2019 年 9 月 24 日
森ビル株式会社

＜六本木ヒルズがハロウィン一色に染まる 1 か月！＞

「ROPPONGI HILLS HAPPY HALLOWEEN 2019」開催！
～目玉が乗ったケーキや胃袋を刺激する 1２段重ねのパンケーキなどハロウィン限定メニューが登場～
10月 26 日（土）は、“映画”を仮装テーマにしたハロウィンパレードも開催！
六本木ヒルズでは、2019 年 10 月 1 日（火） ～ 31 日（木）の期間、仮装して街を練り歩くハロウィンパレードをはじめ、
ハロウィンをイメージしたグルメが楽しめる、年に一度のイベント「ROPPONGI HILLS HAPPY HALLOWEEN 2019」を開催
します。
六本木ヒルズのハロウィンイベントでは、毎年ユニークでインパクト抜群の「ハロウィン限定メニュー」が目白押し。今年は、
キュートなモンスターをモチーフにしたメニューが多数ラインナップ。味覚はもちろん視覚でも楽しませてくれるフォトジェニックなメニュー
は、ハロウィンの雰囲気を一層盛り上げます。ハロウィン目前の 10 月 26 日（土）には、10 月 28 日（月）から始まる東京国際
映画祭にちなみ「映画」を仮装テーマに六本木ヒルズを練り歩くハロウィンパレードを開催。街全体がハロウィンムード一色に染まる
この 1 か月を、ご家族やカップル、お友達と、六本木ヒルズでお楽しみください。
食べるのがもったいない！ハロウィン限定メニュー

ハロウィンパレード

◇取材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
株式会社プラップジャパン
担当：永田倫、渡邉茂一、山村麻里惠
担当： 梅木優、中野身穂、須藤千賀子
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483
TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9127
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ハロウィン限定メニュー
味覚だけでなく、視覚でも楽しませてくれる個性的でインパクト抜群の「ハロウィン限定メニュー」を、10 月 1 日（火）～31 日（木）
の期間限定でお届けします。今にも動き出しそうなキュートなビジュアルのメニューから、ボリューム満点のモンスターメニューまで、
ハロウィンカラーに包まれた SNS 映え抜群の限定メニューをお楽しみください。
＜ハロウィン限定メニュー例＞
※価格は全て税込み ※内容は予告なく変更になる場合があります。
※「イートイン／テイクアウト可」メニューはイートイン価格を表記しています。テイクアウトの場合は税率が異なることがあります。

食べるのがもったいない！キュートなモンスターモチーフのスイーツ
個性的なモンスターをモチーフにしたスイーツは、SNS 映え抜群！食べるのがもったいなくなるほどの可愛さです。
1 日限定
10 食

1 日限定
24 食

イートイン／テイクアウト可

イートイン／テイクアウト可

イートイン／テイクアウト可

「ハロウィン・カップケーキ」 各￥638
（ローラズ・カップケーキ 東京）

「ハッピーモンスター」
￥980 （カフェクレープ）

「ハロウィンケーキ ミックスベリー」
￥530 （ローステッド コーヒー ラボラトリー）

思わず写真を撮りたくなるハロウィン限定カップ
ケーキ！かぼちゃや紫芋などのフレーバーを
はじめ、見る人食べる人をハッピーにするカップ
ケーキをご用意しています。（※10/5～販売）

オリジナルのパンプキンプリンと生クリーム、
パンプキンアイスをオレンジ色のクレープ生地で
包み、紫芋モンブランを飾りました。秋を実感
できるメニューです。

ブラックベリー、ブルーベリー、カシスジャムを飾り
付け、ハロウィンを目玉チョコで盛り上げます。
甘酸っぱい苺のジュレと生クリームを
ふんわり軽いスポンジ生地でサンドしました。

1 日限定
15 食

イートインメニュー

1 日限定
20 食

イートインメニュー

イートインメニュー

「チーズモンスターバーガー」 ￥1,600
（エーエス クラシックス ダイナー）

「ハロウィン タルトダンス」
￥1,100 （タスク）

「モンスターシュー・シャウト!! Shout!!」
￥1,078 （毛利 サルヴァトーレ クオモ）

とろとろチーズがあふれ出すベーコンバーガー
は、見た目のインパクトはもちろん、 味も
絶品！パンプキンポタージュとポテトが付いた
セットです。

カラフルなハロウィンタルトのパレード！ソフト
ドリンクが 2 杯付いたセットで、お友達と一緒
でもファミリーでも楽しめる、ハロウィン気分を
シェアできるメニューです。

