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2017年 12月 21日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
六本木ヒルズは、2018年 1月 1 日（月・祝）～1 月 3日（水）の期間中、“福”がたくさん詰まったお正月イベントを多数展

開します。門松や鏡餅、富士山などお正月の縁起物をモチーフに作った『福ごはん』や、お得なアイテムが揃った『新春福

袋』、最大 70％オフの割引率で展開する『初売り』、豪華初夢企画『スペシャル福袋』など、六本木ヒルズでしかできない

特別な体験をお届けします。 

また、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューでは、52 階屋内展望回廊にお正月フォトスポットが登場する他、2018 年の

干支にちなんだグッズや富士山などオリジナルグッズを販売します。六本木ヒルズアリーナでは、三が日、新春にふさわしい和

太鼓や獅子舞などのステージを開催するなど、街歩きをしながらお正月気分とお得な気分をたっぷり味わうことができる 3日

間となります。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
ＳＮＳ映え抜群！鏡餅や門松など縁起物をモチーフにした「福ごはん」  

六本木ヒルズ限定！「ビジネスクラスで行く世界一周旅行」スペシャル福袋など   

   六本木ヒルズのお正月・冬情報 
 

2018年 1月 1日（月・祝） ～ 1月 3日（水） 

◇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 （六本木ヒルズ PR）  株式会社プラップジャパン 
PR担当：山﨑、渡邉、山村                      担当：中野、天下谷（あまがい）、須藤 
TEL：03-6406-6350 FAX：03-6406-6483           TEL：03-4580-9101 FAX：03-4580-9127 
  MAIL：pr.roppongi-hills@ml.prap.co.jp 

 ＜六本木ヒルズのお正月・冬イベント 開催概要＞ 
 六本木ヒルズのお正月 

1. お正月イベント  六本木ヒルズアリーナ 「六本木ヒルズのお正月 2018」 
2. 新春・初売りセール/福袋  「六本木 HILLS セール 2018」、「新春福袋」、「スペシャル福袋」 

3. お正月メニュー        「福ごはん」 

4. 東京シティビューのお正月    「お正月フォトスポット」、「干支や富士山をモチーフにしたお土産販売」 
 

 六本木ヒルズの冬情報 
1. 冬のイルミネーション  けやき坂冬のイルミネーション 
2. 年末年始 営業に関するご案内 

 

 

 “福”を呼び込む 

お正月イベント 和太鼓演奏など 六本木ヒルズ限定 スペシャル福袋 新春福袋 

東京シティビューで販売！ 
 

オリジナルグッズ 

新春福袋 

ローラズ・カップケーキ 東京 鉄板焼 開化屋 

縁起物をモチーフにした「福ごはん」  

毛利 サルヴァトーレ クオモ 
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毎年恒例のお正月イベントを六本木ヒルズアリーナで開催します。元旦は、力強く迫力のある和太鼓の演奏や獅子舞など、新

春にふさわしいステージをお届けします。1 月 2 日（火）、3 日（水）は、子供から大人まで一緒に遊べる「昔遊び」や、日本のお正

月を感じられるイベントも展開。2018 年の幕開けを六本木ヒルズでお過ごしください。 
 

日程： 2018年 1月 1日（月・祝） ～ 3日（水） 

場所： 六本木ヒルズアリーナ 

料金： 無料 
 

1月 1 日（月・祝） 12：00～15：00 

料金： 無料 

 和太鼓演奏（和太鼓道場ドンドコ） 12：30～、13：30～、14：30～ 

 獅子舞 13：00～、14：00～ 

 振舞酒 13：00～ （※先着 200名。12：00 から会場内「整理券配布所」にて整理券を配布） 
 

1月 2 日（火）、3 日（水） 11：00～16：00 

料金： 一部有料 

 和太鼓演奏（和太鼓道場ドンドコ） 11：00～、13：50～、15：30～ 

 獅子舞 11：10～、13：30～、15：00～ 

 琴演奏 11：30～、12：30～、14：30～ （※琴体験コーナーは、11：30～11：50、12：30～12：50、14：30～14：50の時間休止） 

 独楽選手権 2日（火）のみ 13：00～ （※先着 12名、会場内「整理券配布所」にて 11：00 より整理券配布） 

 けん玉選手権 3日（水）のみ 13：00～ （※先着 20名、会場内「整理券配布所」にて 11：00 より整理券配布） 

 昔遊び （こままわし、けんだま、ベイゴマ、お手玉など） 

 

 
 
六本木 HILLSセール 2018 
1月 1日（月・祝）～14日（日）の 14日間、約 70店舗を対象に毎年恒例の冬のセールを開催します。期間中に 3万円（税込）

