2019 年 5 月 17 日配信

JTB コミュニケーションデザイン主催 オリジナルエンタテインメント公演

『万華響－MANGEKYO－』
好評につき、2019 年の新レストランセットプラン販売開始！
JTB グループで様々なコミュニケーションサービスを提供する、株式会社 JTB コミュニケーション
デザイン（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：細野 顕宏、以下 JTB コミュニケーションデザイ
ン）は、2019 年度の常設開催中の『Revolutionary New Drumming Entertainment in Tokyo 万華響－
MANGEKYO－』公演に関して、新しいレストランセットプランとして、THE GATE HOTEL 東京 by
HULIC にある「Anchor Tokyo」洋食プランがセットになったお得なチケットを 5 月 20 日より発売開
始いたします。
2018 年 12 月に開業した THE GATE HOTEL 東京 by HULIC は、万華響公演会場のある有楽町
マリオン別館の直近に位置し、ホテルの楽しみ方を知る『大人のためのホテル』として、随所にデザイ
ンコンセプトの『華と粋』を取り入れた寛ぎの空間を提供しています。華とは“常に新しい文化”、粋と
は“変わらない価値観”を表しており、まさに『伝統と革新が織り成す日本独自のエンターテイメント』
である、万華響公演にも通ずるコンセプトを展開する、新しい有楽町のランドマークとなるホテルです。
その中にある、
「Anchor Tokyo」にて万華響公演のランチ、ディナーの特別メニューをお楽しみ頂くこ
とが出来ます。

▲ホテル外観

▲「Anchor Tokyo」メインダイニング

JTB コミュニケーションデザイン主催のオリジナルエンタテインメント公演『万華響－MANGEKYO
－』では、ご好評につき、夜公演がお得に鑑賞できる『新元号「令和」記念割』の期間延長を決定しま
した。今後も、ますます多くの皆様にお楽しみいただけるような取り組みを展開していきます
＜一般のお客様からのお問合わせ先＞
万華響公演事務局（AMUSE 株式会社内）
TEL:0570-008-884（平日 10:00〜18:00）
※公演期間中は土日祝日もご対応いたします。休演日はお休みになります。

【レストランセットプラン情報】
◎『洋食』プラン：THE GATE HOTEL 東京 by HULIC 「Anchor Tokyo」
オルタナティブシアターから徒歩 2 分。2018 年 12 月に開業した数寄屋橋交差点を一望できる
ザ・ゲートホテル東京。ホテル 4 階に位置するレストラン＆バー「Anchor Tokyo」は、天井高約 8m の
開放的な店内にシャンパンの泡をモチーフにした優雅な内装が施され大人の空間を演出しています。
シャンパンをはじめ世界各国のワインとフレンチベースの逸品をビストロスタイルでお楽しみ頂けます。
今回は「万華響」特別メニューをご用意いたしました。外気を感じるテラス席の他、気軽に立ち寄れる
バーカウンターもございます。どの時間帯も、ホテルおすすめのメニューを楽しんでいただけます。
■ ランチ：「万華響特別ランチコース」ウェルカムドリンク付き
価格：9,800 円 （料理代 5,000 円＜税・サービス料込＞＋チケット代 8,500 円相当商品）
内容：サラダ、シェフのおすすめの一皿、スープ、メイン料理、デザート、パン、コーヒー
※ウェルカムドリンクはスパークリングワイン含むメニューからお選び頂きます。
※内容は一部変更になる可能性がございます。
■ ディナー：
「万華響特別ディナーコース」ウェルカムドリンク付き
価格：17,500 円 （料理代 10,200 円＜税・サービス料込＞＋チケット代 8,500 円相当商品）
内容：前菜、スープ、魚料理、肉料理、デザート、パン、コーヒー
※ウェルカムドリンクはシャンパンカクテル含むメニューからお選び頂きます。
※内容は一部変更になる可能性がございます。

※万華響特別ランチコース

※万華響特別ディナーコース

■ 店舗情報
THE GATE HOTEL 東京 by HULIC 「Anchor Tokyo」
住所: 東京都千代田区有楽町 2-2-3

HULIC SQUARE TOKYO4 階

TEL:03-6263-8233
営業時間:
ランチタイム

11：30-16：00(L.O.15:30)

ディナータイム

17：00-23：00(L.O.22:30)
※コースのラストオーダーは 21：00
※レストランに関しての予約・お問い合わせは、直接、店舗にお問い合わせください。
※チケットに関してのお問い合わせは、JTB コミュニケーションデザインに
お問い合わせください。

【2019 年度『万華響－MANGEKYO－』夏期公演開催概要】 ※2019 年 5 月 17 日現在
＜開催概要＞
■名称：Revolutionary New Drumming Entertainment in Tokyo 万華響－MANGEKYO－
■主催：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン、日本テレビ放送網株式会社
■企画・制作：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン、株式会社タオ・エンターテイメント
■出演：DRUM TAO（ドラムタオ）
■オフィシャルパートナー：全日本空輸株式会社、サッポロビール株式会社、
東武鉄道株式会社、株式会社 JTB
■後援：千代田区
■協力：株式会社スタジオアルタ
■公式サイト：https://mangekyo-tokyo.com/
■会

場：オルタナティブシアター（有楽町）

東京都千代田区有楽町 2 丁目 5 番１号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F
■入 場 料：◎全席 8,500 円（税込）※車イス席含む
※万華響公演事務局にて電話での購入が可能になりました。
※車イス座席券の購入は電話での事前申込が必要となります。
■各種割引：シニア割（60 歳以上の方対象）、ハンディ割（障がい者手帳をお持ちの方対象）
千代田区民割（千代田区在勤、在学、在住の方対象）※詳細は当日券受付にて
■特別割引：①新元号「令和」記念割
・割引対象公演：2019 年 4 月 27 日(土)～2019 年 5 月 31 日(金)の 20:00 公演
・割引対象チケット：20:00 公演の当日券
・販売時間：夜公演開場時（19:30～）
・割引額：1 枚購入につき 3000 円割引（8,500 円→5,500 円）
②リピーターチケット割
・割引対象公演：全公演
・割引対象チケット：鑑賞公演前後の購入チケット
・販売時間：ロビー開場～公演終了後 ※20:00 公演時は公演前ロビー開場中のみ
・割引額：リピート購入回数に応じた割引額（500～3,000 円分の割引）
③平日ナイトペア割※2 名様利用
・割引対象公演：平日 20:00 公演
・割引対象チケット：20:00 公演の当日券
・販売時間：夜公演開場時（19:30～）
・割引額：1 名様につき各 500 円（ソフトドリンク 1 杯サービス）
※特別割引①〜③の詳細については公式サイトにてご確認ください。
＜春期公演＞
■開催期間：2019 年 4 月 10 日（水）～6 月 30 日（日）※全 121 公演
■開催日程：公演①：開場 14:30／開演 15:00 ※1 公演約 80 分間
4 月 10・11・12・13・14・17・18・19・20・21・24・25・26・27・28・29 日
5 月 1・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・19・22・23・24・25・26・29・30・31 日
6 月 1・2・5・6・7・8・9・12・13・14・15・16・19・20・21・22・23・26・27・28・29・30 日

公演②：開場 19:30／開演 20:00 ※1 公演約 80 分間
4 月 10・11・12・13・16・17・18・19・20・23・24・25・26・27・28・29 日
5 月 1・2・3・4・5・8・9・10・11・14・15・16・17・18・21・22・23・24・25・28・29・30・31 日
6 月 1・4・5・6・7・8・11・12・13・14・15・18・19・20・21・22・25・26・27・28・29・30 日

以上

