2022 年 7 月 7 日
株式会社西武リアルティソリューションズ

＜千代田区・東京ガーデンテラス紀尾井町＞

豊かな自然に恵まれた「都会のオアシス」で星空を楽しむ
天の川をイメージしたイルミネーションや、伝統的七夕※の夜に観望会を実施

『KIOI STAR PARTY -星の見える街で大人の夕涼み-』
星にちなんだイベント限定メニューが登場する他、ペルーで話題のレストランが日本初開業
開催期間：2022 年 7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）
※伝統的七夕とは、旧暦（太陰太陽暦）での七夕のこと

＜施設にて撮影された星空写真、「KIOI 光の天の川」（イメージ）、天体観望イベント「KIOI STARS 星空の集い。」（過去の様子）、KIOI STAR MENU（一部）＞

株式会社西武リアルティソリューションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齊藤 朝秀）は、東京ガーデンテラ
ス紀尾井町において、2022 年 7 月 16 日（土）から 8 月 31 日（水）までの期間中、東京都心で星空を楽しむイベント
『KIOI STAR PARTY -星の見える街で大人の夕涼み-』を開催いたします。
東京ガーデンテラス紀尾井町は、都心にありながらも広大な緑地に囲まれており、豊かな自然に恵まれたこの環境は日中だけ
でなく、夜にも特別な魅力をもたらす、まさに「都会のオアシス」と呼ぶにふさわしい場所となっております。
また、施設の南側には高いビルが少なく、都心では珍しく空が大きくひらけた広場があるため、天体観測イベントを開催するなど、
忙しく過ごす日々の中でつい見過ごしがちな星空を眺めるための絶好の場所でもあります。
この夏は「KIOI STAR PARTY」と題し、都会の星の穴場スポットとして、星に関するイベントをたくさんご用意いたしました。ど
のような星空が待っているのか、ぜひご期待ください。

太陽光パネルによる電力を一部使用した、環境に優しいイルミネーション「KIOI 光の天の川」
弁慶濠に沿って、涼し気なイルミネーションの天の川が登場。節電にも配慮し、太陽光パネルによる電力を一部使用した、
環境にもやさしい新しい夏の風物詩です。光の内側は遊歩道になっているので、夕涼み散歩コースとしてもぴったりです。
※諸事情により変更・中止する場合がございます

8 月 4 日（木）の伝統的七夕の夜には天体観望会を開催
織姫星や彦星、天の川を渡る船（半月）を、星空解説員の解説とともに、高性能な天体望遠鏡や双眼鏡で楽しめるイベ
ントです。浴衣でご参加された方には星型ラムネ菓子をプレゼントいたします。
期間限定「KIOI STAR MENU」
施設内では、「星」に関連した様々な期間限定メニューをご用意しております。

『KIOI STAR PARTY -星の見える街で大人の夕涼み-』 開催概要

星の見える街で大人の夕涼み
「KIOI 光の天の川」や施設内のパブリックアートなどのフォトスポットで撮影できる他、空の広場（紀尾井テラス 3F）で星を楽
しむことができます。また、施設内では期間限定の KIOI STAR MENU をご用意。
"星の見える街"東京ガーデンテラス紀尾井町ならではの、大人の夕涼みをお楽しみいただけます。
PHOTO SPOT 「KIOI 光の天の川」（イルミネーション）
弁慶濠に沿って、涼し気なイルミネーションの天の川が登場。
節電にも配慮し、太陽光パネルによる電力を一部使用。環境に
優しいイルミネーションです。光の内側は遊歩道になっているため、
散歩コースとしてもお楽しみいただけます。
◇日 程：7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）
◇会 場：テラスの小道（紀尾井テラス 1F～3F）
※諸事情により変更・中止する場合がございます
KIOI STAR KITCHEN キッチンカー

KIOI STAR MARCHE 宙（そら）グッズショップ

キッチンカーでは暑い夏にぴったりのビールや冷たいドリンク
のほか、おつまみなどを提供します。

星にちなんだステーショナリーやアクセサリーなどを販売します。

◇日 程：7 月 22 日（金）～23 日（土）
7 月 29 日（金）～30 日（土）
8 月 4 日（木）～6 日（土）
◇会 場：花の広場（紀尾井テラス 1F）
※悪天候により中止する場合がございます