以上お買い上げのお客様には、便利な宅配無料サービスも実施します。 
 

期間： 2018年 1月 1 日（月・祝） ～ 14日（日） 

参加店舗数： 約 70店舗（割引率最大 70％） 
 

新春福袋 
元旦の午前 11時から六本木ヒルズの福袋を販売します。アパレルファッションから雑貨、フードに至るまで約 60店舗が参加し、幅

広いラインナップの福袋が登場します。今年 3月にウェストウォーク 4階にオープンしたセレクトショップ「スターマン バイ アールアンド

コー」では、六本木ヒルズ限定 5個の福袋を 2種類ラインナップ。また、フォトジェニックなパイが 6種類入った「パイホリック」のグルメ

福袋は、新年の挨拶やパーティーへの手土産にもぴったりです。 
 

期間：  2018年 1月 1 日（月・祝） ～ 3日（水）   

参加店舗数： 約 60店舗 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜六本木ヒルズ限定＞ 
スターマン バイ アールアンドコー 
 

※過去開催時の様子 

 

六本木ヒルズのお正月 2. 新春・初売りセール/福袋 
 

＜六本木ヒルズ限定＞ 
パイホリック 
¥2,018（￥4,400相当） ※限定 15個 

フォトジェニックな手のひらサイズのパイが

6 種類入ったお得なセット。お店の人気

商品トマト&チーズやミントチョコレートチ

ップ、ストロベリーなどのフレーバーです。 

六本木ヒルズのお正月 1. お正月イベント 

＜六本木ヒルズ限定＞ 
サボン 
￥30,000※限定 20個 

冬におすすめのボディケアアイテムを中

心に、オリーブオイルシリーズのパーツケ

ア、死海のミネラルを含んだフェイスケア

に、香りに拘ったキャンドルの入ったお得

なセット。上記六本木ヒルズ限定のほ

か、￥12,000（限定 160個）も販売。 

￥ 20,000 （ ￥ 80,000

相当）※限定 5個 

￥30,000（￥100,000

相当）※限定 5個 

冬の主戦力となるアウ

ターに、ウールコットン

接結のイージーパン

ツ、T シャツ、スマホケ

ースが付いたお得な 

4点セット。 

※価格は税込み 
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スペシャル福袋（初夢企画） 
 
＜六本木ヒルズ限定！！＞「one world 世界一周ビジネスクラス利用 ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー2017
受賞添乗員と行く 世界一周 26日間」￥10,000,000(税込） (限定 2名様合計金額 / 現地 TAX、クルーズ諸費用含む）  

（出発日：2018年 9月 7日(金)限定、最少催行人数：2名） エイチ・アイ・エス(ウェストウォーク 6F） 

 

ビジネスクラスで行く世界一周 26 日間（一部区間はエコノミークラス） のスペシ

ャル企画。2018 年 4 月の就航と同時に世界最大客船となる「シンフォニ－・オ

ブ・ザ・シーズ」での地中海クルーズのほか、ツアー・コンダクター・オブ・ザ・イヤー

2017（国土大臣賞）受賞の中田啓二が添乗し、旅の魅力を存分に楽しめま

す。デラックスクラス、ラグジュアリークラスホテルでゆとりの連泊をしながら、ミシュ

ラン受賞レストランで豪華なディナー。大自然、遺跡、歴史都市、近代都市、

地中海クルーズなど、バラエティに富んだ世界一周旅行をご提供します。 
 
 

 

1月 1日（月・祝）～3日（水）の 3日間、レストラン&カフェ 15 店舗で「福ごはん」メニューを展開します。お正月に欠かせない“門

松”や“鏡餅”をモチーフにしたメニューや、縁起のいい紅白カラーのメニューなど、新春をお祝いする「福・幸せ・縁起・スタート」など

をキーワードに、ご来店いただいたお客さまが新しい年の初めに心豊かにお正月を過ごせるような、個性豊かな福ごはんメニューを

ご用意します。 

期間：  2018年 1月 1 日（月・祝） ～ 3日（水） 

参加店舗数： 15店舗 ※提供時間は店舗により異なります ※内容は予告なく変更になる場合がございます 

 

＜福ごはんメニュー（一部）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お年玉肉肉丼 2018 
￥3,024（税込） 限定 10食/日 

「鉄板焼 開化屋」  
初日の出の富士山をモチーフに小高く盛り
付けたローストビーフは迫力満点！ご来光
のように鎮座する卵黄を絡めて食べれば、
まろやかさも加わってやみつきに。 

