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【ライトダウン 2013】

森ビル施設 44 棟でライトダウンキャンペーンを実施
節電の夏、仕事を早めに終えて「ハッピーアワー」を楽しもう！暗くなった都心で星空を楽しむイベントも

森ビル株式会社は、環境省が推進する『CO2 削減/ライトダウンキャンペーン』に賛同し、6 月 21

日(金)～7月 7日(日)の期間中、ライトダウンキャンペーンを実施いたします。

各テナントと連携し、約 4万 8000kWh（CO2排出量は約 18 トン）削減

昨年 8 月に竣工したアークヒルズ 仙石山森タワーや六本木ヒルズをはじめとして、森ビルが管

理する施設において、期間中、装飾照明や景観照明など共用部の照明を消灯。特別実施日であ

る「夏至の日／ブラックイルミネーション」の 6 月 21 日(金)、および「七夕／クールアース・デー」の

7月7日(日)は、当社就業エリアの消灯のほか、各テナントにもライトダウンキャンペーンへの協力

を依頼しております。オフィスエリアでは消灯や減灯、商業店舗でも減灯を推進することで、当期

間中に削減できる照明の電力量は約 4 万 8000kWh となり、約 18 トンの CO2 排出量の削減につ

ながります（スギの木約 1300本のCO2年間吸収量に相当）。

店舗で優待サービス、仕事を早めに終えて「ハッピーアワー」を。星空を楽しむイベントも

「六本木ヒルズ」の一部店舗では、「夏至の日／ブラックイルミネーション」の 6 月 21 日を皮切り

に、お仕事を早めに終えてヒルズでゆっくりお食事をお楽しみいただくためのオトクな優待サービ

ス「ハッピーアワーセット」を実施します。また、昨年 8 月にアークヒルズエリアに新たに誕生した

「アークヒルズ 仙石山森タワー」でも一部店舗にて優待サービスをいたします。

海抜 270m、オープンエア形式の展望施設としては日本一の高さを誇る東京シティビュー「スカ

イデッキ」（森タワー屋上）では、特別実施日に合わせ、ライトダウンにより暗くなった都心で星空を

お楽しみいただける星空観察会を実施いたします。

＜本件に関するお問合せ先＞

森ビル株式会社 広報室 深野

TEL:03－6406－6606 FAX:03－6406－9306 E-mail:koho@mori.co.jp

スカイデッキ星空観察会
（イメージ）

昨年店舗で実施したキャンペーンの様子昨年 8 月に竣工したアークヒルズ
仙石山森タワーでもライトダウンを実施



■「六本木天文クラブ スカイデッキ星空観察会」

東京シティビュー「スカイデッキ」（森タワー屋上）は、海抜 270m、

オープンエア形式の展望施設としては日本一の高さに位置してい

るため、周りに遮るものが何もなく、空を広く見渡せ、また近くに感

じることができます。6月21日（金）、7月7日（日）は、ライトダウン

により、東京タワーをはじめ、街の明かりが消灯されるため、瞬く

星を通常よりもくっきりとご覧いただくことができます。当日は、ス

カイデッキの通常は入ることができないヘリポート内に天体望遠

鏡を設置し、一般のお客様に天文学の専門家と一緒に織姫・彦星

や夏の大三角、土星の輪などを観望していただけます。

※スカイデッキへの最終入場は 30 分前

※両日とも雨天・曇天時は中止

※観察会時のみ双眼鏡の持ち込みが可能です。

■ライトダウン実施施設一覧（計 44 棟）

六本木ヒルズ森タワー 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー 西麻布２８森ビル

六本木ヒルズレジデンス（Ａ～Ｄ棟） 元麻布ヒルズ 新橋２９森ビル

けやき坂コンプレックス オランダヒルズ森タワー 虎ノ門３０森ビル

けやき坂テラス 平河町森タワー 虎ノ門３３森ビル

ハリウッドビューティープラザ 永田町山王森ビル 虎ノ門３６森ビル

六本木ヒルズゲートタワー プルデンシャルタワー 虎ノ門３７森ビル

六本木ヒルズノースタワー 赤坂榎坂森ビル 後楽森ビル

さくら坂レジデンス 赤坂溜池タワー 神谷町セントラルプレイス

アークヒルズ 仙石山森タワー 六本木ピラミデビル パレットタウンウェストモール

アークヒルズ アーク森ビル 六本木ファーストビル 芝三田森ビル

