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森ビル株式会社が運営するアークヒルズ（東京都港区）では、毎週火曜日と土曜日に好評開催中の「ヒルズマルシェ in 

ARK Hills」の開催 8周年を記念して、「ヒルズマルシェ 8周年“大収穫祭”」を 9月 23日（土・祝）に開催します。 
 
ヒルズマルシェは、「つくり手に会えるマルシェ」というコンセプトのもと、2009 年にスタートした都内の草分け的なマルシェの一

つで、これまでに延べ約 50万人以上の方々にご来場いただいています。今回は開催 8周年を記念し、開催時間を通常

より 1時間延長し、全国各地より過去最大規模となる 40以上の農家が出店します。新鮮で旬な野菜や果物、加工食

品の販売のほか、出店者の食材とコラボしたランチビュッフェやキッチンカーの出店、オリジナルグッズの販売、豪華なプレゼ

ント企画やワークショップなど、イベントが目白押しです。 

ヒルズマルシェは、今後も「つくり手に会える」場として磨いていき、「食」を通して、アークヒルズエリアならではの都市における

豊かなライフスタイルを発信し続けます。 
 

ヒルズマルシェ 8周年“大収穫祭” 開催概要  

開催日時： 2017年 9月 23日（土・祝） 10：00～15：00 （通常 14：00 までのところ１時間延長） 

場 所： アークヒルズ アーク・カラヤン広場 ※雨天決行、荒天中止 
 

 過去最大＆都内最大規模！23都道府県より 40以上の農家が集結！ 

日本全国のうち全8地方≪北海道、東北（青森、岩手、宮城、山形）、関東（東京、栃木、千葉）、中部（山梨、長野、

静岡、愛知）、近畿（京都、兵庫）、中国（鳥取、山口）、四国（香川、徳島、高知）、九州（佐賀、大分、熊本、宮崎、

鹿児島）≫・23都道府県から 40以上の農家が出店し、生産者の顔が見える新鮮な食材や加工品などを販売します。

都心のマルシェでここまでの数の農家が集まるマルシェは、ヒルズマルシェのみ。過去 8年間の名物出店者も集合し、つくり

手とお客様又はお客様同士が対話をしながら、「食」との出会いや発見、またコミュニティが生まれる場を提供します。 
 

 マルシェの食材が絶品メニューに変身した秋の味覚が存分に楽しめる！ 

今回は特別に 2 つのグルメ企画を展開。アークヒルズ内のレストラン「アークヒルズカフェ」では、マルシェの食材やアークヒル

ズサウスタワー内の「福島屋」のお肉とコラボレーションした創作メニューなどが味わえる限定ランチビュッフェを開催するほか、

ホンビノス貝を使用した海の旨みたっぷりの濃厚なクラムチャウダーなどが味わえるキッチンカーが 1日限定で登場します。 

生産者が手塩にかけて育てた旬の食材をその場で味わえる、ヒルズマルシェの新しい過ごし方を提供します。 
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ヒルズマルシェ 8周年“大収穫祭”開催 

秋の味覚を堪能できるランチビュッフェやキッズワークショップなどイベント目白押し  
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ブドウや梨などの秋の旬食材が目白押し！名物出店者から次世代を担う若手農家まで幅広い生産者が集結！ 

  
日本全国 23都道府県から 40以上の農家が出店し、加工食品などを扱う幅広いジャンルの個性豊かな出店者も合わ

せ、約 50の出店者が集まります。全国から集まる生産者の都道府県数としては過去最大＆都内最大規模となります。 

今回は、秋に旬を迎えるブドウや梨などの新鮮な野菜や果物を扱う出店者から、ヒルズマルシェ開催当初から皆勤賞の

農家、次世代の農業を支える若手農家まで、幅広いジャンルの出店者が一堂に会します。つくり手とお客様のコミュニケ

ーションの中で、生産者の顔が見えるヒルズマルシェは、お子様も含め幅広い世代の方に安心してお楽しみいただけます。 
 

＜秋の味覚をいち早く堪能＞ 

ブドウ 出店農家： ノザワ農園（山梨県） 

ブドウの名産地、山梨県南アルプスで代々続く果物農家。大人気のシャインマスカットをは

じめ、旬のブドウが 5種類ほど並びます。どれも大粒で、香り高く爽やかな甘みがジューシー。

野沢さんの畑まで足を運ぶお客様もいるほど、ファンの多いお店です。 

 