特選福 7種小籠包 
￥3,240(税込） 限定 20食/日 
「南翔饅頭店（ナンショウマントウテン）」  

旨味いっぱいのスープが溢れ出すお正月
限定の小籠包。具材にフォアグラ、トリュ
フ、ふかひれ、鮑、そして金粉をまぶした海
老など、どれも豪華な食材ばかり！ 

鏡もちパンケーキタワー 
\2,400 (税込） 限定 15食/日 

「エッグセレント」 

パンケーキを 2018年にちなんで 18枚重

ねて鏡もち風にアレンジ。お餅のようなモ

チモチのパンケーキをイチゴソースとヨーグ

ルトソースで紅白に仕上げました。 

紅白カラーの美味しい鏡餅 

紅白のワッフルバンズに挟まれたバーガー 

BUON ANNO 福福プレート UNICO 
￥2,480（税込） 限定 10食/日 

「毛利 サルヴァトーレ クオモ」  
ズワイガニや雲丹を使った豪華パスタと

門松に見立てたロールピッツァが一緒に

なった遊び心いっぱいのプレートは、思わ

ず写真に撮りたくなる一品。 

ローストビーフ肉のダイヤモンド富士 

フォアグラ・トリュフ・鮑など豪華食材が小龍包に 

New Year Waffle Burger 
￥1,620(税込） 限定 30食/日 

「エーエス クラシックス ダイナー」  
紅白のワッフルに、ローストビーフ、アボカ
ド、トマト、チーズ、レタスをサンドしたボ 
リューム満点の絶品バーガー。 

六本木ヒルズのお正月 3. お正月メニュー「福ごはん」 

 

フォトジェニックなお正月カップケー

キ 

【お正月限定】フォーチューン福カッ
プケーキ ￥496～648（税込）  
「ローラズ・カップケーキ 東京」  

見ても食べても幸せな気分になれるカップ
ケーキ。バニラ、東京バニラ、抹茶の 3 種
をお正月らしくデコレーション。ダルマを引
き抜くとおみくじになっています！ 

福を呼び込むおいしい門松 
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52階屋内展望回廊にお正月フォトスポットが登場！ 

2018年 1月 1日（月・祝）～1月 3日（水）限定で、六本木ヒルズ展望台 東京シティ

ビューの 52階屋内展望回廊内に、お正月フォトスポットが登場します。東京タワー方面

を一望できる絶景スポットで、プロのカメラマンが新年の記念になるような写真を撮影い

たします。一年で一番空気が澄み、景色が美しく見えるこの季節の都会の絶景とともに、

お正月気分をお楽しみください。※詳細は HP をご覧ください（後日ご案内します） 
 
日 時： 2018年 1月 1日（月・祝）～1月 3日（水） 10:00～20:00 

場 所： 52階展望回廊内「東京スカイショット」 

 

2018年の干支にちなんだグッズや富士山などオリジナルグッズも登場！ 
「東京シティビュー スーベニアショップ」（森タワー52階）では、2018年の干支「戌」や富士山をモチーフにした「初日の出」の

記念にぴったりなお土産を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
けやき坂 冬のイルミネーション 
冬の風物詩として定着した、「けやき坂イルミネーション」が、バレンタインシーズンまで期間を

延長し、街を煌い光で包み込みます。寒色系の“SNOW ＆  BLUE”と暖色系の

“CANDLE & AMBER”が、バレンタイン当日まで引き続き六本木の街を明るく照らします。 
 
日時： 2017年 12月 26日（火）～2018年 2月 14日（水） 

時間： 17：00～23：00 

場所： 六本木けやき坂通り 

内容： 約 120万灯の LED （六本木けやき坂通りの欅 65本＋周辺） 

ライティングデザイン： 内原智史デザイン事務所 

 

 
 
 
2017年 12月 31日（日）～2018 年 1月 3日（水）は、以下の営業時間で営業します。※一部店舗により異なります 
 
■ショップ 11：00～20：00 ※1月 4日（木）より通常営業 [11：00～21：00] 

■レストラン 11：00～22：00 ※1月 4日（木）より通常営業 [11：00～23：00] 

■東京シティビュー52F 屋内展望回廊 

  2017 年 12月 31日（日） 10：00～25：00（最終入館 24：00） 

  2018年 1月 1日（月・祝）～3日（水） 10：00～23：00（最終入館 22：30） 

■ スカイデッキ 2018 年 1月 28日（日）までの期間、11:00～21:00（最終入場 20:30）まで営業を延長 

六本木ヒルズお正月 4.  六本木ヒルズ展望台 東京シティビューのお正月 

「山口晃 ピーセン」 1,404 円（税込） 
作家・山口晃さんが描いた「東京圖 広
尾―六本木」をパッケージにしたオリジナル
のピーセン。さくさくっと軽い食感のピーナッ
ツ風味の揚げあられです。 

360 度広がるジオラマのよ
うなギフトブックや富士山
の頂上からティッシュが出
るユニークなティッシュケー
スなど、富士山モチーフの
グッズが登場します。また、
2018 年の干支である戌
（犬）をモチーフにした、手
軽に作れる木製パズルも
ご用意。 

NEW！ 

・360°BOOK富士山  2,700 円（税込） 
・富士山トートバッグ   2,700 円（税込） 
・The Porcelains フジヤマタイルマグ 青富士/赤富士 各 1,944 円（税込） 
・ティッシュボックスカバー FUJIYAMA                 1,728 円（税込） 
・Wooden Art ki-gu-mi  
(左)ミニチュアシュナウザー （右）フレンチブルドッグ  各 1,404 円（税込） 

 
 
 
 

※写真はイメージです。 

六本木ヒルズの冬情報 1. 冬のイルミネーション 

六本木ヒルズの冬情報 2. 年末年始 営業時間 


