2018 年 6 月 28 日

＜今夏、3 つのヒルズでフォトジェニックな夏限定メニューが登場！＞

六本木ヒルズ限定メニューも！かき氷・アイス・パフェが目白押し

トレンドカラー“黄色”が映える涼感スイーツが六本木ヒルズに集結
～虎ノ門ヒルズ＆アークヒルズ他では、“シビ辛&冷やし”グルメがラインナップ～
六本木ヒルズは、2018 年 7 月 14 日（土）～8 月 31 日（金）の期間、カフェ＆レストラン全 21 店舗で、暑い夏に食
べたいひんやりスイーツフェアを展開します。今年は、トレンドカラーである“黄色”を配したメニューが大集結。レモンやマンゴ
ーなどのトロピカルフルーツをあしらったかき氷やパフェをはじめ、美容や健康に効果があると言われる“コンブチャ”をフローズ
ンしたドリンク、SNS 映え必至のソフトクリームなど、インパクト抜群のメニューが並びます。さらに、4 月にけやき坂にオープ
ンした「ル･ショコラ･アラン･デュカス 六本木」からは、自慢のチョコレートを存分に味わえる大人のかき氷が登場します。
また、虎ノ門ヒルズやアークヒルズをはじめとした赤坂・虎ノ門エリアの飲食店 53 店舗では、2018 年 7 月 2 日（月）～
8 月 31 日（金）の期間、夏のグルメフェア「ヒルズで楽しむ絶品 HOT&COOL グルメ」を開催。夏の暑さを吹き飛ばす発汗
必至の“シビ辛”HOT メニューと、冷やし麺をはじめ鮮やかなフルーツをたっぷり使った COOL メニューが各店からラインナップし
ます。

六本木ヒルズで体験！今年のトレンドカラー“黄色”が決め手のひんやりスイーツ
今年のトレンドカラー“黄色”を配したスイーツが大集結！甘酸っぱいレモンやトロピカルなマンゴーなどのフルーツと、ソフトクリ
ームやかき氷、スープなど、フォトジェニックなビジュアルが際立つメニューが目白押し。SNS 映えも抜群です。
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新感覚
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スイーツ

[1] 「アラゴスタソフトクリームマンゴーソース」 ￥650 （パーク 6 パワード バイ ボンドルフィ ボンカフェ）
デニッシュにカスタードを詰めたイタリア伝統菓子“アラゴスタ”。ソフトクリームをのせた新感覚のハイブリッドスイーツで話題沸騰中！

[2] 「シトロンシャーベット&レモンのグラニテとフローズンフルーツ」 ￥1,200 （TUSK （タスク））
レモンのジュレ、日向夏のアイス、角切りにしたフルーツの冷んやりコンビネーション。

[3] 「完熟！宮崎産マンゴーのとんがりサマーパフェ」 ￥1,500 （ヒルズ ダル・マット） ※1 日 10 食限定
マンゴー、マンゴージェラート、ヨーグルトジェラート、チョコレート、ベリーからなる愛らしいフォルムのパフェ。

[4] 「シューソフト」 ￥432 （クレーム デ ラ クレーム）
卵の香りが秀逸なカスタードクリームとソフトクリームを自慢のシュー生地に詰めました。

[5] 「トロピカルマンゴースーププレート」 ￥1,058 （エッグセレント） ※1 日 10 食限定
卵白で作るライトなセミフレッドアイスクリームをマンゴーソースや南国フルーツと共に。
※記載の価格は全て税込

◇本リリースに関するお問合せ先◇
森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部
担当： 渡邉、山村
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483

株式会社プラップジャパン
担当： 中野、梅木、須藤
TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9151
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清涼感たっぷり！暑い夏に喉を潤すカップドリンク＆スイーツ♪
甘いものが苦手な方にもオススメな、暑い夏にさっぱりと喉を潤すドリンクやシャーベットが登場。「ミスターファーマー 六本木」の
『ビタミンイエロースムージー』は、六本木ヒルズ店限定メニュー。レモンとヨーグルトが絶妙にマッチした新感覚スムージーです。
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[1] 「リッチマンゴーバニラシェイク」 ￥690 （タリーズコーヒー）
「タリーズ」ならではの上質なクリームと濃厚バニラ＆マンゴーが溶け合う時間を楽しんで。

[2] 「ビタミンイエロースムージー」 ￥853 （ミスターファーマー 六本木）
野菜やフルーツをたっぷり使った人気のスムージー。夏期限定レモン、オレンジ、キャベツ、アガベ、ヨーグルトのスムージーが登場！

[3] 「ブラッドオレンジスムージー」 ￥540 （カプリカフェ）
真っ赤なブラッドオレンジのジュースを撹拌し、ゆるゆる、まろやかなジェラートに。

[4] 「レモングラニータ」 ￥550 （アンティコカフェ アルアビス）
レモン果汁の氷を砕いて作ったイタリアのフローズンドリンク。プラス¥150 で、ジェラートをトッピングすることができます。

食べる前に SNS へ投稿したい！カラフルでフォトジェニックなカップスイーツ♪
最先端のヘルシーフードで、おいしく美と健康をサポートする「エル カフェ」から、今注目の“コンブチャ”の限定フレーバーが
登場。「ローラズ・カップケーキ 東京」のカップデザートは、遊び心が詰まった目にも鮮やかな一品です。
[1]

[2]

［1］ （左）「トロピカルボンボン」 \1,944 （エル カフェ）
六本木ヒルズ店限定

ドラゴンフルーツとパイナップルのシャーベットのミックス。
マンゴーや白、ピンク 2 種のドラゴンフルーツに豆乳ホイップ
がのります。

（右）「コンブチャフローズン レモン&ジンジャー」
\842 （エル カフェ）
有機野菜などを発酵させたコンブチャを凍らせ、ルイボステ
ィーと合わせた美容ドリンク。六本木ヒルズ店限定です。