アークタワーズ イースト・ウェスト 虎ノ門５ビル 六本木ヒルズクロスポイント

アークヒルズ エグゼクティブタワー 虎ノ門９森ビル アークヒルズフロントタワー

アークフォレストテラス 虎ノ門１１森ビル

愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー 虎ノ門１５森ビル

※順不同

①夏至 6月 21 日（金）： 星のソムリエによる天文ニュースと翌月の星空解説セミナー、星空観察会

時 間 [星空観察会] 19：00～21：00 [セミナー] 19：00～20：00

場 所 [星空観察会] 東京シティビュー「スカイデッキ」（森タワー屋上） [セミナー] 東京シティビュー展望回廊内スカイテラス 1

費 用
[星空観察会] 無料 （東京シティビュー入館券とスカイデッキ入場券が必要です）

[セミナー] 2,000円 （セミナー参加料金で、星空観察会、東京シティビュー、森美術館にも入場可）

参 加 方 法 時間内に「スカイデッキ」へお越し下さい ※セミナーは東京シティビューWEB サイトにて事前応募

観望 可能な 星 土星・夏の大三角 など

②七夕 7 月 7日(日)： “七夕”特別星空観察会

時 間 19：00～21：00

場 所 東京シティビュー「スカイデッキ」（森タワー屋上）

費 用 無料 （東京シティビュー入館券とスカイデッキ入場券が必要です）

参 加 方 法 時間内に「スカイデッキ」へお越し下さい

観望可能な星 土星・織姫（ベガ）・彦星（アルタイル） など



ますますビールや冷酒がおいしくなるこの季節。早くお仕事が終わった日や、ちょっとひと息つきたい時に、

お気軽に六本木ヒルズのレストランにお立ち寄りください！

【実施日程】 平成２５年６月２１日（金・夏至）～平成２５ 年９月末日
※好評の場合は、延長させていただきます。

【内 容】 平日17：00～19：00までに入店のオフィスワーカーの皆様にハッピーアワーセットの特別メニューを

ご提供致します。

ゾーン フロア 店名 特別メニュー

メトロハット B2F ぴんとこな
・晩酌セット￥1,500・・・
おつまみ3品、刺身3品、すし握り4貫、生ビール（1杯）ｏｒ日本酒（1合）

メトロハット B2F 田酔
・『お造り入りの田酔八寸とドリンクのセット』￥2,000・・・
季節の温椀 田酔八寸～華～酒肴や旬のお料理にお造りを盛り込んだスペシャルな八寸盆 A･お好きなドリンク、お好きな日本酒
B・利き酒3種セット 料理+AｏｒＢ

メトロハット B2F イルリトローボ
・前菜4種盛り合わせ+飲み放題1時間￥1,500・・・
日替わり前菜4種のプレート、生ビール・ワイン・カクテル（数種類）・ソフトドリンク（数種類）から飲み放題

メトロハット B2F 竹若 凛
・気まぐれおつまみセット￥1,000・・・
10品中、3品お選び頂けます + 1ドリンク（飲み放題ﾒﾆｭーよりお選び頂けます）

ウェストウォーク 1F ＨＥＡＲＴＬＡＮＤ
・ハートランドHappyHourSet￥1,000・・・
Drink（1品ﾁｮｲｽ）ハートランドビール、ハイボール、赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク ・Ｆｏｏｄ（2品週替）※セット予定 ・オリーブマリネ、
野菜マリネ、シーフードﾞマリネ、枝豆、ビーフジャーキー、ミックスナッツ、パルミジャーノ

ウェストウォーク 5F 麻布 久 徳
・花水木【1,500円】・・・
小鉢5種 ・お造り ・ ドリンク［生ビール、日本酒（秋田地酒）、ワイン（白ｏｒ赤）、角ハイボール］※ソフトドリンクも可

ウェストウォーク 5F マザーズ
・おつまみ3種盛合せ+お飲み物2杯 1,500円・・・
おつまみ3種盛合わせ（ディップ野菜、鶏唐揚げ串、揚げタコ焼）、お飲み物（お好きな2杯をお選びいただけます）
（ビール、グラススパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ソフトドリンク）※17:30～19:00 バーエリアのみ

ウェストウォーク 5F Roy’s Tokyo Bar & Grill
・ハッピーアワーセット￥2,000・・・
前菜プレート盛合わせ（ベビードックポークリブ、スパイシーシュリンプフリッター、スティックサラダ）、ドリンク（グラスワイン2種）
※17:30～19:00 バーカウンター限定

