宇 (T.sax) 奥野 祐樹 (B.sax)

ヘブンアーティスト＆街角に音楽をスケジュール

モーツァルト/ 弦楽四重奏第14 番
ト長調 K.387

「ボヤージュ～パリ」
サティ/あなたが大好き
モンポウ / 歌と踊り第４番
アルベニス/アストゥリアス
ギロック /パリの休日～歩道のカフェテ
リア
サティ/エンパイア劇場のプリマドンナ
サティ/ピカデリーのマーチ
ドビュッシー /ミンストレル
モンサルバーチェ /イヴェットのための
ソナティネ第３楽章

〜 LFJ プレコンサート〜

時間・会場

当日発表

※雨天時会場：丸ビル1F マルチューブ/ 丸の内オアゾ1F ◯◯広場
出演者（楽器略称）

内容

5 月 6 日（月・振休）

13:00-13:30 ／ 15:00-15:30
丸の内仲通り（丸ビル前）／丸の内仲通り（国際ビル前）

めりこ

ポールダンス

13:00-13:30 ／ 14:30-15:00
丸の内仲通り（国際ビル前）／丸の内仲通り（丸ビル前）

STILTANGO

足長ウォーキング＆タンゴ

13:30-14:00 ／ 15:30-16:00
丸の内仲通り（国際ビル前）

関島 種彦（vn）
大野 真矢（accordion）
宮坂 洋生（cb）

当日発表

13:30-14:00 ／ 15:30-16:00
丸の内仲通り（二重橋スクエア前）／丸ビル1Ｆマルキューブ

紙磨呂

マジック

14:00-14:30 ／ 15:30-16:00
丸の内仲通り（丸の内ブリックスクエア前）

村松 湧太

尺八演奏

14:00-14:30 ／ 15:30-16:00
丸ビル1Ｆマルキューブ／丸の内仲通り（二重橋スクエア前）

セ三味ストリート

肉体派津軽三味線パフォーマンス
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