2021 年 3 月 3 日
森ビル株式会社

”おうち花見”を満喫できる20品以上をラインナップ

春の味覚をテイクアウトでも楽しめる「さくらグルメフェア 2021」開催
桜の名所として知られるアークヒルズでは、3 月 20 日(土)～4 月 11 日(日)に、「ウルフギャング・パック ピッツァバー」
や「華都飯店」、「HALE 海’ｓ」などの人気飲食店 16 店舗が参加し、20 品以上の春の味覚をテイクアウトでも楽しめ
る「さくらグルメフェア 2021」を開催します。
今回のフェアでは、さくらあんを使ったどらやきや、さくらのハチミツを使ったシフォンケーキなど、さくらの風味を楽しめる和
洋のスイーツをはじめ、桜エビや春野菜を使ったピザやパスタ、桜の塩漬けがアクセントになった桜麩の田楽など、20 品以
上をラインナップ。見ても食べても春らしさを感じられる選りすぐりのメニューを、ご自宅でもお楽しみいただけます。
また今年は、小さな蕾が徐々にほころび、“ヒルズの桜”が満開になっていく様子を公式サイトでも公開。都内屈指の
桜の名所、アークヒルズの人気店シェフたちが腕を振るったテイクアウトグルメと共に、今年ならではの“おうち花見”をお
楽しみください。

「さくらグルメフェア 2021」概要

※商品価格は全て税込

期 間： 3 月 20 日(土)～4 月 11 日(日)
U R L： https://www.arkhills.com/events/2021/03/004618.html
スイーツ編（抜粋）

アークヒルズカフェ
あまおうと W あんのさくらどらやき
380 円（テイクアウト）／480 円（イートイン）

SPROUT Café さくら坂
Brianza 6・1
さくら蜜のシフォンケーキとさくら咲く紅茶のセット 桜のパンナコッタ
1,296 円（テイクアウト）／1,430 円（イートイン） 400 円（テイクアウト）／600 円（イートイン）

特製のさくらあんとつぶあんを使ったどらやきに、
あまおうと白玉を入れました。

さくらのハチミツを使ったシフォンケーキに、さくら味の
生クリームを添えました。

桜の花とシロップを使った、見た目も可愛い
パンナコッタです。

グルメ編（抜粋）

ウルフギャング・パック ピッツァバー
桜海老としらすと筍のピザ
1,944 円（テイクアウト）／1,980 円（イートイン）
桜海老など春の食材を使用し、食材の味を生か
したピザ。アクセントに青唐辛子を添えました。

笑壷
HALE 海's
HALE 海's オリジナル Seafood POKE DON～Sakura ver.～ 桜麩の田楽
1,188 円（イートイン）
1,200 円（テイクアウト／イートイン）
7 種類の具材と温泉卵が入ったシーフード
ポキ丼。発酵食材を使ったオリジナルソースとさくら
フレークで仕上げました。
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特注の桜麩に玉味噌を塗って焼きました。
桜の塩漬けと共にお召し上がりください。