赤いデビルが叫ぶ、サクサク食感のクッキー
シュークリーム。シューの中にはフランボワーズ
とカスタードクリームがたっぷり！チャーミングな
モンスターメニューをお楽しみください。

ボリューム満点！大人数でシェアしたいモンスターメニュー
1 人でチャレンジするもよし、大人数でシェアするもよし！計 12 枚のパンケーキが重なったボリューム満点のメニューが登場。
「ハロウィンパンケーキ」
￥1,430 （エッグセレント）

1 日限定
15 食

エッグセレントオリジナルのふわもち食感のパンケーキを
12 層に重ねた、ボリュームもモンスター級のメニュー！
パンプキンソースを付けて、秋を味わえるパンケーキです。
さらにパンプキンソースと相性のよいチョコレートソースを
かければ、1 皿で 2 度おいしく、味の変化も楽しめます。
ハロウィンの雰囲気を一層盛り上げるパンケーキタワーを
お楽しみください。
イートインメニュー
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六本木ヒルズ ハロウィンパレード～映画のキャラクターに扮して参加しよう！～
昨年は子どもから大人まで約 3,000 人が参加！秋の恒例行事となった「ハロウィンパレード」は、今年で 17 回目を迎えます。
六本木ヒルズは開業以来、多くのジャパンプレミアが開催される“映画の街”であり、東京国際映画祭が開催目前であることから、
仮装テーマは今年も「映画」に決定。お子様から大人まで、映画のキャラクターの仮装をしてパレードに参加します。パレードは、
ハロウィンの音楽を奏でるブラスバンドを先頭に、六本木ヒルズアリーナから出発し、六本木けやき坂通りなどを通り、約 1km を
約 25 分かけて練り歩きます。パレードに参加したお子様には、最後にお菓子のプレゼントもご用意しています。
日
時：
会
場：
参加資格：
参加方法：
参 加 費：
お問合わせ：
協
賛：

10 月 26 日（土） 10：30～13：30（予定）
六本木ヒルズアリーナ
仮装していれば、どなたでも参加可能 （仮装テーマ：「映画」）
10 月 26 日（土） 9：45～13：00 に六本木ヒルズアリーナで随時受付
無料
03-6406-6000（六本木ヒルズ総合インフォメーション）
株式会社きんでん

（注意事項）
※受付時間中（9：45～13：00）に受付された方は随時パレードにご参加いただけます。事前申込みは不要です。
※パレードは約 200 名を 1 グループとし時間内に数グループに分かれてスタートします。
※パレードの所要時間は約 25 分です。
※参加人数によってはスタートまで多少お待ちいただくこともございます。
※お子さまには必ず保護者の方がご同伴ください。（ご同伴者は仮装の必要はありません）
※更衣室および荷物置き場はございませんので、予めご了承ください。
※雨天時は中止となります。

※2018 年度開催の様子

※2018 年度開催の様子

ハロウィンキッズスタンプラリー
六本木ヒルズ森タワー2F「六本木ヒルズ総合インフォメーション」で配布するスタンプカードを手に、六本木ヒルズ内の
対象 25 店舗のうち 5 店舗を回るスタンプラリー。スタンプを全部集めたら、ヒルサイド B2F の「グランドフードホール」で、
特製ソフトクリームをプレゼントします。
日

時： 10 月 20 日（日）、26 日（土）、27 日（日） 11:00～19:00
スタンプラリー台紙は 10:30～と 12:30～の 2 回配布 ※定員に達し次第終了

会

場： 六本木ヒルズ内対象店舗

参 加 費： 無料
定

員： 各日 200 名、10/26（土）のみ 400 名

対

象： 12 歳以下のお子さま ※必ず保護者の方がご同伴ください。

対象店舗： ミューズ ドゥ ドゥーズィエム クラス（ウェストウォーク 2F）、ウチノ タッチ（ウェストウォーク 4F）、文教堂（ウェストウォーク
4F）、アフリカローズ&フラワーズ（ヒルサイド B2F）、アール・ピザ（ヒルサイド B2F）、ボーネルンド（ヒルサイド B2F）他
※六本木ヒルズ総合インフォメーションにて、スタンプラリー台紙を配布します。9:00 以前にお待ちいただくことはできませんので、予めご了承ください。
※スタンプラリー台紙配布は、1 家族 5 枚までとなります。
※スタンプラリーのルートはお選びいただけませんので、予めご了承ください。
※スタンプラリー台紙・景品の数量には限りがあります。なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

3