◇日 程：8 月 4 日（木）
◇会 場：紀尾井プラザ（紀尾井テラス 2F）
※天体観望会開催時は空の広場（紀尾井テラス 3F）

KIOI STAR MENU
施設内店舗では、「星」をイメージしたリッチなフードや星にちなんだドリンクなど、様々な期間限定メニューをご用意しております。
＜関連メニュー 一部＞
紀尾井町 とんかつ・洋食 ひとみ
あわびの星グラタン
12,800 円（税込）～
※提供期間：7 月 16 日（土）～
8 月 31 日（水）※平日はディナーのみ
大ぶりのあわびを星型にあしらい、リゾットに
はトリュフを使用。高級食材の二大「スター」
が共演する贅沢な一品。

エリックサウス
ビリヤニ☆スター・コーラ
350 円（税込）
スターアニスやシナモンなどのスパイスを軸に、
レモンピールやアッサムティーのフレイヴァーを
加えた、ビリヤニにもよく合うコーラ。甘さを控
え、酸味と華やかなアロマが楽しめます。

万ん卯
稲庭うどんの天の川仕立て
単品 2,000 円（税込、サービス料別）
※提供期間：7 月 16 日（土）～
8 月 31 日（水）※ディナーのみ

[東京ガーデンテラス紀尾井町限定]
ベンジャミン ステーキハウス
Starry Sky
880 円（税込、サービス料別）
※提供期間：～9 月 30 日（金）

天の川に見立てた稲庭うどんに塩焼きした稚
鮎を乗せ、冷やした出汁をかけ、織姫と彦星
の再会をイメージしました。

グレープフルーツにテキーラを入れた夏を代
表するパロマというカクテルをノンアルコール
で、暑い夏にすっきりとした味わいにアレン
ジ。

[東京ガーデンテラス紀尾井町限定]
レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ
星屑ブーケ
1,430 円（税込）
※提供期間：～7 月 31 日（日）

[東京ガーデンテラス紀尾井町限定]
ヒアカアヴェダ
STAR PARTY GEL NAIL
9,900 円（税込）

星屑をイメージしたかわいい小花たちで束
ねたブーケ。プレゼントにもオススメです。

星空をイメージしたデザインのジェルネイル。
指先から Happy と煌めきを与えてくれます。

KIOI STARS 星空の集い。
星空について考える夏。より深く"星の見える街"をお楽しみいただけるよう、自分で天体望遠鏡を作るワークショップや、気軽に
参加できる観望会、本格的な天体撮影セミナーなどをご用意しました。
伝統的七夕の夜、浴衣で夏の星空を見よう
伝統的七夕の夜、紀尾井町で織姫星と彦星、天の川を渡る船（半月）を見上げる観望会
です。星空解説員の解説とともに天体望遠鏡や双眼鏡を使って、星空をお楽しみいただけま
す。また、当日浴衣でご参加された方には星型ラムネ菓子をプレゼントいたします。
※伝統的七夕とは、旧暦（太陰太陽暦）での七夕のこと

◇日
時：8 月 4 日（木）18:30～20:00
◇会
場：紀尾井テラス 3F 「空の広場」
◇参 加 費：500 円（税込）
◇星空解説員：小野 智子（おの ともこ）ビクセン星空アドバイザー
※雨天・曇天の場合は翌 5 日（金）に延期、
延期・中止の場合は当日 13:00 頃公式 HP にてご案内
紀尾井町で天体望遠鏡をつくろう
国立天文台がプロデュースした「NAOJ 組立式望遠鏡」を 1 人 1 台製作するワークショップ。
この望遠鏡を企画した縣准教授が講師となり、望遠鏡の操作方法の他、どうして星を大きく
見ることができるのかなど、工作をしながら望遠鏡の仕組みやレンズと光の関係を学びます。
また、この望遠鏡で観察できる、「月のクレーター」や「木星の衛星」をはじめとする星、宇宙の
ことや望遠鏡の歴史などの貴重なお話も。望遠鏡は製作後、ご自宅へお持ち帰りいただけます。
◇日
時：7 月 17 日（日）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
◇会
場：紀尾井カンファレンス
◇参 加 費：7,000 円（税込）
／ SEIBU PRINCE CLUB 会員さま 6,000 円（税込）
◇対
象：小学 3 年生以上（※小学生は保護者同伴必須。チケット 1 枚につき、参加者 1 名、保護者 1 名まで。）
◇講
師：縣 秀彦（あがた ひでひこ）国立天文台 准教授

