
2016年 3月24日(木) 
丸亀町グリーン株式会社 

 丸亀町グリーン 

  こころ 

 4月1日(金)  「こころ」  ＮＥＷ ＯＰＥＮ！！  ～鮪(マグロ)の解体ショー＆無料試食会も開催！～    

 

  

 

「こころ」は“鮪”をはじめとした新鮮な海の幸を楽しめる創作レストラン。お昼は豪華な海鮮丼や定食、午後からは
お買いもの後の休憩や女子会、友達との待ち合わせにもご利用いただけるカフェ、夜は自慢のお料理と四国の地
酒を楽しめる居酒屋と…全ての時間でいろいろなシーンを描くお店です。 
オープン初日となる４月１日(金)～3日(日)の3日間は、「こころ」オープンを記念した「鮪の解体ショー＆試食会」も
開催！この他にもお客様参加型のイベントを多数開催し、ご家族連れや近隣オフィスワーカー、県外からの出張
者や観光客まで…全ての人に美味しいお料理と楽しいくつろぎのひと時をご提供致します。 

【場所】 丸亀町グリーン 東館２Ｆ 

【店舗名】 こころ 

【オープン予定日】 2016年 4月1日(金)  

【朝食】  6時30分～10時30分 (LO：10時)     

この春４周年を迎え益々多くのお客様で賑わう『丸亀町グリーン』に新たな飲食店舗が仲間入り！ 
鮪(まぐろ)を中心とした海鮮料理や地酒を楽しめる創作レストラン「こころ」が、4月1日(金)丸亀町グリーン東館２Ｆに
オープン致します。鮪の解体ショーをはじめとした“食”を通してお楽しみいただけるイベントも多数開催！ 
近隣オフィスワーカーからご家族連れまで…皆様を“心からのお料理”と“おもてなしの心”でお出迎え致します。 

4月１日(金) NEW OPEN!! 
～ 鮪の旨い創作レストラン～  

和洋食バイキング 全40種 /  1,200円 

【ランチ】  11時～15時 (LO：14時30分)      

・豪華鮪こころ丼/ 980円 

・本日、大漁 (焼魚又は煮魚)定食 / 980円 

【カフェ】  15時～17時30分 (LO：17時)     

・大漁ﾊﾟﾌｪ（2-3人前） / 1,296円 

【ディナー】 17時30分～22時 （LO ： 21時)  

・こころ骨付鶏ｺｰｽ / 2,800円 

・こころ鮪づくしｺｰｽ / 4,500円 

※プラス1,500円で2時間飲み放題付き 

※主なメニュー/ 営業時間 （価格は全て税込） 

■“こころ” オープン記念！「“鮪”解体ショー＆無料試食会｣   

■ 4月1日(金) ～ 3日(日)  17時～限定！生ビール(中)1杯無料！ お子様ソフトドリンク1杯無料！ 
■ 5月3日(火) ～ 5日(木)  17時～限定！生ビール(中)1杯無料！ お子様ソフトドリンク1杯無料！ 

圧巻の解体パフォーマンスと“こころ”自慢の新鮮な「鮪」を是非1度ご堪能下さい。  

【 豪華オープニングイベント＆サービス！！】 

・ｻｰﾓﾝとｲｸﾗ丼 / 800円 

・調理長自慢の濃厚ﾌﾟﾘﾝ / 497円 

・本日、大漁 海鮮丼 / 980円 

4月1日(金) ・2日(土) 17時～ / 4月3日(日) 11時～    ※数量限定 ※なくなり次第終了となります 

  

※ランチは全て味噌汁・香の物付き 



厳選したお肉を使ってつくるレアな粗挽きハンバーグやボリュームたっぷりのステーキを思う存分味わえる人気店
「アミーゴ森崎」が、この春リニューアルオープン！真の肉好きの方々のご要望にとことんお答するために、ハン
バーグの味も徹底的に見直し、ステーキは質・量ともに更にパワーアップ！生まれ変わった塊肉の食べれるお店
「アミーゴ森崎」に多くの肉好きファンが集います。 