ウェストウォーク 5F クシノボウ
・ハッピーアワーセット￥2,100・・・
串かつ8本、野菜スティック、ご飯・味噌汁、デザート一つ ドリンク2杯 ※15:00～利用可

ウェストウォーク 5F ベジタブルハウス ヤサイヤメイ
・バーニャガウダおつまみセット（バーニャガウダ+ビールｏｒグラスワイン）￥1,600
・お野菜五景おつまみセット（前菜5種盛合わせ+ビールｏｒワイン) ￥1,200

ウェストウォーク 5F 魚や 六蔵
・選べる魚串セット￥1,650・・・
魚串2本（お好きなものを選んで頂く）、その日のお通し、ドリンク2杯（お好きなものをお選びいただけます）

ヒルサイド B2F 毛利Salvatore Cuomo
・毛利サルヴァトーレスタイルハッピーアワーセット￥1,980・・・
日替わりおつまみ3品ワンプレートとお好みドリンク2杯セット

ヒルサイド B2F WIRED CAFÉ Dining Lounge
・ハッピーアワーセット￥780・・・
真ダコとブロッコリーのマリネ、パルマ産プロシュート、イタリア産オリーヴのマリネ、サボテン入り自家製ピクルス + 1ドリンク

ヒルサイド B2F 新三郎
・ハッピーハマグリ選べるアペタイザーセット￥980・・・
桑名の焼きはまぐり3つ スパークリングワイン、クラフトビール3種、ワイン白、赤

ヒルサイド B1F グリーンアジア
・イブニングセット￥2,000・・・
生ビール（2杯）、エビチップス＆アボガドディップ、チキンサテ

ヒルサイド B1F インド料理 ＤＩＹＡ
・ハッピーチョイスセット￥1,680・・・
サラダ、トス、前菜 + 1ドリンク（ビール、ハウスワイン、カクテル、ソフトドリンク）

ヒルサイド B1F 韓国酒家・韓国家庭料理 吾照里
・ハッピーアワーセット￥2,000・・・
3ドリンク選択、野菜チヂミ、トッポッキ、韓国小皿3種、チャプチェ、スンドゥブチゲ

ヒルサイド B1F OBIKA MOZZARELLA BAR
・2種の前菜盛合わせ＋1ドリンク￥500・・・
追加ドリンク一律￥500、その他バーフード一律￥300 ※バーカウンターのみ

ヒルサイド 1F 南翔饅頭店
・ハッピーアワーセット￥990・・・
お好きなドリンク一杯 ・醤油味干し切り大根 ・（・ピータン ・上海伝統鶏肉の紹興酒漬け ・くらげの甘酢漬け ・蝦の塩漬冷菜）

ヒルサイド 1F 豆金
・ハッピーアワーセット￥980・・・
前菜2品（10種類の中からお選びいただけます）＋1ドリンク（8種類の中からお選びいただけます）

ヒルサイド 1F テンイッポウ
・おつまみもドリンクも￥290・・・
おつまみ小菜（バンバンジー、イカセロリ、たたききゅうり等）、生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク すべて￥290

ヒルサイド 1F 梅蘭
・ビアセット￥2,380・・・
生ビール、枝豆、［海老とカシューナッツ炒めｏｒ酢豚（一つ選択）］、梅蘭やきそば（小） ※生ビール追加\500

けやき坂通り 3F ＷＩＮＥ ＳＨＯＰ ＥＮＯＴＥＣＡ
・グラスシャンパーニュペアセット ￥1,575・・・
期間中、グラスシャンパーニュ2杯セットをお得な価格で提供 ※お一人様での利用も可

けやき坂通り 3F けやき坂ベーカリー
・スパークリングワイン（グラス）￥600 ・グラスワイン（赤・白）￥300・・・
ドリンクのみでさっくりご利用いただいてもＯＫ！お好きなＤｉｎｎｅｒ Menu（ｆｏｏｄ）と組合わせても1,000円前後でお楽しみいただけます！
（ｆｏｏｄ menu ￥300～￥1,300）

けやき坂通り 3F 軍鶏と純手打ちうどんはし田本店
・おつまみセット￥1,200・・・
お好きなドリンク＋前菜2品 ※サービス料別途

ノースタワー B1F カプリカフェ
・ハッピーアワーセット￥1,250・・・
アルコール類、ソフトドリンク全品￥250 + 前菜8品盛りのとりあえずプレート￥1,000

