time table

タイムテーブル

丸の内仲通り / 新東京ビル・二重橋スクエア 前
11:00

12:00

13:00

14:00

11：00 ~ 21：00
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Yule-lads
Performance
Merry Go Round
Session
※10：45

Session

/11：00

二重橋スクエアオープン

丸の内仲通り / 丸の内ブリックスクエア・丸の内 MY PLAZA 前
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

12：00 ~ 20：30
17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

ミクニマルノウチ

NOVEMBER 08 2018

イルギオットーネ
アンティカ・オステリア・デル・ポンテ
サンス・エ・サヴール
青菜
銀座寿司幸本店
ザ・ペニンシュラ東京
グラムマルシェ
※天候等、諸事情によりスケジュールを変更する場合がございます。

Christmas Event

クリスマス イベント

Marunouchi Bright Christmas 2018
〜北欧から届いたクリスマス with Yuming 〜
2018 年 11 月 8 日（木）〜 12 月 25 日（火）
今年の丸の内エリアは、「北欧のクリスマス」をテーマに様々なイベント
を実施します。丸ビル 1F マルキューブには、かつて自身の音楽のルーツを
丸ビル 1F マルキューブ
「Knit Tree with Yuming」イメージ
シンガーソングライター
松任谷由実さん

シンガーソングライター
松任谷由実さん

探り北欧を旅し、北欧をイメージした作曲もしている、
今年デビュー 46 周年目を迎えたアーティスト松任谷由実さんの楽曲と
コラボレーションした特別なクリスマスツリーが登場。
また、11 月 8 日（木）にグランドオープンを迎える二重橋スクエアに、
松任谷由実さんの楽曲をお楽しみいただける、
「Yuming Juke Wall」を展開します。
今年のクリスマスは、北欧の心温まる景色に包まれる、丸の内にぜひお越しください。
詳しくは、WEB サイト 丸の内ドットコムをチェックして！

■丸の内イルミネーション 2018

2018 年 11 月 8 日（木）〜 2019 年 2 月 17 日（日）

今年で１７年目を迎えます。ブランドショップが並ぶ約 1.2ｋｍ におよぶ丸の内仲通りの、200 本を越える街路樹が上品に輝く
丸の内オリジナルカラー「シャンパンゴールド」の LED 約 100 万球で彩られます。今年は丸の内二重橋ビル商業ゾーン「二重橋スクエア」の開業と同日に点灯開始します。
新たな施設誕生により益々賑わいを増す丸の内仲通りで、クリスマスシーズンに映える華やかで連続的な景観のイルミネーションをお楽しみ頂けます。

まちづくり 30 周年を祝し、

WHITE WIGHT NAKADORI 事務局
（NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会）

03‐3287‐5386

丸の内仲通りに北欧をテーマにした
白いワイト（人や妖精の意味）たちが集まります。

二重橋スクエア
11 月 8 日（木）11:00 a.m.
GRAND OPEN

ロングテーブル
“絆 KIZUNA”
丸の内シェフズクラブ 10 周年を
記念した一夜限りのイベントです。
これまで食育活動として日本各地の生産者を訪れ、
丸の内と地域とで育んだ “絆 KIZUNA” を
トップシェフらがコラボレーションメニューで表現します。
ぜひ、丸の内仲通りに突如現れる素敵な空間の中で、
お手軽にワンコインから食べられる
メニューの数々をお楽しみ下さい。

「丸の内二重橋ビル」は、
丸の内・有楽町エリアに一層の賑わいを創出すべく、
文化、交流、観光等の機能を備えた複合ビルです。
商業ゾーンの「二重橋スクエア」には、
本物志向のファッションから、
こだわりの飲食店まで 25 店舗がオープンします。
丸の内仲通り / 新東京ビル・二重橋スクエア 前

