
チャリティ販売会を
開催します!!

金米堂本店
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（泉ガーデン１Ｆ駅前広場）

BellasのCupcakeは最高級の素材を
使い、イギリスのレシピを基に、手
作りでお作りしております。今回、
お花見にぴったりのミニカップ
ケーキセットやさくらのカップ
ケーキをご用意しております。

金米堂(きんぺいどう)は横浜で１
２０年続く和菓子店です。材料にこ
だわり、手造りの良さを皆様にお伝
えしたいと 思っています。お花見
にぴったりの可愛らしいお菓子も
取り揃えております。

美容や体に気を遣う女性やお子さ
まが安心して食べられるナチュラ
ルスイーツセレクトショップ「青空
キッチン」です。

コーヒーのプロ、バリスタの方に愛
用いただいている日本製のカラフ
ルな14色展開のコーヒーカップブ
ランドです。

泉ガーデン１Ｆ屋外広場でも、下記日程にてマルシェとフリーマーケットを開催します。 3/30、31　12時～20時 4/1　10時～14時マルシェ フリーマーケット

3/21（火）～24（金）・3/28（火）～31（金）出店期間 3/27（月）～31（金）出店期間 3/27（月）～31（金）出店期間 3/27（月）～31（金）出店期間

住友不動産は、再開発を通じて地域の防災性向上
を図り、都心部における減災を推進しています。
同様に東北の被災地に被災の記憶を後世に伝え
るため桜を津波到達地点に植樹し減災活動に取
り組むＮＰＯ団体があり、当社は寄附による支援
を行っております。さくら祭りにご来場の皆様に
もご協力いただきたく、売上金の一部を寄附金と
する和紙小物の販売会を実施しますので、お立ち
寄りいただければ幸いです。

3月31日（金）～4月2日（土） 11：00～19：30
六本木一丁目駅改札前

日時

場所

全国各地で活躍する20～30 代を中心とした未来の
スター蔵元の「SAKE」が飲み放題！またスパークリ
ング、フルーツ、ビンテージなどのこだわりの味で厳
選した「SAKE」など、全国20以上の蔵元、70 種類
以上の銘柄が秋葉原に集結！

若い世代が築く新しい“酒”の世界、
“料理”の世界をぜひ体感してみませんか？ 
公式サイト http://www.bellesalle.co.jp/event/sakestarfes2017

4月7日（金）～4月9日（土） 
ベルサール秋葉原  ＊秋葉原駅より徒歩3分

日時

場所

3月31日(金)～4月2 (日) 日時

場所

詳細

アークヒルズさくらまつり 2017

ずらりと並ぶ桜の蕾が可憐に花開くころ、幕を開
ける『さくらまつり』！人気の「ヒルズマルシェ」
や「グルメ屋台」、ご家族で楽しめる「ワーク
ショップ」の開催に加え、アークヒルズ周辺一帯
が、桜色に染まり絶好のお出かけスポットに。ま
た、今年は「アークガーデン」を特別大公開！美味
しいグルメに美しい桜やガーデンの緑など、アー
クヒルズには春の息吹が満載です！

アークヒルズ アーク・カラヤン広場　他
http://www.arkhills.com/
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4/1（土） 

春の香りを感じさせる
ルームフレグランスの調合

アロマオイル調合講座

①11：00～11：30、②11：40～12：10、③13：00～13：30、④13：40～14：10、

⑤14：40～15：10、⑥15：20～15：50

定員40名（7名×4回と6名×2回）

11：00～15：50

桜並木を撮影する際の構図や撮り方、
撮影後の写真加工を学ぶ

講師：宮本章光氏

※iPhoneカメラを基本とします。

スマートフォンカメラ講座

①11：00～12：00、②13：30～14：30、③15：00～16：00、④18：00～19：00（夜桜撮影会）
（講習約15分・屋外撮影30分・質疑応答15分）