洋ナシ・リンゴ・プルーン 出店者： はるセレクション 

果物のバイヤー歴 30 年の目利きプロが、日本全国から独自のルートで仕入れた旬の美

味しい果物をセレクトし販売。フルーツが好きな方は、もっと大好きに。普段フルーツを食

べない方は、フルーツの美味しさに開眼する感動を提供します。 
 

梨・レンコン 出店者： いばらき市 

茨城県産の野菜や果物など農産物を中心に、なんでも揃う家庭のお助け店。今回のヒ

ルズマルシェには、旬の梨やレンコンなど新鮮な野菜が選り取り見取りです。 
 

マッシュルーム 出店者： 山形県最上地域 

最上峡の雄大な自然の中で育った黒ニンニクやマッシュルーム、ワサビ、トマトなどを販売。

旬を迎えるマッシュルームは生で食べられる唯一のキノコで、クセがなく柔らかな旨みが広

がり、主役としてサラダやお料理に散らしても美味しいアクセントになります。 

 

＜ヒルズマルシェ名物出店者＞ 

江戸東京野菜 出店農家： 小坂農園 

東京都国分寺市で江戸時代から続く生産者さん。ヒルズマルシェ創業当時から親子二

代で、8 年間皆勤賞の出店となる名物的な存在です。江戸東京野菜など珍しい野菜も

生産しており、飲食店のプロの方や遠方から買いに来られる方も多いお店です。 

 

ハーブサラダセット 出店農家： うえのはらハーブガーデン 

店主の長田さんの個性そのままに、見事なほど香りの強いパンチの効いたハーブサラダが

大人気。都内高級ホテルの朝食にも使用されています。長田さんのファンも多いお店。 

 

＜農業の次世代を担う若手農家＞ 

放し飼いで育てた卵 出店農家： 百鶏園 

山梨県北杜市の若手養鶏農家のホープ。生まれたてのヒヨコの頃から 365日間放し飼い

で育てられた卵は、さらっとした味わいで喉越しもよく、毎日食べても飽きない美味しさ。こ

の卵で作った卵かけご飯はとにかく絶品です。 

 

極甘生トウモロコシ 出店農家： HAMARA FARM 

長野県原村の生産者さん。彗星のごとく現れた若手農家集団で、トウモロコシを専門に

生産しています。生で美味しく、メロンより甘いトウモロコシは、どこで出店しても完売する

ほど。都内では、この日がラスト販売になる大変貴重な出店です。  

名物出店者も！全国津々浦々から個性豊かな生産者が集うマルシェの祭典 
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ビストロヒルズマルシェ in ARK HiLLS CAFE ～秋の旬食材が盛り沢山の 1日限りのランチビュッフェ～  

ヒルズマルシェとアークヒルズカフェのコラボレーション企画。生産者が手塩にかけて育てたマルシェの旬な食材と、福島屋の

お肉を使って一日限りのランチビュッフェを開催します。食材だけでなく調味料などにもこだわり、素材そのものの味を生かし

た創作メニューが食欲をそそります。和食を基調とした 6品のメニューはビュッフェ形式でお楽しみいただけます。 
 

場 所： アークヒルズカフェ 

時 間： 11：00～14：00 

ビュッフェ価格： 2,160 円（税込） 

問い合わせ： アークヒルズカフェ （03-6229-2666） ※事前予約可 
 
＜ビュッフェメニュー（予定）＞ ※メニューは変更する可能性がございます 

・ やいず善八枯節の出汁を使った冷製茶碗蒸し  旬の冬瓜のあんかけ 

・ マルシェ出店者自慢の卵かけご飯をお好みで 

・ 大野牛のお寿司スタイル 焼き茄子のタルタルと谷中生姜 

・ 素材を味わうヒルズマルシェサラダ  人参ドレッシング 

・ 館ｹ森高原豚と旬のヒルズ野菜の炒めもの 

・ みやこかぼちゃのポタージュスープ 

 

ビストロヒルズマルシェ in キッチンカー ～海の幸が堪能できるオリジナルメニュー登場～ 

貝の旨みが濃縮されたクリーミーかつ食べごたえ満点の「江戸前ホンビノス貝を使ったクラム

チャウダー」（提供：江戸前漁師を元気にする会×ゆまんま MOGUMOGU）を、キッチンカ

ーで販売します。会場にいながら、新鮮な食材を味わえる絶好の機会となります。 
 

場 所： アーク・カラヤン広場 

時 間： 10:00～15:00 
 

 

 

 

プレゼント企画 ～先着 288 組に豪華なプレゼントを進呈～  
開催当日にヒルズマルシェ内の 5 店舗でお買い物をされた方、先着 288組に、旬の野菜

や果物、ヒルズマルシェオリジナルグッズが当たるプレゼント企画を実施します。 
 

＜プレゼント商品（予定）＞ 

・特賞はヒルズマルシェの旬の豪華果物 

・ヒルズマルシェオリジナルトートバッグ 

・マルシェの生鮮食品、加工食品（調味料やジャム、ドレッシングお菓子など）、雑貨 

 

オリジナルグッズ販売 ～8 周年の限定価格で販売～  
ヒルズマルシェのオリジナルトートバッグを、8 周年を記念した限定価格で販売します。マルシェでのお買い物の際にエコバッ