※上記内容は、現段階での予定となり変更となる場合がございます。予めご了承下さい。最終の情報につきましては、エレベーターのモニターや、商業用のパンフレットラックにてご確認ください。

【実施店舗】

六本木ヒルズ

ハッピーアワーセット
Roppongi Hills Happy Hour SET



ますますビールや冷酒がおいしくなるこの季節。早くお仕事が終わった日や、ちょっとひと息つきたい時に、

お気軽に六本木ヒルズのレストランにお立ち寄りください！
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・晩酌セット￥1,500・・・
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（ビール、グラススパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ソフトドリンク）※17:30～19:00 バーエリアのみ

ウェストウォーク 5F Roy’s Tokyo Bar & Grill
・ハッピーアワーセット￥2,000・・・
前菜プレート盛合わせ（ベビードックポークリブ、スパイシーシュリンプフリッター、スティックサラダ）、ドリンク（グラスワイン2種）
※17:30～19:00 バーカウンター限定

ウェストウォーク 5F クシノボウ
・ハッピーアワーセット￥2,100・・・
串かつ8本、野菜スティック、ご飯・味噌汁、デザート一つ ドリンク2杯 ※15:00～利用可

ウェストウォーク 5F ベジタブルハウス ヤサイヤメイ
・バーニャガウダおつまみセット（バーニャガウダ+ビールｏｒグラスワイン）￥1,600
・お野菜五景おつまみセット（前菜5種盛合わせ+ビールｏｒワイン) ￥1,200

ウェストウォーク 5F 魚や 六蔵
・選べる魚串セット￥1,650・・・
魚串2本（お好きなものを選んで頂く）、その日のお通し、ドリンク2杯（お好きなものをお選びいただけます）

ヒルサイド B2F 毛利Salvatore Cuomo
・毛利サルヴァトーレスタイルハッピーアワーセット￥1,980・・・
日替わりおつまみ3品ワンプレートとお好みドリンク2杯セット

ヒルサイド B2F WIRED CAFÉ Dining Lounge
・ハッピーアワーセット￥780・・・
真ダコとブロッコリーのマリネ、パルマ産プロシュート、イタリア産オリーヴのマリネ、サボテン入り自家製ピクルス + 1ドリンク

ヒルサイド B2F 新三郎
・ハッピーハマグリ選べるアペタイザーセット￥980・・・
桑名の焼きはまぐり3つ スパークリングワイン、クラフトビール3種、ワイン白、赤

ヒルサイド B1F グリーンアジア
・イブニングセット￥2,000・・・
生ビール（2杯）、エビチップス＆アボガドディップ、チキンサテ

ヒルサイド B1F インド料理 ＤＩＹＡ
・ハッピーチョイスセット￥1,680・・・
サラダ、トス、前菜 + 1ドリンク（ビール、ハウスワイン、カクテル、ソフトドリンク）

ヒルサイド B1F 韓国酒家・韓国家庭料理 吾照里
・ハッピーアワーセット￥2,000・・・
3ドリンク選択、野菜チヂミ、トッポッキ、韓国小皿3種、チャプチェ、スンドゥブチゲ

ヒルサイド B1F OBIKA MOZZARELLA BAR
・2種の前菜盛合わせ＋1ドリンク￥500・・・
追加ドリンク一律￥500、その他バーフード一律￥300 ※バーカウンターのみ

ヒルサイド 1F 南翔饅頭店
・ハッピーアワーセット￥990・・・
お好きなドリンク一杯 ・醤油味干し切り大根 ・（・ピータン ・上海伝統鶏肉の紹興酒漬け ・くらげの甘酢漬け ・蝦の塩漬冷菜）

ヒルサイド 1F 豆金
・ハッピーアワーセット￥980・・・
前菜2品（10種類の中からお選びいただけます）＋1ドリンク（8種類の中からお選びいただけます）

ヒルサイド 1F テンイッポウ
・おつまみもドリンクも￥290・・・
おつまみ小菜（バンバンジー、イカセロリ、たたききゅうり等）、生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク すべて￥290

ヒルサイド 1F 梅蘭
・ビアセット￥2,380・・・
生ビール、枝豆、［海老とカシューナッツ炒めｏｒ酢豚（一つ選択）］、梅蘭やきそば（小） ※生ビール追加\500

けやき坂通り 3F ＷＩＮＥ ＳＨＯＰ ＥＮＯＴＥＣＡ
・グラスシャンパーニュペアセット ￥1,575・・・
期間中、グラスシャンパーニュ2杯セットをお得な価格で提供 ※お一人様での利用も可

