NEWS LETTER
2021 年 10 月 5 日
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

10/15(金)～11/12(金)東京ミッドタウン日比谷＆日比谷シャンテで
劇場版「きのう何食べた？」公開記念コラボメニューの提供を開始！
～シロさんとケンジに食べてほしい絶品メニューを食べて、限定オリジナルグッズを手に入れよう！～

東京ミッドタウン日比谷 (千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社)は、10 月 22 日から開催する
「HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2021」において、11 月 3 日公開予定の劇場版「きのう何食べた？」とのコラボキャン
ペーンを 10 月 15 日（金）～11 月 12 日（金）までの期間、実施いたします。
※キャンペーンは、新型コロナウイルス感染拡大等の状況により中止や変更の可能性がございます。

今回は東京ミッドタウン日比谷＆日比谷シャンテで、大ヒットドラマ待望の映画化である劇場版「きのう何食べた？」の
公開を記念したコラボメニューが実現いたしました。実施店舗は１6 店舗（東京ミッドタウン日比谷内）、“西島秀俊さ
ん演じるシロさんと、内野聖陽さん演じるケンジに食べさせたいメニュー”をコンセプトに各店イチ押しのメニューが勢ぞろいし
ました。

◆注目のコラボメニュー◆
Susan’s MEAT BALL（B1）
【仲良くシェアパック】

JEAN FRANCOIS（B1）
【自家製いちごジャムトースト ドリンクセット】

2 人で仲良くミートボールをシェアする姿が目に浮かぶ？

ドラマで見て食べたくなった人も多いはず！ジャムトースト

価格：イートイン\2,079／テイクアウト\2,041

価格：イートイン\800／テイクアウト\786

TAKEOUT
OK!

TAKEOUT
OK!
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◆オリジナルコースタープレゼント◆
対象のレストラン・カフェでコラボメニューをご注文のお客様には、劇場版「きのう何食べた？」をイメージしたオリジナルコース
ター(1 枚)をプレゼントいたします。
※非売品/全 7 種/デザインはお選びいただけません/数量限定につきなくなり次第終了/2 つの商業施設でプレゼントす
るのは同じコースターです

◆スタンプラリーでオリジナル特典プレゼント◆
さらに対象のレストラン・カフェでコラボメニューをご注文いただき、2 つの商業施設（東京ミッドタウン日比谷および日比谷
シャンテ）、異なる店舗でスタンプを 3 つ集めると、オリジナル特典をどちらか 1 つプレゼントいたします。スタンプが３つ集
まり次第、ご希望のプレゼントの施設でお引き換えください。
【東京ミッドタウン日比谷】
プレゼント：「特製ポストカード＆メモ帳(サバサンド ver.)」
引換場所：1F インフォメーション(11:00～20:00)

【日比谷シャンテ】
プレゼント：「特製ポストカード＆メモ帳(ユニコーン ver.)」
引換場所：1F サービスカウンター（11:00～20:00）

※非売品／数量限定につきなくなり次第終了
【東京ミッドタウン日比谷対象店舗】16 店舗
Mr.FARMER、BOSTON OYSTER＆CRAB、VIETNAMESE CYCLO、BROOKLYN CITY GRILL、Susan’s MEAT
BALL、JEAN FRANÇOIS、Pâtisserie & Café DEL'IMMO、鈴波、PHUKET ORIENTAL、天ぷら 天寅、DIYA、中
国料理 礼華 四君子草、そばがみ、三分亭、DRAWING HOUSE OF HIBIYA、Q CAFE by Royal Garden Cafe
【日比谷シャンテ対象店舗】17 店舗
ゆとりの空間（カフェ）、添好運（ティム・ホー・ワン）、ル・プチメック、キハチカフェ、日比谷しまね館、タリーズコーヒー、She、リ
ンガーハット トウキョウプレミアム、チャヤ ナチュラル&ワイルド テーブル、日比谷別亭 花旬庵、AZABU SABO Hibiya
Salon、梅梅、築地 寿司清、パスタ＆ピッツァ 壁の穴、東京洋食屋 神田グリル、五穀、やさいの王様
※対象店舗は、新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、変更の可能性がございます。
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その他コラボメニュー
Q CAFE by Royal Garden Cafe(6F)

DRAWING HOUSE OF HIBIYA(6F)

TAKEOUT
OK!

黒毛和牛と黒豚のハンバーグセット
価格：\1,960
提供時間：11:00～15:00

中国料理 礼華 四君子草(3F)

栃木県 下野牛の煮込みハンバーグ季節の野菜添え
価格：イートイン（パン or ライス付き）\2,000／
テイクアウト（ライス付き）\1,500
各日 20 食限定／平日限定

そばがみ(3F)

TAKEOUT
OK!

麻婆豆腐
価格：イートイン\2,178／テイクアウト¥1,944

三分亭(3F)

からすみ蕎麦
価格：\1,500

各日 40 食限定

DIYA(2F)

TAKEOUT
OK!