（右）六本木ヒルズ店限定

六本木ヒルズ店
限定

六本木ヒルズ店限定

［2］ 「カップケーキ・サンデー」 ￥842
（ローラズ・カップケーキ 東京）
ハーゲンダッツアイスの下には、カットしたカップケーキとアイ
スクリームがさらにワンスクープ。大人気サンデーが豪華に
再登場。六本木ヒルズでしか味わえない限定メニュー。

＜番外編＞ 4 月六本木ヒルズに OPEN した話題のショコラサロン
「ル･ショコラ･アラン･デュカス 六本木」の夏メニュー！

カフェのグラニテとショコラのソルベにオレンジママレードを合わせた、五感で楽し
む新鮮な逸品。
メニュー名： Kakigori カフェ＆ショコラ \1,728
※記載の価格は全て税込

＜六本木ヒルズ こだわりのひんやりスイーツ大集合！（仮） 開催概要＞
 提 供 期 間： 2018 年 7 月 14 日（土） ～ 8 月 31 日（金）
 参 加 店 舗： 六本木ヒルズ内の計 21 店舗
 詳 細 U R L： http://www.roppongihills.com/sp/hinyari_2018/
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アークヒルズ＆虎ノ門ヒルズで開催！発汗必至の HOT メニューと涼感たっぷり COOL メニュー
ＨＯＴメニュー
夏の食欲を刺激するスパイシーメニューが各店から多数ラインナップ。辛さの上にスパイスの痺れが加わったトレンドの“シビ
辛グルメ”も登場します。中には辛さの度合いを選べるメニューも。辛さの限界に挑戦できます。
マー

ラー

秘伝のスパイス
香る HOT チキン

麻と辣の
痺れる刺激！

辛め BBQ ソース
がアクセント

「悪魔の骨付きスパイシーチキン」
\1,296（肉屋 格之進 F）

「 BBQ プ ル ド ポ ー ク バ ー ガ ー 」
\1,900（Bubby's New York ARK Hills）

虎ノ門ヒルズ 4F

アークヒルズサウスタワー B1F

アーク森ビル 2F

濃厚な胡麻ベースのタレに肉味噌、モヤ
シ、青ネギ、ピーナツを合わせた担々うどん。
日本の青山椒、中国の花山椒の 2 種類の
山椒を使用し、麻（マー）と辣（ラー）もプラ
ス。辛さも 4 段階から選べます。

秘伝のスパイスミックスをたっぷりと使った衣
でパリッと焼いた骨付きのチキンに、さらにオ
リジナルスパイスをかけました。香ばしくジュ
ーシーな味わいとスパイシーな辛さがやみつ
きに！

豚の肩肉の塊を低温でスモークし、ほぐし
たプルドポークを、100％ビーフのパティの上
にたっぷりとのせたボリューム満点のハンバー
ガー。 ス パイ スを加えて 煮込 ん だ辛めの
BBQ ソースはクセになる美味しさです。

「鬼シビレ汁なし坦々うどん」 \970
（創作うどんとおでん居酒屋 あんぷく）

ＣＯＯＬメニュー
夏の定番冷やし中華をはじめ、アボカド＆エビに香草のアクセントを加えた変り種など、各店から様々な冷やし麺が登場。
さらに、お酒入りの氷で削ったかき氷や生クリームとフルーツを合わせたものなど、ラグジュアリーで大人の雰囲気が漂うかき氷も。
エビ＆アボカド
の変り種麺

食欲そそる
あっさり冷麺

[左] 「アボカド涼麺」 ランチ\2,000、ディナー\2,160
（華都飯店） アークヒルズ 仙石山森タワー B2F
アボカドと巻き海老を使った夏にピッタリの冷麺。アボカドの風味と練り
胡麻のコクを生かし、シンプルに塩で調えたまろやかなソースが秀逸で
す。揚げたカシューナッツと香草がアクセントに。

[右] 「特製ふぐ冷麺」 \1,500
（心・技・体 うるふ） 愛宕グリーンヒルズプラザ 2F
牛のテールスープとふぐのアラの出汁を合わせた特製スープに、
ふぐの身と皮を具材に入れた贅沢な冷麺。高タンパク、低カロリーの
ふぐを使った暑い夏でもあっさりと召し上がれます。
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「パンチボウル」
「夏のソフトクリームパフェ」
「フルーツかき氷」
「おとなのかき氷」
「がむしゃらレモンサワー」

[3]

[4]

[5]

\2,700 （HALE 海's） アークヒルズ 仙石山森タワー B1F
\500[カップ]、\600[チュイル] （北海道 スープスタンド） アーク森ビル 3F
\1,650 （Ruby Jack's Steakhouse & Bar） アークヒルズサウスタワー 2F
\1,200 ※1 日限定 5 食 （ピルエット） 虎ノ門ヒルズ 1F
※記載の価格は全て税込
\842 （焼肉 天 〜がむしゃら〜） アーク森ビル 2F

＜ヒルズで楽しむ絶品 HOT&COOL グルメ 開催概要＞
 開 催 期 間： 2018 年 7 月 2 日（月） ～ 8 月 31 日（金）
 開 催 施 設： 虎ノ門ヒルズ、新虎通り、アーク森ビル、アークヒルズサウスタワー、アークヒルズ 仙石山森タワー、
愛宕グリーンヒルズ、ピラミデビル（※参加店舗数：計 53 店舗）

 詳 細 U R L： アークヒルズ http://www.arkhills.com/events/2018/07/003506.html
虎ノ門ヒルズ http://toranomonhills.com/events/2018/07/003481.html
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