けやき坂通り 3F けやき坂ベーカリー
・スパークリングワイン（グラス）￥600 ・グラスワイン（赤・白）￥300・・・
ドリンクのみでさっくりご利用いただいてもＯＫ！お好きなＤｉｎｎｅｒ Menu（ｆｏｏｄ）と組合わせても1,000円前後でお楽しみいただけます！
（ｆｏｏｄ menu ￥300～￥1,300）

けやき坂通り 3F 軍鶏と純手打ちうどんはし田本店
・おつまみセット￥1,200・・・
お好きなドリンク＋前菜2品 ※サービス料別途

ノースタワー B1F カプリカフェ
・ハッピーアワーセット￥1,250・・・
アルコール類、ソフトドリンク全品￥250 + 前菜8品盛りのとりあえずプレート￥1,000

※上記内容は、現段階での予定となり変更となる場合がございます。予めご了承下さい。最終の情報につきましては、エレベーターのモニターや、商業用のパンフレットラックにてご確認ください。

【実施店舗】

六本木ヒルズ

ハッピーアワーセット
Roppongi Hills Happy Hour SET



ますますビールや冷酒がおいしくなるこの季節。早くお仕事が終わった日や、ちょっとひと息つきたい時に、

お気軽に六本木ヒルズのレストランにお立ち寄りください！

【実施日程】 平成２５年６月２１日（金・夏至）～平成２５ 年９月末日
※好評の場合は、延長させていただきます。

【内 容】 平日17：00～19：00までに入店のオフィスワーカーの皆様にハッピーアワーセットの特別メニューを

ご提供致します。

ゾーン フロア 店名 特別メニュー

メトロハット B2F ぴんとこな
・晩酌セット￥1,500・・・
おつまみ3品、刺身3品、すし握り4貫、生ビール（1杯）ｏｒ日本酒（1合）

メトロハット B2F 田酔
・『お造り入りの田酔八寸とドリンクのセット』￥2,000・・・
季節の温椀 田酔八寸～華～酒肴や旬のお料理にお造りを盛り込んだスペシャルな八寸盆 A･お好きなドリンク、お好きな日本酒
B・利き酒3種セット 料理+AｏｒＢ

メトロハット B2F イルリトローボ
・前菜4種盛り合わせ+飲み放題1時間￥1,500・・・
日替わり前菜4種のプレート、生ビール・ワイン・カクテル（数種類）・ソフトドリンク（数種類）から飲み放題

メトロハット B2F 竹若 凛
・気まぐれおつまみセット￥1,000・・・
10品中、3品お選び頂けます + 1ドリンク（飲み放題ﾒﾆｭーよりお選び頂けます）

ウェストウォーク 1F ＨＥＡＲＴＬＡＮＤ
・ハートランドHappyHourSet￥1,000・・・
Drink（1品ﾁｮｲｽ）ハートランドビール、ハイボール、赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク ・Ｆｏｏｄ（2品週替）※セット予定 ・オリーブマリネ、
野菜マリネ、シーフードﾞマリネ、枝豆、ビーフジャーキー、ミックスナッツ、パルミジャーノ

ウェストウォーク 5F 麻布 久 徳
・花水木【1,500円】・・・
小鉢5種 ・お造り ・ ドリンク［生ビール、日本酒（秋田地酒）、ワイン（白ｏｒ赤）、角ハイボール］※ソフトドリンクも可

ウェストウォーク 5F マザーズ
・おつまみ3種盛合せ+お飲み物2杯 1,500円・・・
おつまみ3種盛合わせ（ディップ野菜、鶏唐揚げ串、揚げタコ焼）、お飲み物（お好きな2杯をお選びいただけます）
（ビール、グラススパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ソフトドリンク）※17:30～19:00 バーエリアのみ

ウェストウォーク 5F Roy’s Tokyo Bar & Grill
・ハッピーアワーセット￥2,000・・・
前菜プレート盛合わせ（ベビードックポークリブ、スパイシーシュリンプフリッター、スティックサラダ）、ドリンク（グラスワイン2種）
※17:30～19:00 バーカウンター限定

ウェストウォーク 5F クシノボウ
・ハッピーアワーセット￥2,100・・・
串かつ8本、野菜スティック、ご飯・味噌汁、デザート一つ ドリンク2杯 ※15:00～利用可