スペイン ホセリート社純血イベリコ豚使用
プルーマと季節野菜の玉子とじ
価格：\1,800

天ぷら 天寅(2F)

チキンビリヤニ（インド最高級米を使用した鶏肉入
り炊き込みご飯）ミニカレー付き
価格：イートイン／テイクアウト¥1,600
提供時間：11:00～16:00

PHUKET ORIENTAL(3F)

※価格は全て税込表示となります。また提供時間は予定となり変更になる可能性もございます。

BIG 海老天定食
価格：\1,800 ※各日 5 食限定

8 種キノコと合鴨つくねのチムチュム鍋
ジャスミンライスセット ※ランチは各日 5 食限定
価格：ランチ／ディナー\1,980
※ディナーはワンドリンク制(ドリンク注文の無い場合＋\650)
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鈴波 (B1)

鈴波ねぎとろ丼御膳
価格：\1,870 ※各日 10 食限定

Pâtisserie & Café DEL'IMMO (B1)

ポークソテーとチーズリゾットのワンディッシュ
価格：単品\1,430／ドリンク付き\1,650
※土日祝 11:00～15:00 は単品オーダー不可

BROOKLYN CITY GRILL (B1)

VIETNAMESE CYCLO (B1)

TAKEOUT
OK!

TAKEOUT
OK!

がっつりお肉！5 種の BBQ 盛り合わせ
価格：テイクアウト\1,609

海老の生春巻きとコムガー（鶏飯）セット
価格：イートイン\1,540／テイクアウト\1,512

BOSTON OYSTER＆CRAB (B1)

TAKEOUT
OK!

国産カキフライプレート
価格：イートイン\1,485／テイクアウト\1,458

Mr.FARMER (B1)

TAKEOUT
OK!

パワープロテインプレート～鶏肉の香草オーブン焼き～
価格：イートイン\2,079／テイクアウト\1,790

※キャンペーンスケジュール・内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※食材等の都合により、1 日の提供数が終了する可能性がございますので、ご了承ください。
※テイクアウトの場合、税率により金額が表示価格と異なります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い、急な営業時間・メニュー内容の変更・アルコール提供の中止、臨時休業が発生す
る可能性がございます。ご来店前に各施設オフィシャルサイトでご確認ください。
※価格はすべて税込みです。
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劇場版「きのう何食べた？」概要
累計発行部数 815 万部（電子版含む）突破のよしながふみによる人気漫画
を、西島秀俊・内野聖陽のダブル主演でドラマ化した『きのう何食べた？』。2019
年 4 月クールにテレビ東京系列にて放送されるや、Twitter の世界トレンド 1 位と
なり、さらに見逃し配信の再生数が全 12 話 100 万回再生を超えて歴代最高記
録を次々と更新。深夜ドラマ枠としては異例の大ヒットとなり、最終回放送終了後
には“何食べロス”となる人々が続出するほど人気を集めました。そして、その熱が冷
めやらぬなか「きのう何食べた？」がファン待望の映画化！
2021 年秋、スクリーンでもシロさんとケンジが幸せと美味しい料理をお届けします！
11 月 3 日(水・祝)ロードショー。
劇場版「きのう何食べた？」公式サイト (kinounanitabeta-movie.jp)

同時期開催！東京ミッドタウン日比谷の映画イベント情報
「HIBIYA CINEMA FESTIVAL」 2021 概要
HIBIYA CINEMA FESTIVAL は、今年で 4 回目の開催
となる、様々な視点で「新しい映画の楽しみ方を提案する」参
加型の映画祭です。普段は静かな空間で観ることの多い映画
を、屋外大型ビジョンでの映画鑑賞を中心に、映画にまつわる
様々なものやことを通して映画をより身近に感じたり、楽しむ機
会を提供します。
期間：2021 年 10 月 22 日（金）～10 月 29 日（金）
主催：東京ミッドタウン日比谷／

HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2021 メインビジュアル

一般社団法人日比谷エリアマネジメント
後援：在日カナダ商工会議所
協力：株式会社コトブキ／TOHO シネマズ株式会社／
トロント日系文化会館／株式会社キネマ旬報社
HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2021 特設サイト

URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-cinema-festival/

東京ミッドタウン日比谷の感染症対策について
東京ミッドタウン日比谷では、お客様ならびに従業員が安心して過ごすことができますよう、適切な
感染症対策を講じてまいります。

＜感染症対策＞
・お客様には、来館前の検温・来館時のマスクの着用をお願いしております。
・感染拡大防止のため 3 密対策・衛生対策（消毒液の設置、ソーシャルディスタンス確保のご協力等）
を実施しております。
詳しくはこちら https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/news/4997/
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三井不動産グループの SDGs への貢献について
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球
がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG
経営を推進しております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society
5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。
※なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における 1 つの目標に貢献しています。

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう
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