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2021 年 9 月 16 日
森ビル株式会社

おばけかぼちゃモチーフの紫 芋 モンブランやかぼちゃのマリトッツォなど

見ても食べても心弾むハロウィン限定メニュー登場！
仮装したハローキティやシナモロールなど人気サンリオキャラクターのアフタヌーンティーも
森ビル株式会社が運営する六本木ヒルズ（東京都港区）では、10 月上旬～10 月 31 日（日）の期間、館内のショップ＆
レストラン 5 店舗でハロウィン限定メニューを順次展開します。
おばけかぼちゃをモチーフにしたデコレーションが可愛い「毛利 サルヴァトーレ クオモ」の紫芋モンブランや、おばけやコウモリな
どハロウィン定番のキャラクターモチーフの装飾が気分を上げてくれる「ヒルズ ダル・マット」のかぼちゃのマリトッツォなど、見ただけ
でも心が弾むハロウィンらしいメニューが揃います。また、この時期旬を迎える、王道のハロウィン食材・かぼちゃを使用したメニュ
ーも多数登場。「六本木洋食 おはし」ではかぼちゃを丸ごと使用したシーフードグラタンを、「グランドフードホール」では、かぼち
ゃのティラミスを、「ハグフラワー トウキョウ」ではかぼちゃのチーズテリーヌをご用意しました。
さらに、東京シティビュー（森タワー 52 階）に隣接する天空のレストラン「THE SUN & THE MOON (Restaurant)」で
は、開催中の『サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化 60 年史』とコラボした、人気サンリオキャラクターのハロウィン限定のスペシャ
ルアフタヌーンティーセットをお楽しみいただけます。
街では、昨年好評だったスマートフォンを活用したお子さま限定のデジタルスタンプラリー「六本木ヒルズ ハロウィンウォークラ
リー」を今年も 10 月 30 日（土）に開催予定です。
今年のハロウィンは、見ても食べても心弾む、六本木ヒルズの限定メニューをご堪能ください。

毛利 サルヴァトーレ クオモ

六本木洋食 おはし

ヒルズ ダル・マット

グランドフードホール

ハグフラワー トウキョウ

THE SUN & THE MOON (Restaurant)

◇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
担当：渡邉茂一、山村麻里惠、岡山澄香
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483

六本木ヒルズ PR 事務局（株式会社プラチナム）
担当：神谷摩耶、永瀬典子、小野悠奈
TEL： 03-5572-6072 FAX： 03-5572-6075
MAIL： hills_pr@vectorinc.co.jp
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※写真はイメージです。
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※リリース内の商品価格は全て税込です。

ハロウィン限定メニュー

館内のショップ＆レストラン 5 店舗にてハロウィン限定メニューが登場します。今年は、おばけかぼちゃをモチーフにした紫芋のモン
ブランや、ハロウィン定番キャラクターのデコレーションが可愛いかぼちゃのマリトッツォなどのハロウィンらしいメニューのほか、かぼちゃ
を丸ごとお皿にしたシーフードグラタンや濃厚なかぼちゃクリームを使用したティラミスなど、王道のハロウィン食材・かぼちゃを存分
に堪能できるメニューが揃います。

ハロウィンムード満点！見ても食べても心弾むハロウィン気分を感じられるメニュー
おばけかぼちゃのモンブラン

ハロウィン マリトッツォ

毛利 サルヴァトーレ クオモ

ヒルズ ダル・マット
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【1 日１0 食限定】
赤ワインと無花果のムースに紫芋のモンブラン
をハロウィンかぼちゃのラングドシャでサンドした
秋限定のスペシャルデザートです。
価格：¥1,320
展開期間：10/1(金)～10/31(日)
提供時間：15:00～17:00

かぼちゃのクリームをたっぷりサンドした自家製ブ
リオッシュと、可愛いおばけのビスケット。濃厚な
かぼちゃのジェラートを添えた、ハロウィンデザー
トです。
価格：\1,180（単品）
\1,280（コーヒー、紅茶セット）
展開期間：10/1（金）～10/31（日）
提供時間：店舗営業時間に準ずる

王道のハロウィン食材・かぼちゃを贅沢に味わえるメニュー
丸ごとかぼちゃと、
とろーりチーズのシーフードグラタン
六本木洋食 おはし

かぼちゃのティラミス

ハロウィンチーズテリーヌ

グランドフードホール

ハグフラワー トウキョウ
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【1 日 5 食限定】

【1 日各 10 食限定】

オーブンでじっくり焼きあげたことで坊ちゃんかぼ
ちゃの甘味もより増し、シーフードとの絡みが美
味しいグラタンが出来ました！皮まで柔らかい
ので、丸ごとお召し上がりいただけます。
価格：\1,790
展開期間：10/15（金）～10/31（日）
提供時間：11:00～19:30

