２０１１年８月３１日

第３回「恵比寿麦酒祭」イベント詳細について
〜 おいしい！うれしい！４日間！

おいしい応援で日本を元気に！

〜

サッポログループがヱビスビール発祥の地である「恵比寿ガーデンプレイス」において、２０１１年
９月１６日（金）から１９日（月・祝）まで開催する、ビヤフェスティバル「恵比寿麦酒祭（ヱビス
ビールまつり）」の詳細が決定しました。
「恵比寿麦酒祭」は、２００９年に始まり今年で３回目。昨年は期間中に２５万人ものお客様が来場
されるなど、秋のイベントとして注目を集めています。
今回の企画は「おいしい時間」「たのしい時間」「まなぶ時間」のテーマで構成され、調和すること
で「豊かな時間」を創り上げます。
「おいしい時間」の中心となるのは、センター広場に登場する「恵比寿ビヤホール」と、時計広場に
広がる「時計広場のフードコート」です。開放的な雰囲気で、ヱビスビールと一緒にこだわり厳選のメ
ニューをお楽しみ下さい。本年のテーマとして掲げている東日本大震災の被災地支援のために、「恵比
寿ビヤホール」では東北産ホップを１００％使用した特別醸造樽生ビール「麦酒祭限定 東北ホップ
【生】」（＊注）を販売、さらに東北の食材を使用したメニューも提供します。合わせて両会場で販売す
る樽生ビールは、売上全額を被災地支援に充てさせて頂きます。
また、ご家族連れのお客様には「楽しい時間」として、サッポロ飲料のキャラクター「リボンちゃん」、
ポッカのキャラクター「レモンじゃ」が登場し、お祭りを盛り上げます。
さらに「まなぶ時間」では、ヱビスビール記念館にて、恵比寿とヱビスビールの歴史を楽しみながら
学べる催しを多数用意するなど、お客様に楽しんで頂く幅広い企画を用意しました。

＊注） ヱビスブランドに属する商品ではなく、恵比寿麦酒祭オリジナルビールです。

☆イベントに関する詳細は別紙の通りです。
なお、諸般の都合により、内容の一部が変更する場合があります。

＝本件に関するお問い合わせ先＝
■報道機関のお問い合わせ先
サッポロホールディングス㈱コーポレートコミュニケーション部 秋山、小川
ＴＥＬ

０３−５４２３−７４０７

■お客様からのお問い合わせ先
恵比寿麦酒祭 実行事務局
ＴＥＬ ０３−５５７５−６０７９

イベント詳細

タ イ ト ル ： 『恵比寿麦酒祭（ヱビスビールまつり）』
会

場 ：

恵比寿ガーデンプレイス
（東京都渋谷区恵比寿４丁目、東京都目黒区三田１丁目）

会

期 ： ２０１１年９月１６日（金）〜９月１９日（月・祝日）

主

催 ： サッポログループ各社

[主な内容］
〜 おいしい時間 〜
☆恵比寿ビヤホール／センター広場
日本初のビヤホール の名前を冠した空間が恵比寿ガーデンプレイスの中央に位置する「センター広
場」に期間限定で出現します。ヱビスビールをはじめとするヱビスブランドの各種樽生ビールをご用意します。
ヱビスにぴったりのこだわり厳選の料理とともに、さわやかなオープンテラスの席で『ちょっと贅沢な』ヱビス
の世界をお楽しみ下さい。
今回は、東北の食材を使ったフードメニューをご提供、さらに東北産ホップを１００％使用した特別醸造樽生
ビール「麦酒祭限定 東北ホップ【生】」（注１）を販売します。
当日はミニステージで「フクシマレコーズ」（注２）賛同アーティストによるライブなども行います。
■ 開催日時： ９月１６日（金）〜１９日（月・祝） １１:３０〜２１:００
※オーダーストップは２０：３０、１６日のみ１７：００開始。
＜東北食材メニューの一例＞
宮城・ささ圭の笹かま（２枚で６００円）、山形・庄内豚のベーコン焼き（７００円）、宮城県産枝豆（４５０
円）など
＊ 使用する食材につきましては、放射性物質に関する安全性を確認済みです。
注１）ヱビスブランドに属する商品ではなく、恵比寿麦酒祭オリジナルビールです。
注２）フクシマレコーズとは・・・
ネッツトヨタ福島株式会社（社長：大沼健次、本社：福島市）、エスプロデューサーズ株式会社（会長兼社長：小山順之、本社：東
京都港区）が共同で、立ち上げた音楽レーベルです。
このレーベルはその収益の一部を、東邦銀行協力のもと、子供達の将来の安心・安全のための基金（放射能被害に対する医
療費補助等）に組み入れていく長期的なプロジェクトです。音楽プロデューサーには難波弘之氏を迎え、実力派アーティスト
の参加によるコンピレーションアルバムを販売していきます。
記念すべき 1ｓｔ．ＣＤ＂ＧＯＯＤ ＤＡＹＳ＂は９月９日発売。テーマは「ゆったり、のんびり」、ドライブやカフェでぴったりのサウ
ンド集です。

