
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ショップ&レストラン 
人気のランチメニューやフォーラ
ム・アート・ショップの対象商品が
半額で楽しめる一日限りの人気
イベント 「お客様感謝 DAY 
(11月 20日)」の情報をご紹介
します。さらに各店舗がイチオシ
するクリスマスや年末にピッタリの
パーティープランの情報をお届け
します。 

 J-CULTURE FEST 
2019年 1月 2日(水)～3日(木) 

日本文化を国内外へ発信する
「J-CULTURE FEST/にっぽん・
和心・初詣」を今年も開催。 
音楽や狂言、歌舞伎など日本
が誇るアーティスト公演や、  
“平成最後のお正月”に相応  
しいプログラムを多数ご用意。 

TEL 03‐5221‐9000 ［平日 10：00～17：00］  MAIL：press@t-i-forum.co.jp  
www.t-i-forum.co.jp/ 

（株）東京国際フォーラム広報部 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内 3－5－1 

 東京ミチテラス 
2018年 12月 24日(月・祝)～28日(金) 
日本の玄関口である東京・丸の
内エリアが“ひかり”に包まれる 
祭典、「東京ミチテラス」が今年
も開催されます。今回のテーマは
「ひかりのゲートウェイ」。東京 
国際フォーラムにも作品「ひかりの
リフレクション」が登場します。 

冬の東京国際フォーラムは盛りだくさん！ 
2018年（平成 30年）11月 8日 

*当資料は都庁記者クラブにて配布しております。 

「ひかりのゲートウェイ」を創出する 
東京ミチテラス 2018 

ⓒ東京ミチテラス 2018／画像はイメージ 
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野村萬斎と市川猿之助による特別公演 
J-CULTURE FEST 

半額ランチや数量限定プレゼント情報も 
お客様感謝 DAY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和食 
『酒蔵レストラン 宝』 
お客様のシーンに合わせた 4 つの空間を  
ご用意しています。ご接待には「特別個室 
丸の間」、懇親会等団体様用の「空中
席」、親しいお仲間同士には「プライベート 
ルーム」、その他の開放的な空間でも気軽に
お食事をお楽しみいただけます。 

日  時：2018年 12月 24日（月・祝）～12月 28日（金） 
※一部は 12月 14日（金）より開催予定 

会  場：東京・丸の内エリア 
（行幸通り、東京駅丸の内駅前広場、丸の内周辺エリア） 

お問い合わせ：東京ミチテラス 2018実行委員会事務局 
TEL 0180-993-771（テレドーム） 

日本の玄関口である東京・丸の内エリアに、『新しい時代への扉』『多くの皆さまを
お迎えするエントランス』をイメージして、「ひかりのゲートウェイ」を創出します。 
また、東京国際フォーラムの位置する丸の内周辺エリアでは、ひとと街を照らし  
未来を映す「鏡」と、現代の映像技術やライティング技術を融合したインスタ   
レーション作品「ひかりのリフレクション」を展開します。ユニークでフォトジェニックな 
作品が、丸の内周辺エリアを彩ります。 

ひかりのゲートウェイで新たな時代へ 
「東京ミチテラス 2018」 開催決定！ 

Charming Christmas 

毎年 12 月に、東京国際フォーラムを華やかに彩る「干支ツリー」が、今年も
登場。今年のツリーは、来年の干支“亥(いのしし)”をモチーフにした     
オリジナルぬいぐるみ約 1000 匹が装飾され、東京国際フォーラムの    
年末年始を盛り上げます。また、期間中館内店舗にて 1000 円以上   
お買い物またはお食事をされたお客様にもれなくスクラッチカードを贈呈。 
“あたり”が出たお客様 1000名様に、ツリーを彩る“亥(いのしし)”モチーフの
オリジナルぬいぐるみをプレゼントします。 

今年もこの季節がやってきた！ 
「Charming Christmas 2018」  

クリスマス・忘年会 グルメ情報 

Up-Tempo vol.33 「2018 Autumn」 
東京国際フォーラムショップ＆レストランの最新情報をお知らせするフリーペーパー 
（年 4回、館内及び各店舗で配布） 

2018年 6月にリニューアルオープンした「ラ・メール・プラール」の看板商品スフレオムレツを表紙とし、 
クリスマスパーティーや忘年会、新年会などにご利用いただける各店のパーティープランの情報が満載です。 

URL：https://www.t-i-forum.co.jp/facilities/shop/uptempo_01.pdf 
 

東京ミチテラス 2018 

クリスマスパーティーや忘年会、新年会などにご利用いただける各店のパーティープランの情報がいっぱい詰まったUp-Tempo vol.33 
「2018 Autumn」から、イチオシのグルメ情報をご紹介します 

