
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ラ・フォル・ジュルネ  
TOKYO 2019 

2019年 5月 3日(金・祝)～5日(日・祝) 

15 回目を迎える今年のテーマ
は、「Carnets de voyage ―
ボヤージュ 旅から生まれた音楽
(ものがたり)」お子様からクラシッ
ク通まで、ピクニック気分で気軽
に楽しめる“クラシックのテーマ  
パーク”です。 

  ネオ屋台村スーパーナイト 
2019年 4月 5日(金) 

ビール・ワイン・ソフトドリンク、  
世界各国の料理など、バラエティ
ー豊かなキッチンカーが東京国際
フォーラム 地上広場に 集結 !  
美味しい料理と、楽しい音楽を  
ガーデンスタイルでお楽しみいた
だけます。 

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 

 ショップ&レストラン 
４月５日 (金 )にアジア最大
級”Sizzler”がオープン。これを
記念して限定メニュー等を販売
いたします。またカスタマイズ型 
ピッツェリア”800°DEGREES” 
では、春の新メニューやプレミアム
なディナープランなどをご紹介  
します。歓送迎会や結婚式の 
二次会にもぴったりです。 

春の東京国際フォーラムは盛りだくさん！ 
2019 年（平成 31 年）4 月 3 日 

*当資料は都庁記者クラブにて配布しております。 
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 美味しい料理と、楽しい音楽をガーデンスタイルで 

ネオ屋台村スーパーナイト 

フランス発！！世界最大級のクラシック音楽祭
ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019 
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2019 年 2 月 15 日(金)にオープンした本格的な味をカウンターサービスでカジュアルに楽しめる   
カスタマイズ型ピッツェリア「800°DEGREES」では、この春、歓送迎会にぴったりなスペシャルディナー
プランをご用意しました。 
本プランは、オードブルの盛り合わせ、コースだけのスペシャルディッシュや 1 人 1 枚楽しめるスモール 
サイズのカスタマイズピッツァなど、800°DEGREES をふんだんに楽しめる 17 時からのプレミアムな  
ディナープランになります。さらに人気の 800°DEGREES オリジナルクラフトビールもお楽しみ     
いただけるドリンクプランもご用意。                                     
また店舗全体を使った貸切プランもご用意しております。 
※前日までにお電話でご予約ください。 
800°DEGREES 東京国際フォーラム店 TEL: 03-3282-0800 

春の歓送迎会におすすめ 
「800°DEGREESの SPECIAL DINNER PLAN」 
 

  

Sizzler 4月 5日(金) GRAND OPEN! 

1958 年、カリフォルニアで 1 号店がオープンし、世界 5 カ国で展開するサラダバー
＆グリルレストラン”Sizzler”が東京国際フォーラムにオープン。4 月 5 日(金)~5 月
6 日(月・振休)まではオープン記念の限定メニューをご用意。 
敷地面積 208 坪客席 210 席はシズラーの中でもアジア最大級。お友達や     
ご家族、お一人のお食事から、ビジネスのご会食まで多様なシーンで幅広くご利用
いただけます。 

敷地面積 208坪、客席数 210席はアジア最大級 
「Sizzler GRAND OPEN!」  

Up-Tempo vol.35 「2019 Spring」 
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） 

2019 年 2 月にオープンした「800°DEGREES」を特集。ベースピッツア 5 種×トッピング約 40 種を 
自由に組み合わせて楽しめる本格ナポリピッツェリア”800°DEGREES を表紙とし、”おすすめメニュー 
など各店の情報が満載です。 
URL： https://www.t-i-forum.co.jp/uptempo/ 

800°DEGREES SPECIAL DINNER PLAN 

営 業時間：11:00～23:00(ラストオーダー 22:00) 
収 容人数：210 席(個室 20 名様迄用 1 室) 
公 式 HP：https://www.sizzler.jp/ 

ここだけの限定メニューも豊富 
「800°DEGREES東京国際フォーラム店限定メニュー」 
■オリジナルレモネードは圧巻の25種類がラインナップ（ソフトドリンク\480／カクテル\600～） 
既存店では4種類を展開している看板メニューのオリジナルレモネードが大幅に拡充し、圧巻の25種
類をラインナップします。定番のフルーツ系をはじめグリーンティーやキャラメルソイミルク、ココナッツなど  
ソフトドリンクタイプが14種類、オリジナルクラフトビールと合わせたレモネードビアなどレモネードカクテル
が11種類と個性豊かにラインナップ。 
 
■お店自慢の自家製「ロティサリーチキン」（フルサイズ\2,800、ハーフサイズ\1,800）       
オリジナルレモネードを使ったスパイスに２日間漬け込み、店内の専用ロースターで焼き上げ、提供の直
前に華氏800度の薪窯で⾹ばしく仕上げた、やわらかくジューシーなチキン。その「ロティサリーチキン」  
トッピングした東京国際フォーラム限定ピッツァ「ロティサリーチキンとバジルのピッツァ」（1,600 円） 
 