大人のための星空写真撮影講座
プロの星空写真家をお招きし、一眼カメラと三脚を使って星空＋地上風景を撮影する「星景写真」の基本をお伝えする初心者
の方向けの初級講座と、すでに星景写真撮影を始められていてスキルアップを目指す方、望遠レンズ・望遠鏡を使用した「天体
写真」に挑戦したい方向けの中級講座を開催します。
◇日

時：＜初級・星景写真の撮り方＞7 月 29 日（金）18:00～21:00
＜中級・赤道儀の使い方＞8 月 25 日（木）18:00～21:00
◇会
場：紀尾井カンファレンス、紀尾井テラス 3F「空の広場」
◇参 加 費：各回 4,000 円（税込） ／ SEIBU PRINCE CLUB 会員さま 3,000 円（税込）
◇講
師：成澤 広幸（なりさわ ひろゆき）星空写真家
※雨天・曇天の場合は室内にてカメラ操作体験

KIOI STAR PARTY インスタグラムキャンペーン
東京ガーデンテラス紀尾井町の公式インスタグラムのキャンペーン投稿にコメント＆フォローで、抽選で素敵な賞品が当たります。
詳しくは Instagram で「@tokyo_gardenterrace」を検索。
◇日
程：7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水） ※締切は 8 月 31 日（水）23:59 のコメントまで

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町
KIOI STARS Stay ～星空の集い。を楽しむステイ～
伝統的七夕の夜に、夏の星空をお楽しみいただくステイプラン。イベ
ント「星空の集い。」のあとは、客室のデイベッドで星空のように輝く
東京の夜景をご満喫いただけます。天の川をイメージしたバスソルト
もお楽しみください。

イベント期間限定カクテル

◇日 程：8 月 4 日（木）限定
◇料 金：1 名さま 28,540 円（税込、サービス料込）より
※デラックスルーム１室２名さまご利用時
※料金には別途宿泊税がかかります
◇内 容：・「星空の集い。」イベント参加券
・バスソルト"Scent of Cosmo ネビュラバス 天の川"
・ご朝食
◇ご予約・お問い合わせ：03-3234-1111
(受付時間：9:30～18:00)

Milky Way - Vega –
（ミルキーウェイ - ベガ –）
ブルーベリーの爽やかな酸味が心地よい一杯。
ベルガモットの香りが特徴的なアールグレイフォームを添えまし
た。

KIOI STARS Stay ～星空の集い。を楽しむステイ～ 客室（イメージ）

Milky Way - Altair –
（ミルキーウェイ - アルタイル -）
洋なしのシルキーな食感が特徴的なカクテル。
ブルーキュラソーのグラデーションで夏の夜空を表現しました。

◇提供日程：7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）
◇提供店舗：Sky Gallery Lounge Levita（35F）
◇料
金：各 2,800 円（税込、サービス料別）

Milky Way - Altair –

Milky Way - Vega –

KIOI STARS SPECIAL -真夏の夜想曲◇会
◇日
◇時
◇料

場：Sky Gallery Lounge Levita（35F）
程：8 月 5 日（金）
間：18:30～20:30（演奏 19:00～19:45）
金：1 名さま 9,000 円（税込、サービス料別）、
SEIBU PRINCE CLUB 会員さま 8,000 円（税込、サービス料別）
◇内 容：1 公演、星のカクテル含むフリーフロー、アペタイザープレート
ピアノ演奏：クリスティアン ドラゴス アガピエ
予定演奏曲：ショパン「ノクターン」、ドビュッシー「月の光」、ベートーヴェン「月光」他
ご予約・お問い合わせ：03-3234-1136 （レストラン予約受付時間:10:00～17:30）
※2 名さまからのご予約制