イタリア料理 
『ピッツァ&パスタ パパミラノ』 
季節ごとの旬の食材を使用したお料理
プランと飲み放題メニューをご用意して 
おります。ローマ風薄焼きピッツァ、こだ 
わりのパスタとご一緒にビールやワインを
飲んで楽しくパーティーが出来る店舗 
です。 
ご 予 算：3,500円~（税込・飲み放題付） 
収 容 人 数：8 ~12名様（半個室） 

40~60名様（貸切） 
お問い合わせ：03-3211-0606   

ご 予 算：5,000~10,000円（税込） 
収 容 人 数：120席 
お問い合わせ：03-5223-9888 

ⓒ東京ミチテラス 2018／画像はイメージ 

抽選期間：12月 17日(月)~12月 24日(月・祝) 

東京国際フォーラム設置予定の作品 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-CULTURE FEST 
 日本文化を国内外に発信 
「J-CULTURE FEST／にっぽん・和心・初詣」 
2019年 1月 2日(水)・3日(木) 

日本文化を国内外へ発信する「J-CULTURE FEST／ にっぽん・和心・初詣」
を 2019 年 1 月 2 日(水)・1 月 3 日(木)の 2 日間、開催します。本イベント 
では、音楽や狂言、歌舞伎など日本が誇るアーティスト公演や、正月行事を  
中心に日本文化をさまざまな形で体感いただけます。当館の開館 20 周年記念
事業として 2017年１月に初開催し、3回目となる 2019年は、“平成最後の
お正月”に相応しいプログラムを多数ご用意します。 

『詩楽劇 すめらみことの物語 
-宙舞飾夢幻(そらにまうかざりのゆめ)-』 
営々と続いてきた天皇~「皇(すめらみこと)」
~の象徴的な物語、エピソードの数々を、 
市川猿之助さんなどによる歌舞伎、日本 
舞踊、和楽器演奏など伝統芸能の様式を
ふまえて絢爛豪華に舞台化。2019 年の 
幕開けにふさわしい、J-CULTURE FEST 
ならではの正月公演です。 

萬斎プロデュース『新春狂言』 
「狂言の未来」をテーマに、野村
萬斎さんの謡初や公演の見どこ
ろを解説するコーナーや気鋭の  
若手が彩る演目など、より“狂言
の魅力”を知ることが出来るプロ  
グラムを展開します。 

日 時：1月 2日（水） 
① 14:00～15:00 
② 16:00～17:00 

 1月 3日（木） 
① 11:00～12:00  
② 13:00～14:00 

『即位・儀式の美/ 
平安王朝文化絵巻』 
正月の宮廷行事で着用される
「正装」の変遷や天皇即位に  
関する資料展示を行い歴史の 
節目を体験いただけます。また「源
氏物語」の世界観も再現します。 

『正月テーマパーク』 
“魅力的な「にっぽん」が詰まった
玉手箱”のような空間で、お正月
の文化を象徴するコンテンツが  
満載です。昨年から更にパワー  
アップした、さまざまなお正月体験
をお楽しみいただけます。 
日 時：2019年 1月 2日(水)、3日(木) 11:00～18:00 
会 場：ホール E 

日 時：2019年 1月 2日(水)から 15日(火) 10:00～20:00 
会 場：ガラス棟地下 1階ロビーギャラリー 

お客様感謝 DAY 
館内レストランのランチが半額！ 
「お客様感謝 DAY 11月 20日 (火)」 
人気のランチメニューを半額で楽しめる一日限りのスペシャルデー 
「お客様感謝 DAY」を 11 月 20 日に開催。人気イベントにつき、
店舗によっては行列必至！この日だけはいつもより早めにランチ  
タイムを取ることをオススメします。また、フォーラム・アート・ショップ  
でも対象商品が半額でご購入いただける他、３F プラネットでは、
多機能クロックを数量限定でプレゼントいたします。 

＜報道関係の方のお問い合わせ先＞ 
東京国際フォーラム広報事務局（オズマピーアール内）担当：石本、大木、川崎 
TEL：03-4531-0210 FAX：03-3265-5135  〔平日 10:00～17:00〕 

＜一般の方のお問い合わせ先（掲載用）＞ 
東京国際フォーラム：03-5221-9000 〔平日 10:00～17:00〕 

公式 HP：https://www.t-i-forum.co.jp/ 

会 場： ホール B5 
料 金： 4,000円 

（税込・全席指定） 
日 時：1月 2日（水） 

① 15:00～16:10 
1月 3日（木） 
① 12:00～13:10  
② 15:00～16:10 

会 場： ホール B7 
料 金： 6,000円 

（税込・全席指定） 

※多機能クロックはなくなり次第終了とさせていただきます。 
※半額対象メニューは数に限りがございます。 
※C棟 1階の「シェイク・シャック」はキャンペーン対象外となります。 
※画像は対象商品の一例です。 

※ロビーギャラリーは 1月 15日(火)まで 

※写真は前回の様子です。 

※写真は前回の様子です。 ※写真は前回の様子です。 