ウェストウォーク 5F ベジタブルハウス ヤサイヤメイ
・バーニャガウダおつまみセット（バーニャガウダ+ビールｏｒグラスワイン）￥1,600
・お野菜五景おつまみセット（前菜5種盛合わせ+ビールｏｒワイン) ￥1,200

ウェストウォーク 5F 魚や 六蔵
・選べる魚串セット￥1,650・・・
魚串2本（お好きなものを選んで頂く）、その日のお通し、ドリンク2杯（お好きなものをお選びいただけます）

ヒルサイド B2F 毛利Salvatore Cuomo
・毛利サルヴァトーレスタイルハッピーアワーセット￥1,980・・・
日替わりおつまみ3品ワンプレートとお好みドリンク2杯セット

ヒルサイド B2F WIRED CAFÉ Dining Lounge
・ハッピーアワーセット￥780・・・
真ダコとブロッコリーのマリネ、パルマ産プロシュート、イタリア産オリーヴのマリネ、サボテン入り自家製ピクルス + 1ドリンク

ヒルサイド B2F 新三郎
・ハッピーハマグリ選べるアペタイザーセット￥980・・・
桑名の焼きはまぐり3つ スパークリングワイン、クラフトビール3種、ワイン白、赤

ヒルサイド B1F グリーンアジア
・イブニングセット￥2,000・・・
生ビール（2杯）、エビチップス＆アボガドディップ、チキンサテ

ヒルサイド B1F インド料理 ＤＩＹＡ
・ハッピーチョイスセット￥1,680・・・
サラダ、トス、前菜 + 1ドリンク（ビール、ハウスワイン、カクテル、ソフトドリンク）

ヒルサイド B1F 韓国酒家・韓国家庭料理 吾照里
・ハッピーアワーセット￥2,000・・・
3ドリンク選択、野菜チヂミ、トッポッキ、韓国小皿3種、チャプチェ、スンドゥブチゲ

ヒルサイド B1F OBIKA MOZZARELLA BAR
・2種の前菜盛合わせ＋1ドリンク￥500・・・
追加ドリンク一律￥500、その他バーフード一律￥300 ※バーカウンターのみ

ヒルサイド 1F 南翔饅頭店
・ハッピーアワーセット￥990・・・
お好きなドリンク一杯 ・醤油味干し切り大根 ・（・ピータン ・上海伝統鶏肉の紹興酒漬け ・くらげの甘酢漬け ・蝦の塩漬冷菜）

ヒルサイド 1F 豆金
・ハッピーアワーセット￥980・・・
前菜2品（10種類の中からお選びいただけます）＋1ドリンク（8種類の中からお選びいただけます）

ヒルサイド 1F テンイッポウ
・おつまみもドリンクも￥290・・・
おつまみ小菜（バンバンジー、イカセロリ、たたききゅうり等）、生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク すべて￥290

ヒルサイド 1F 梅蘭
・ビアセット￥2,380・・・
生ビール、枝豆、［海老とカシューナッツ炒めｏｒ酢豚（一つ選択）］、梅蘭やきそば（小） ※生ビール追加\500

けやき坂通り 3F ＷＩＮＥ ＳＨＯＰ ＥＮＯＴＥＣＡ
・グラスシャンパーニュペアセット ￥1,575・・・
期間中、グラスシャンパーニュ2杯セットをお得な価格で提供 ※お一人様での利用も可

けやき坂通り 3F けやき坂ベーカリー
・スパークリングワイン（グラス）￥600 ・グラスワイン（赤・白）￥300・・・
ドリンクのみでさっくりご利用いただいてもＯＫ！お好きなＤｉｎｎｅｒ Menu（ｆｏｏｄ）と組合わせても1,000円前後でお楽しみいただけます！
（ｆｏｏｄ menu ￥300～￥1,300）

けやき坂通り 3F 軍鶏と純手打ちうどんはし田本店
・おつまみセット￥1,200・・・
お好きなドリンク＋前菜2品 ※サービス料別途

ノースタワー B1F カプリカフェ
・ハッピーアワーセット￥1,250・・・
アルコール類、ソフトドリンク全品￥250 + 前菜8品盛りのとりあえずプレート￥1,000

※上記内容は、現段階での予定となり変更となる場合がございます。予めご了承下さい。最終の情報につきましては、エレベーターのモニターや、商業用のパンフレットラックにてご確認ください。

【実施店舗】

六本木ヒルズ

ハッピーアワーセット
Roppongi Hills Happy Hour SET