クリスティアン ドラゴス アガピエ

KIOI STEAM LAB
KIOI STEAM LAB とは「色々なものに触れて、知的好奇心や新たな変化を生み出す場所」として知る楽しさや作る楽しさを
体験してもらうイベントです。数学にとらわれず、さまざまな分野から、よりインタラクティブな形で参加者の皆さまと知る楽しさや
作る楽しさを体験していけるイベントを目指しています。
紀尾井町自然観察会 「水の中のミクロの世界」
実体顕微鏡を自分の手で操作しながら小さな生き物をじっくり
観察します。自由研究などにも活用していただけます。
◇日

時：7 月 31 日（日）
①10:00～11:30 ②14:00～15:30
◇会
場：紀尾井カンファレンス
◇対
象：小学 1 年生以上
◇参 加 費：各回 500 円（税込）
◇講
師：Dr.みっけ（中垣 裕貴 なかがき やすたか）
いきもの総研代表、博士（理学）
◇協
力：株式会社ビクセン、いきもの総研

「流れ星の科学 ～流れ星の作り方～」
「流れ星を作る」をテーマに、真剣に向き合い、
楽しむ研究心から宇宙を身近に感じられる科学とビジネスの
つながりをご紹介いただきます。
◇日
時：8 月 26 日（金）18:30～20:30
◇会
場：紀尾井カンファレンス
◇参 加 費：会場参加 1,000 円（税込）／
SEIBU PRINCE CLUB 会員さま 500 円（税込）／
WEB 参加 500 円（税込）
◇講
師：岡島 礼奈（おかじま れな）

※各イベント・ワークショップの詳細・申込は、『KIOI STAR PARTY』の特設ページをご覧ください。
https://bit.ly/39XR64b
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府や関係諸機関の発表を注視しながら現在は開催予定です。
状況の変化に伴い、予告なくイベントを中止及び内容が変更になる場合がございます。 開催に関するお知らせがございましたら随時公式 HP にて発表いたします。

東京ガーデンテラス紀尾井町 7 月の新店情報
MAZ（マス）（Innovative Peruvian）
ペルーの Central のシェフ兼ディレクター、ヴィルヒリオ・マルティネスによってデザインされた美食レストランが日本初上陸。
ペルーの風景や食材の文化的・生態的知識をベースに、新しいガストロノミー体験を提案します。
開 業 日：7 月 1 日（金）
連 絡 先：03-6272-8513
休 業 日：火曜日
公 式 HP：https://maztokyo.jp
※完全予約制

■ 東京ガーデンテラス紀尾井町 （施設概要）
所 在 地：東京都千代田区紀尾井町 1－2 他 ※建物、施設により住所が異なりますのでご確認ください。
最 寄 駅：東京メトロ 半蔵門線・有楽町線・南北線 『永田町駅』 9a 出口直結
東京メトロ 銀座線・丸の内線 『赤坂見附駅』 D 出口から徒歩 1 分 https://www.tgt-kioicho.jp/
■ 株式会社西武リアルティソリューションズ（会社概要）
所 在 地 ： 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号
代 表 者 ： 代表取締役社長 齊藤 朝秀
設
立 ： 1956 年 6 月 4 日
資 本 金 ： 86 億円
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.seiburealsol.jp/
＜事業内容＞
不動産の所有、売買、管理、賃貸借、仲介業務等、ホテルの経営
全国にまたがるグループ保有資産の有効活用や西武鉄道沿線の価値向上に
資する取り組みを通して、お客さまの課題解決に貢献してまいります。

東京ガーデンテラス紀尾井町

＜西武グループ内組織再編について＞
西武グループでは、2021 年 5 月 13 日に公表した「西武グループ中期経営計画（2021～2023 年度）」に基づいた経営改革に取り組
んでおり、その一環として、グループ内組織再編*を進めております。この再編により、2022 年 4 月 1 日付で株式会社プリンスホテル（以下
「PH」）を存続会社、株式会社西武プロパティーズを消滅会社とする吸収合併を行い、PH は株式会社西武リアルティソリューションズへ商
号変更いたしました。
西武リアルティソリューションズは、グループの不動産事業の中心として、競争力の高い総合不動産会社へと飛躍し、グループ保有資産の価値
を極大化することを目指してまいります。
＊2021 年 12 月 9 日付 株式会社西武ホールディングス リリース「グループ組織再編（子会社の設立、子会社間の会社分割および合併）ならびに子会社の商号変更に関するお知
らせ」