「さくらグルメフェア 2021」参加店舗一覧
場所

※商品価格は全て税込

店名

メインメニュー

価格

アーク森ビル
1階

ウルフギャング・パック ピッツァバー

桜海老としらすと筍のピザ

1,944 円（テイクアウト）
1,980 円（イートイン）

アーク森ビル
2階

Bubby's New York ARK Hills

Bubby's LUNCH BOX

2,500 円（テイクアウト）
2,500 円（イートイン）

焼肉天 gamushara

海鮮サクラキムチ

750 円（イートイン）

アーク森ビル
2階

タコリッコ

さくらコブサラダ

1,000 円（テイクアウト）

アーク森ビル
3階

タイ料理 チャンロイ kaaw

パッタイ

540 円（テイクアウト）
550 円（イートイン）

アーク森ビル
3階

日本橋海鮮丼 つじ半

ぜいたく丼 桜

1,580 円（イートイン）

アーク森ビル
3階

ポンガラカレー

鰆カレーのスリランカプレートセット

1,280 円（日本米／イートイン）
1,380 円（バスマティライス／イートイン）

アークヒルズカフェ

桜エビと新玉ねぎ
チンゲン菜花のパスタ
～桜風味～

1,400 円（テイクアウト）
1,500 円（イートイン）

SPROUT Café さくら坂

さくら蜜のシフォンケーキと
さくら咲く紅茶のセット

1,296 円（テイクアウト）
1,430 円（イートイン）

HALE 海's

HALE 海's
オリジナル Seafood POKE DON
～Sakura ver.～

1,200 円（テイクアウト／イートイン）

華都飯店

桜エビ炒飯

1,650 円（テイクアウト／イートイン）

アークヒルズ
サウスタワー
地下 1 階

笑壷

桜麩の田楽

1,188 円（イートイン）

アークヒルズ
サウスタワー
地下 1 階

すし京辰

桜バラチラシ

3,300 円（テイクアウト）

アークヒルズ
サウスタワー
地下 1 階

肉屋 格之進 F

桜の弁当

3,000 円（テイクアウト）
※予約制

アークヒルズ
サウスタワー
地下 1 階

Brianza 6 ・1

海老と桜花、春野菜の Pizza

1,200 円（テイクアウト）
1,600 円（イートイン）

アークヒルズ
サウスタワー
2階

RUBY JACK'S Steakhouse & Bar

RUBY JACK'S
PREMIUM SAKURA PUDDING

950 円（イートイン）

アーク森ビル
2階

アークタワーズ
ウェスト

2階
アークヒルズ
アネックス
1階
アークヒルズ
仙石山森タワー

地下 1 階
アークヒルズ
仙石山森タワー

地下 2 階
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メニューイメージ

🌸アークヒルズの桜
敷地を取り囲む三方の道路（桜坂～スペイン坂）に 150 本の桜の木が根を
張り、約 700m におよぶ並木道が続いています。泉ガーデン（運営：住友不動
産株式会社）前の泉通りをはじめ、周辺施設を合わせると、約 220 本、全長
約 1km にわたってソメイヨシノが一斉に咲き誇る桜並木“桜のトンネル”が春を
彩ります。1986 年の開業から 30 年以上の年月を経て成長した桜は、今では
アークエリアの春の風物詩となり、都心で歩きながら花見を楽しめる名所となり
ました。
ルーフガーデン特別公開

サントリーホール屋上にある通常非公開の庭園「ルーフガーデン」を、桜の時期にあわせ特別に公開します。
日
時
場

程：3 月下旬～5 月末までの限定日
間：10:00～14:00
所：サントリーホール屋上「ルーフガーデン」

※予定が変更になる場合があります。詳しくはアークヒルズホームページをご覧ください。 ※小雨決行、荒天中止 ※飲食の持ち込み可（アルコール除く）

🌸六本木ヒルズの桜
江戸時代の大名屋敷のなごりを今に伝える回遊式の日本庭園「毛利庭園」
には、ソメイヨシノ 7 本、マイヒメ 1 本、ヨウコウ 3 本、ヤマザクラ 1 本が植えられ
ており、春には美しい桜の花を咲かせます。庭園内には昨年の改修工事に
よりベンチも設置され、景色を楽しめる憩いの場として生まれ変わりました。
また、六本木ヒルズの再開発によって新たに誕生した六本木さくら坂には、
約 400m にわたって 75 本ものソメイヨシノが植樹され、長い歳月を経て道を覆
うほどの桜並木に成長しました。

＜新型コロナウィルス感染症対策について＞
お客様に安心してご来街いただけるよう、六本木ヒルズ、アークヒルズでは、関係者全員が新型コロナウィルスの感染の予防と拡大防止のため、
予防対策を徹底しています。また、お客様に対しては、以下お願い事項へのご理解、ご協力をお願いしています。
▼感染予防対策とご協力のお願い
・当日、来街前に検温を行っていただき、37.5℃以上の発熱や咳など風邪の症状がある方、体調の優れない方は、来街をご遠慮ください。
・同居家族や職場、学校などで新型コロナウィルス感染症の感染者、もしくは感染の可能性のある方が、身近にいらっしゃる方は来街をご遠慮
ください。
・飲食店では、非接触型体温計による検温にご協力ください。37.5℃以上の場合には入店をお断りしています。
・来街の際は必ずマスクのご着用をお願いします。
・各施設の入り口などには消毒用アルコールを設置していますので、ご利用ください。
・列に並ぶ際は、前の人と 1 メートル以上の間隔を取ってください。
＜ヒルズみんなのルール＞
六本木ヒルズ：https://www.roppongihills.com/topics/2020/06/006476.html
アークヒルズ：https://www.arkhills.com/topics/2020/06/004423.html
※本リリースの内容は予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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