オリジナルドリンクイメージ 一例 

「ロティサリーチキン」イメージ 

SPECIAL DINNER PLAN 一例 

サラダバー 一例 

表記はすべて税抜価格です。 

https://www.t-i-forum.co.jp/uptempo/
https://www.sizzler.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然の木々に囲まれた都会の癒し空間に出現するビアガーデン「ネオ屋台村スーパー   
ナイト」が今年も登場 !4月から11月まで、月1回、地上広場にてビール・ワイン・       
ソフトドリンク、世界各国の料理など、バラエティー豊かなキッチンカーが集結します。 
今回LIVE STAGEでは女性ボーカルのジャズグループ”APPLE SEEDS”によるライブも  
お楽しみいただけます。 

フランス発!!世界最大級のクラシック音楽祭 
『ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019』 
2019年 5月 3日(金・祝)から 5日(日・祝) 
  2005 年の日本初上陸以来、毎年開催し、今やゴールデンウィークの風物詩となったラ・ 
フォル・ジュルネ(以下、LFJ)。15 回目を迎える今回のテーマは「Carnets de voyage ― 
ボヤージュ 旅から生まれた音楽(ものがたり)」。1 公演約 45 分、1500 円(税込)からの 
低料金で一流の演奏をお楽しみいただけ、お子様からクラシック通まで、ピクニック気分で 
気軽に楽しめる音楽祭です。 
日本を代表するニューオリンズ・ブラスバンドのブラック・ボトム・ブラス・バンドと一緒に演奏し、
LFJ オリジナル盆踊りを盛り上げる”フォル盆キッズ バンド”や、「0 歳からのコンサート」など、  
お子さまと一緒に楽しめるプログラムをはじめ、史上初のクラシカル DJ、水野蒼生プロデュー
スによる一夜限りのクラシック・クラブがフォル・ニュイ※に登場するなど LFJ ならではの趣向を 
凝らした多彩なプログラムを多数ご用意。３日間の楽しみ方は無限大です。 

＜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、谷、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/ 

◇開催日時：5 月 3 日(金・祝)～5 日(日・祝) 
◇会 場：東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町、京橋、銀座、日本橋、日比谷 
◇主 催：ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019 運営委員会  

（株式会社 KAJIMOTO／株式会社東京国際フォーラム／三菱地所株式会社） 
◇公式サイト：https://www.lfj.jp/ 
◇一般の方からのお問い合わせ先：ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 運営委員会事務局 

                           TEL:03-3574-6833(平日 10:00～18:30 土・日・祝休) 

5月開催イベント『ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2019』 
 

美味しい料理と、楽しい音楽をガーデンスタイルで 
「ネオ屋台村スーパーナイト」 
2019年 4月 5日(金)18:00～22:00 
 

ーLIVE STAGEー 
APPLE SEEDS [1st]19:00～ [2nd]20:30～ 
2015 年 12 月に結成された 5 人編成のバンドに女性ボーカルを加えたジャズグループ。 
女性ボーカルを中心に親しみやすい選曲でお楽しみいただけます。  

ネオ屋台村スーパーナイト 

地上広場キオスクステージイメージ 

※フォル・ニュイ：ラ・フォル・ジュルネ期間中、東京国際フォーラム 地下２階ホール E キオスクにて開催する聴衆
参加型のプログラム。夜のキオスクがダンスフロアに大変身!!題して「フォル・ ニュイ！！」（イカレた夜!!） 

APPLE SEEDS 

写真は昨年の様子 

水野蒼生 
 

ブラック・ボトム・ 
ブラス・バンド 

2006 年の LFJ ではチケット即完売!話題沸騰の「ディーヴァ・オペラ」が再び登場! 
LFJ スペシャルプログラム  モーツァルト：オペラ《後宮からの誘拐》 

ピアノ伴奏でお届けする上質な室内オペラを LFJ ならではのお得な価格でお楽しみいただけます。 
開催日時：5月 3日 (金・祝) 20:30～22:30(公演番号：127) 

 

ディーヴァ・オペラ プロフィール 
1997 年創設。英国屈指の室内オペラ・カンパニー。上演は工夫を凝らした演出により、全て原語で行われる。
優れた演じ手たちは、時代設定に合わせた豪華な衣裳を身に着け、ピアノ伴奏に乗って作品に息を吹き込んで
いく。2019 年シーズンの上演作品は、《蝶々夫人》、《アルジェのイタリア女》、《後宮からの誘拐》 。 

ディーヴァ・オペラ 
ホール B7 / サイドビュー席大人 3,000 円(税込)から / オペラ全 3 幕 120 分 / ピアノ伴奏版 / 原語上映 / 字幕無し / 途中休憩 15 分 

 

5日 (日・祝) 19:00～21:00(公演番号：326) 

◆チケットは好評販売中!詳しくは、こちらから http://lfj.pia.jp/ 

４日 (土・祝) 20:30～22:30(公演番号：227) 

https://www.lfj.jp/
tel:03-3574-6833
http://lfj.pia.jp/