定員40名（10名/回）

11：00～19：00

春らしく花びらを使って
リラックスタイムを盛り上げる入浴剤

花びら入りバスボム作り

定員40名（7名×4回と6名×2回）

11：00～15：50

11：00～13：30の部は10：45～
13：40～15：50の部は13：25～

http://izumigarden-sakura-photo.peatix.com （状況により当日参加も可）

下記URLより、
お名前と人数・参加希望日時を事前応募ください。

参加方法整理券配布

①11：00～11：30、②11：40～12：10、③13：00～13：30、④13：40～14：10、

⑤14：40～15：10、⑥15：20～15：50

11：00～13：30の部は10：45～
13：40～15：50の部は13：25～

整理券配布

4/2（日） 

すべて参加無料

～桜並木撮影会～

さくら祭り 2017

4/7（金）19時-20時 東京日本橋タワーB1F

ものまね七変化の異名を持つ幅広い
レパートリーで有名な民秋貴也（タ
ミアキ）が登場!!誰もが知っている有
名人にたくさん会えちゃいます♪

スペシャルナイトステージ

4/7（金）17時-21時｜4/8（土）・4/9（日）11時-18時

春の旬野菜や果物、桜を
モチーフにしたシフォン
ケーキ等、春を感じる商
品をご堪能ください♪

桜マルシェ

4/1（土） ・4/2（日） 

お問合せ先：03-5572-6113 泉ガーデン防災センター

2 017. 4 . 7. f r i - 4 . 9 . sun

4月23日 11：00～15：00  
＠住友不動産三田ツインビル

東京日本橋タワー ベルサール秋葉原

芝桜まつり  

詳しい情報はコチラ→http://www.tv-tokyo.co.jp/sakuramatsuri2017/

７つのスタンプを集めて
オリジナルクリアファイルを
手に入れよう。

あつ

がつ にち ど こうかい

て

スタンプは、ここにあるかも！

★星マークの場所へ行ってみてね。
ほし ばしょ いヒント

い

まつ

ポケモンスタンプラリーが“さくら祭り”にやってきた！

しゅうねん
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7月15日（土）公開

えいが

まいしゅうもくようび

ほうそうちゅう

毎週木曜日
よる6時55分から

放送中

じ ふん

テレビ東京バナナ社員ナナナが
泉ガーデン さくら祭り 2017に
やってくる！ テレビ東京の番組が大型パネルとなって登場！見て、触って、楽しみながら

撮影していただける様々なフォトスポットをご用意いたします。

期間：3/21（火）～4/2（日）テレビ東京の番組が
フォトスポットとなって登場！

テレビ東京『にちようチャップリン』
お笑いLIVE

4月9日（日）スタート『にちようチャップリン』（毎週日曜 夜10時放送）が
六本木グランドタワーに登場！

「泉ガーデン さくら祭り」限定のお笑いLIVEを、ぜひご覧ください。

六本木一丁目駅改札口前 六本木グランドタワー  1Ｆ

六本木グランドタワー  1Ｆ 六本木グランドタワー  1Ｆ

4月7日（金）スタートの
『孤独のグルメ Season6』
（毎週金曜 深夜0時12分
放送）の世界が六本木一
丁目駅改札口前に登場
します。松重豊さん演じ

る、主人公の井之頭五郎が、仕事の営業先で見つけた食
事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に
食す“至福の時間”を、ぜひ味わってください。

4月15日（土）スタートの『出
川哲朗の充電させてもらえ
ませんか？』（毎週土曜 夜
7時54分放送）のフォトスポッ
トが登場！旅先で、充電が
切れたら、「充電させてもら

えませんか？」とお願いしながら“電動バイク”で旅をする出川
哲朗さんと一緒に“人情すがり旅”を、ぜひご体験ください。
＊4月15日と22日は、夜6時30分～2時間半SP！

4月8日（土）スタートの 
『マッサージ探偵ジョー』 
（毎週土曜 深夜0時20 
分放送）の特製パネルが 
登場！主演を務める中丸
雄一さん（KAT-TUN） が

演じる、出張マッサージ師の姿は必見です！
お馬鹿で笑えるサスペンスで疲れた心と体を癒す!?

4月21日（金）スタート！
『釣りバカ日誌Season2新
米社員浜崎伝助』（毎週
金曜夜8時放送）のポス
タービジュアルの大型パ
ネルが六本木グランドタ

ワー1Fに登場します。主演を務める、濱田岳さんや出演者 
の西田敏行さんが桜の舞う中、楽しそうに釣りをしている姿
に注目です。また、釣りナナナとも撮影いただけます。

日程

時間

場所

日時

場所

3/21（火）、3/27（月）、3/31（金）、4/1（土）、4/2（日）
各日12：00、13：00、14：00、17：00、18：00、19：00

（各回15分を予定）
六本木一丁目駅改札口前&
六本木グランドタワー1Fナナナリア前
＊出没時間は日によって変わります。あらかじめご了承ください。

3/31（金）19時～、4/1（土） 14時～、17時～
六本木グランドタワー1F ナナナリア前 特設ステージ

観覧
無料

アニメも映画も20周年!

2 017. 3 . 21 . tue - 4 . 2 . sun

泉ガーデン

さくら祭り 2 017

桜ライトアップ
泉ガーデンでは、会期中、

桜のイルミネーションを公開しております。
中面のMAPで位置をご参照ください。

ARで桜並木を楽しむ
なだれ坂の特設パネルに掲示された専用アプリを

ダウンロード後、スマートフォンカメラをかざすと、
ＡＲで桜並木が撮影できます。
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チケットはこちら→
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