ハロウィンといえばかぼちゃ！濃厚なかぼちゃの
クリームをメインに自家製スポンジ生地を重ね
ティラミス風に仕上げました。
価格：¥858（イートイン）
¥583（テイクアウト）
展開期間：10/1（金）～10/31（日）
提供時間：11:00～17:00

グルテンフリーのチーズテリーヌに北海道産のほ
っくりとしたかぼちゃと優しい甘さのメープルシロッ
プを合わせました。この期間だけの特別仕様パ
ッケージもお見逃しなく。
価格：\950(1カット入り)
\4,800(6カット入り)
展開期間：10/9（土）～10/31（日）
提供時間：店舗営業時間に準ずる
※なくなり次第終了
※テイクアウトのみの提供

★『サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化 60 年史』コラボメニュー★
東京シティビュー（森タワー 52 階）に隣接する天空のレストラン「THE SUN & THE MOON
(Restaurant)」では、『サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化 60 年史』のコラボメニューが東京展限
定で登場します。9 月 17 日（金）～10 月 31 日（日）の期間には、ハロウィン限定のスペシャルア
フタヌーンティーセットをご用意。ハロウィンの仮装をしたシナモロール、ポムポムプリンたちがキュートに
お出迎えします。また、店内には素敵なハロウィンフォトスポットが設置され、記念撮影もお楽しみい
ただけます。かぼちゃのムーンクッキーなど、秋の味覚と共にお楽しみください。
※サンリオ展の詳細は下記 URL よりご確認ください。
https://www.tokyocityview.com/sanrio-museum-ex/#cafe
KAWAII Afternoon Tea ハロウィン
THE SUN & THE MOON (Restaurant)
価格：\5,000
展開期間：9/17（金）～10/31（日）
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お手持ちのスマートフォンで参加可能！ハロウィンウォークラリーも開催予定
スマートフォンを活用したお子さま限定のスタンプラリー「六本木ヒルズ ハロウィンウォークラリー」を、今年も 10 月 30 日
（土）に開催予定です。お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードしていただき、六本木ヒルズ内のチェックポイ
ントを探して回るスタンプラリーのため、天候に左右されることなくお楽しみいただけます。なお、先着 1,000 名様には、
ヒルズ内対象店舗のスイーツをプレゼントします。
詳細は六本木ヒルズのイベントページよりご確認ください。※10 月以降公開予定
開催日時
会
場
参加資格
参 加 費
お問い合わせ

：
：
：
：
：

2021 年 10 月 30 日（土）11:00～ ※雨天決行
六本木ヒルズ内各所
12 歳以下のお子さま※必ず保護者の方が同伴ください。
無料
03-6406-6000（六本木ヒルズ総合インフォメーション 10:00～21:00）

レストラン予約など、「ヒルズアプリ」の機能が拡充
森ビルが運営する六本木ヒルズ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズなど様々な“ヒルズ”のサービスを ONE ID でシーム
レスに活用できる「ヒルズアプリ」では、ヒルズカードのポイントを QR コードで加算・利用できることに加え、パーソ
ナライズされたサービスや情報をお届けするなどお客様にあわせたサービスをご提供しています。この度、一部グ
ルメ店舗の予約や、ヒルズで開催される対象イベントへお申込みができるようになりました。さらに、ポイント利用
も 1pt 単位からでき、一部ヒルズポイント交換特典はアプリ上で交換いただけるようになるなど、これまで以上に
利便性が向上しました。ヒルズアプリは今後も“ヒルズ”を舞台に、より便利で、より豊かな都市生活・顧客体験
をご提供できるよう、順次機能を更新して参ります。
https://www.hillscard.com/about_app

ヒルズみんなのルール

森ビル独自の感染拡大防止に向けた取り組み
六本木ヒルズでは、新型コロナウイルスの感染の予防と拡大防止のため、予防対策を徹底し営業しています。
詳細はこちらをご参照ください。
https://www.roppongihills.com/topics/2020/06/006476.html
＜みんなで守るルール＞
・フィジカルディスタンスの確保
・消毒、手洗い

・マスク着用

＜ヒルズの取り組み＞
・エレベーターの乗車ルール
・街の清掃、消毒／入り口での消毒液設置
・スタッフの出勤前の検温／体調管理

・一部箇所でのお客様への検温実施
・適切な換気
・タッチレス会計／コイントレイの設置
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