丸の内仲通り / 丸の内ブリックスクエア・丸の内 MY PLAZA 前

A

C

A
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北欧の世界観であるユグドラシル
（世界樹）をテーマに、身長 2.5m に及ぶ
5 人のスティルツパフォーマー（足長回遊）たちが、
仲通りの並木道をバックに、パフォーマンス。
また、ニッケルハルパやカウ・ホーンなど、
北欧の楽器を織り交ぜながら、
様々なミュージシャンが随時ストリートライブ。
そして、1 日 4 回、クリスマスソングに合わせて、
総勢 15 名のミュージシャンとスティルツパフォーマー達
がクリスマスセッションを行います。

C

子ども 12 人 / 体重制限 40kg 未満
小さなお子様の付き添いの場合のみ、
大人の方はお乗り頂けます。

E

F

G

B

H

C

ステファノ ダル モーロ

鴨田 猛

三國 清三

コラボ地域／山梨

コラボ地域／江別・三重

コラボ地域／羅臼・東京

1
ユールラッズに声をかけて
キャラクターカードをゲット

2
３枚集めて
ユールラッズハウスへ

甲州ワイン牛の
ホホ肉ラグーソースの
ショートパスタ

ステファノ シェフが作る
本場イタリアの
ミネストローネ

サンス・エ・サヴール特製
みえジビエバーガー＆フライドポテト

町村農場ヨーグルトと
田中蜂蜜場はちみつのエスプーマ
サングリアと季節果実のゼリー

白インゲン豆と羅臼昆布の煮込み
江戸東京伝統野菜・大蔵大根と
知床羅臼昆布塩添え

三國スタイル
マッシュルームと
羅臼昆布のスープ

¥500

¥500

¥800

¥500

¥1,000

¥500

3

D

スタッフに見せると、
お食事券をゲット

H

F

笹島 保弘

中島 武

杉山 衛

コラボ地域／福井・宮城

コラボ地域／宮城

コラボ地域／山梨

Yule-Lads（ユール-ラッズ）
クリスマスに向けて、
毎日 1 人づつ山から降りてきては、
隙をみてソーセージを盗んだり、
ひたすらドアを閉めたり、
台所で鍋の底を舐めたりと、
可愛らしい悪戯をしながら、
子供たちにプレゼントを配るユニークな存在。

MERRY GO ROUND
世界でただ一人と言われる回転木馬職人
ピーター・ペッツ氏による、一つ一つが手作りで
作られた貴重な芸術作品とも言える
回転木馬が仲通りに出現。
ノスタルジックで上質な雰囲気をお楽しみください。

D

A

※先着 200 名様。なくなり次第、終了となります。

SCANDINAVIAN ART PERFORMANCE

C

A

YULE-LADS DELICIOUS PRESENT
アイスランドのユニークな 13 人のサンタクロース
“Yule-Lads”（ユール - ラッズ）。
そんなユールラッズからの美味しいプレゼント。
彼らに遭って、キャラクターカードを貰おう。
3 枚集めるとロングテーブル” 絆 KIZUNA” で使える
500 円分（税込価格）のお食事券をプレゼント。
丸の内仲通りでしか味わえない美味しい時間をどうぞお楽しみください。

B

B

九頭竜まいたけの炭

石巻銀鮭と
福井サーモンの
リゾット柚子風味

汁なし和え担々麺

上海焼きそば

山の幸 海の幸 秋の恵み
ねぎまラーメン

甲斐サーモンのおにぎり
甲州小梅添え

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

※メニューはなくなり次第終了となります。

※天候等、諸事情によりメニューを変更する場合がございます。

E

※価格は税込みの表示になります。

※各店舗営業時間は裏面のタイムテーブルをご覧ください。

G

Produced by 寺岡精工

ザ・ペニンシュラ ブティック & カフェ仲通りでおなじみのバンより、
コーヒーやお茶などのドリンクや人気アイテムのスイーツを販売いたします。

山梨、宮城からの新鮮な食材を必要な分だけはかり売りするマルシェです。
ご購入されたお客様にはもれなくグラムコンテストに参加出来ます。

今回のお料理は、竹とサトウキビの繊維で作られた紙の器「WASARA」
でご提供いたします。環境にやさしく人を愉しませる器です。