☆「時計広場のフードコート」／時計広場
恵比寿ガーデンプレイスの飲食店の協力により、スペシャルメニューを販売します。青空の下、ここでし
か味わえない、おいしい料理をお楽しみ下さい。
■ 開催日時： ９月１６日（金）〜１９日（月・祝） １１:３０〜２１:００
※オーダーストップは２０：３０、１６日のみ１７：００開始。
○出店店舗紹介
①メルカート・デラ・パスタ（パスタ＆イタリアンバール）
本格的イタリア料理をお楽しみ下さい。
②ジャイタイ パレス（タイ国料理）
香辛料、食材、製法に至るまでタイから直送。本国の一流シェフのタイ料理をお楽しみ下さい。
③板前ごはん 音音(和食)
家庭の味わいを板前たちの手によって現代によみがえる。音音のごはんをお楽しみ下さい。
④シンガポール海南鶏飯（シンガポール料理）
シンガポールの本場屋台料理の数々をお楽しみ下さい。
⑤サンジェルマン（ベーカリー＆カフェ）
焼きたてパン約100種類の他、麦酒祭限定メニューのドイツ風パン「ポチキ」もお楽しみ下さい。

☆ビヤステーション恵比寿
恵比寿ガーデンプレイスの名物店「ビヤステーション恵比寿」。大型円形テーブルの室内席、全天候型の明
るいバルコニー席に加え、特別に人気のオープンエアーのテラス席を４０席増設します。また、ヱビスビール
に合う恵比寿麦酒祭特別メニューもご用意しました。ヱビス樽生販売量世界一の店で、各種ヱビスビールと
おいしい料理をお楽しみ下さい。
■ 営業時間： ９月１６日（金）〜９月１８日（日） １１：３０〜２３：００
９月１９日（月・祝）
１１：３０〜２２：００

（ラストオーダー２２：１５）
（ラストオーダー２１：１５）

〜 楽しい時間 〜
☆リボンちゃんＳＬ／時計広場
リボンちゃんがデザインされた特別仕様（電気駆動）の「リボンちゃんＳＬ」が走ります。「リボンちゃんＳＬ」
は、三越前から出発し、センター広場を見下ろしながらシャトー広場、恵比寿ガーデンプレイスタワー前を通
り抜けて会場を一周します。
■ 開催日時： ９月１７日（土）〜９月１９日（月・祝） １１：００〜１７：００（受付終了は１６：４５）
■ 料金：
３００円（０〜１歳は無料、ただし保護者同伴必須）
☆リボンちゃんと写真撮影会／時計広場
リボンちゃんと一緒に記念撮影！ポラロイドカメラで撮影した写真を各組一枚プレゼントします。
■ 開催日時： ９月１７日（土）〜９月１９日（月・祝）
①１１：３０〜１２：００ ②１３：３０〜１４：００ ③１５：００〜１５：３０
④１６：３０〜１７：００の計 4 回
■ 料金：
無料

☆サッポログループ販売コーナー／時計広場
飲料水の販売をはじめ、リボンちゃんのオリジナルグッズ、安曇野食品工房のタピオカミルクティ、油で揚
げないポテトチップス「ポテかるっ」などサッポログループ各社の商品を販売。今年はポッカも初参加、ポッカ
レモンのキャラクター「レモンじゃ」も登場します。
■ 開催日時： ９月１７日（土）〜１９日（月・祝） １１：００〜１７：３０
☆全員おみくじ大会／ヱビスビール記念館
当日会場でお配りしているパンフレットを持参した全てのお客様は、おみくじ大会に参加できます。くじの内
容によりヱビスの素敵なプレゼントを差し上げます。
■ 開催日時： ９月１６日（金）〜１９日（月・祝） １１：００〜１９：００ （１７、１８日は １１：００〜２０：００）
☆はっぴでＨＡＰＰＹ えびす顔フォトプレゼント／ヱビスビール記念館
昭和初期に製作された「特製恵比寿法被」を着て、人気撮影スポット「ヱビスビール像」と一緒に記念撮影を
した写真をプレゼントします。
■ 開催日時： ９月１６日（金）〜１９日（月・祝） １１：００〜１９：００ （１７、１８日は １１：００〜２０：００）
☆２０００名様 「ヱビスツアー招待券」プレゼント／ヱビスビール記念館
リストバンドを持参してご来館頂いた各日先着 500 名様に大人気のヱビスツアーの招待券をプレゼントしま
す。
■ 開催日時： ９月１６日（金）〜１９日（月・祝） １１：００〜１９：００ （１７、１８日は １１：００〜２０：００）
※ なくなり次第終了とさせて頂きます。
※ 招待券は 9/21（水）以降ご利用できます。