グとして活用できるほか、ランチボックスを入れたり、近所へのお買い物などに便利で、様々なシーンによって使い分けられ

るよう、ミニサイズとビッグサイズの 2種類をご用意します。 

 

価格（税込）：ビッグサイズ “限定価格” 1,880円（税込） （通常価格 2,000円） 

         ミニサイズ  “限定価格” 880円（税込）  （通常価格 1,000円） 

 

「福島屋」との特別コラボレーション ～アークヒルズの人気店と 1日限りのコラボレーション～ 

アークヒルズサウスタワーの人気店「福島屋」がヒルズマルシェに初登場！！藍を使ったオリジナル商品などを販売予定。 

 

“8”にちなんだ 8周年スペシャル企画 

“秋グルメ”を会場で堪能 

※イメージ画像 
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キッズワークショップ in ヒルズマルシェ ～初開催！ファミリーで楽しめる体験型イベント～   
アークヒルズで昨年よりスタートした「ARK HILLS KIDS COMUNITY」は、子どもたちの五

感・身体性・自由な感性を育む自然とのふれあいの場を提供する月 1 回の「GREEN 

WORKSHOP」をはじめ、年間を通して様々なプログラムを展開しています。キッズフレン

ドリーな街を目指す取組みを進めているアークヒルズでは、今回新たに「キッズワークショッ

プ in ヒルズマルシェ」をスタートし、お買い物の合間に、親子で気軽に楽しんでいただける

ワークショップを開催します。今後は毎月第 4 土曜日のヒルズマルシェ開催時に定期開

催予定です。 
 
日 時： 9月 23日（土・祝） 10：00～15：00（予定） 
場 所： アーク・カラヤン広場 
協 力： NPO法人 CANVAS、ピコトン 

 

おつかい大作戦 by ミナヨク   
マルシェの会場内をこどもが自分で歩き回り、自分の力でお買い物に挑戦してみるイベ

ント「おつかい大作戦」を開催します。マルシェでおつかいしてほしいリクエストを親子で決

め、おつかいメモを作成した後、子どもだけでおつかいに出かけます。初めて一人でおつ

かいを体験するお子様の成長を実感いただけるイベントです。 
 
参 加 費： 500円 ※予約不要 
場 所： ヒルズマルシェ内の「おつかい大作戦」ブース前 
主 催： ミナヨクプロジェクト実行委員会   後援： 港区麻布地区総合支所 
協 力： 森ビル株式会社 

 

各種コンサート ～芸術の秋！マルシェがコンサートホールに変身～  
■マルシェワンコイン･コンサート 

サントリーホール内小ホールでは、サントリーホールの室内楽アカデミー・フェローのフレッシ

ュな演奏が楽しめる「マルシェ ワンコイン・コンサート」を開催します。500 円のワンコイン

で本格的なクラシック音楽が楽しめる貴重な機会です。 
 
日 時： 9月 23日（土・祝） 12：30～14：00 （12：00開場） 
場 所： サントリーホール内小ホール（ブルーローズ） 
参 加 費： 500円（自由席） 
 

■朝クラ♪コンサート  

毎月 1回、ヒルズマルシェ会場内で開催している定期コンサートを特別バージョンでお届

けします。クラシックの音色に耳を澄ませながら、マルシェをお楽しみいただけます。 
 
日 時： 9月 23日（土・祝） 11：30～、14：00～（予定） ※各回 20分程度 
場 所： アーク・カラヤン広場 

 

 
 
ヒルズマルシェは、「つくり手に会える」、というコンセプトのもと、2009 年にスタートしました。都心に住みながら、関東近郊を中心

に全国から集まる質の高い食材と出会い、生産者や出店者とのコミュニケーションを楽しみながら買い物ができるコミュニティーマ

ーケットとして、近隣の住民の方をはじめ地域の皆様に支えられ、毎回多くのお客様が来場します。 

今後もアークヒルズエリアならではの、都市における豊かなライフスタイルを提案・発信します。 

 

ヒルズマルシェとは 

お子様も楽しい体験型イベントから、芸術の秋にぴったりな音楽コンサートも♪ 

※イメージ画像 

＜通常開催概要＞ 

「ヒルズマルシェ in ARK Hills」 

日 時： 毎週土曜日 10：00～14：00  

 

「ヒルズマルシェ on Tuesday」 

日 時： 毎週火曜日 11：00～19：00 

※2017年 5月よりスタート 

（共通） 

場 所： アーク・カラヤン広場 

主 催： 森ビル株式会社 

事 務 局： 株式会社 Agri Innovation Design 

H P ： http://www.arkhills.com/hillsmarche/ 

当日のワークショップ内容（予定）： 

・エッグマラカスづくり 

・グラスガーデン～手のひらサイズの庭つくり～ 