〜 まなぶ時間 〜
☆ヱビス クイズ ツアー／ヱビスビール記念館
ヱビスビール記念館のおすすめ「ヱビスツアー」全ツアー内で、クイズ大会を実施。全問正解者には、
ヱビスビール特製タンブラーを贈呈します。
■ 開催日時： ９月１６日（金）
１１:１０ 〜 １７:４０（３０分おき）
９月１７日（土）、１８日（日） １１:１０ 〜 １８:１０（２０分おき）
９月１９日（月・祝）
１１:１０ 〜 １７:１０（２０分おき）
■ 料金：
大人 ５００円 中人 ３００円 小人 無料
※ 未成年のみのご参加の場合は、ヱビスギャラリーまでのご案内となり、クイズ大会には参加できません。

☆炭酸飲料手作り教室
各回２０名限定で、炭酸飲料の手作り教室を開催。自分で選んだフレーバーや色をつけてオリジナルの炭
酸飲料を作ります。ご参加いただいた方には、リボンちゃんのメダルとリボンシトロンをプレゼントします。
■ 開催日時： ９月１７日（土）〜９月１９日（月・祝）
各日 １２：００ 〜 １３：００、１４：００ 〜 １５：００、１６：００ 〜 １７：００の計３回
■ 料金：
３００円

■ 定員：
■ 会場：

各回２０名
サッポロビール（株）本社棟

※チケットは、開始の１時間前からサッポログループ販売コーナー（時計広場奥三越前）にて販売します。

※対象は小学生です。５、６年生はお１人での参加が可能です。４年生以下の方は、中学生以上の方の
同伴が必要です。同伴は１名様までとさせて頂きます。
※作った炭酸飲料はその場でお召し上がり頂きます。お持ち帰りはできません。

☆ワインセミナー
ワインに関する分かりやすい講義と試飲を行ないます。ご参加頂いた方には、「ＷＩＮＥ ＭＡＲＫＥＴ ＰＡＲ
ＴＹ」優待券をプレゼントします。
■ 開催日時： ９月１８日（日）、１９日（月・祝） １３:３０ 〜 １５:００
■ 料金：
５００円（参加費）
※当日会場にてお支払頂き、リストバンドをお渡しします。
■ 予約：
開催期間前の予約は上記お問い合わせ先にご連絡下さい。
当日の予約はＷＩＮＥ ＭＡＲＫＥＴ ＰＡＲＴＹ店頭のサービスカウンターで受け付けます。
■ 定員：
各日 50 名（事前予約）、各日 10 名（当日先着順）
※予約段階ならびに当日、成人であることを確認させて頂きます。
※定員に達し次第締め切らせて頂きますのでお早めにご予約下さい。
■ 会場：
恵比寿ガーデンプレイスタワー３階エスパシオ
■ お問い合せ先： 電話 ０３−５４２４−２５８０ （ＷＩＮＥ ＭＡＲＫＥＴ ＰＡＲＴＹ）

※ 本イベントにつきましては、諸般の事情により、内容が一部変更する場合があります。
※ 荒天等の理由により、イベントが中断または中止になる場合があります。
※ 「恵比寿ビヤホール」、「時計広場のフードコート」生ビール等のアルコール飲料の購入に際しては、年
齢確認ができる身分証を提示していただき、 リストバンド をお渡しします。発行場所は「恵比寿ビヤホ
ール」チケット売り場と「時計広場のフードコート」各店舗です。
※ 飲酒運転防止のため、お車でのご来場はご遠慮ください。
※ 会場は、指定の喫煙場所を除き、禁煙となりますので、ご協力をお願いします。
以上

写真：左３枚はイメージです。
右は２０１０年の会場風景です。