“塊肉”が食べれるお店  「アミーゴ森崎」  リニューアルＯＰＥＮ！！ 

【場所】 丸亀町グリーン 東館２Ｆ 

【店舗名】 アミーゴ森崎 

※主なメニュー （価格は全て税抜） 

サービスランチ：  602円〜  ※選べる全4種（ライス・スープ付き） 
■ハンバーグのコンビランチ/ 1,000円 
■ステーキランチ /  800円 

定番メニュー：  （ライス・スープ付き） 

■アミーゴハンバーグ / 1,150円 (ハーフ)  /  1,950円  (ポンド) 
■アミーゴステーキ / 1,350円(ハーフ) /  2,600円 (ポンド) 
■オリーブ牛ステーキ / 2,150円(ハーフ) / 4,200円(ポンド) 

【営業時間】  
平日：ランチ 11時〜15時（LO:14時半）   
ディナー 17時〜22時（LO:21時半） 
土日祝日：11時〜22時（LO:21時半） 

フェア＆キャンペーン情報 

丸亀町グリーンでは4周年フェア最初の週末となる4月2日(土)に、「祝４周年！オープニ
ングセレモニー」を開催。今回4周年のメインアイコンにも使用されている、高さ約1.5メー
トルもの巨大なバースデイケーキが、人気スイーツショップ”おんまいルーヴ”のパティシ
エの手によって実物となって登場いたします。更に！セレモニーでは、当日お集まりいた
だいたお客様200名様に”おんまいルーヴミニケーキ”のご試食もプレゼント！ 
丸亀町グリーン4歳のバースデイに、たくさんのお客様の笑顔が溢れます。 

【時間】 15時15分～  （ケーキ試食の整理券は15時より配布）   
              ※200名に達し次第終了 

【日程】 4月2日(土) 

【場所】 けやき広場 【協力】 おんまいルーヴ 

丸亀町グリーン 祝4周年！ オープニングセレモニー 

2012年4月19日の開業以来、”育む街”として地域と共に成長し続ける 
「丸亀町グリーン」は、この春お陰さまで４周年！そこで、日頃のご愛顧
に感謝を込めて4月1日（金）～5月5日（木）の「GREEN’S BIRTHDAY」
期間中、様々なフェアやキャンペーンを多数開催いたします。 
また4月2日(土)の丸亀町グリーン祝4周年を記念した“オープニング 
セレモニー”では、人気スイーツショップ「おんまいルーヴ」のパティシエ
によって今回の4周年のためだけに作られた巨大バースデイケーキのお
披露目をはじめ、先着200名様を対象にミニケーキのご試食もプレゼント。
4年間、丸亀町グリーンを育んで来てくれた街に、お客様に、 
心からの感謝をお届けいたします。 

※4周年バースデイケーキイメージ 

おかげさまで4周年！「GREEN’s BIRTHDAY」 4月1日(金)スタート！ 

【ＴＥＬ】 087-811-2009  



イベント情報 

4月26日(土)  マキシマム ザ ホルモン  “祝！「デカ対デカ」10万枚ヒットお礼参り 腹ペコ抽選サイン会”    

【日時】 3月26日（土） 
【時間】 15：00～  (受付11:00～15:00／開始15:00／終了予定16:00)  
              ※イベント終了後、サイン会当選者のみメンバー全員によるサインを行います。 

【場所】 けやき広場 
【当日商品対象店舗】 タワーレコード 高松丸亀町店 

＜サイン会について＞ 
・サイン会の抽選方法及び当選者に関しては、当日イベント中に発表致します。 
・サイン会はイベント終了後に行います。当選者の方は、係員の指示に従ってサイン
会にご参加ください。 

＜特設エリアについて＞ 
・「特設エリア」入場券の入場番号はランダムに割り振られています。「特設エリア」入
場券に記載の時間から、番号順でご入場ください（先着順ではありません）。 
・「特設エリア」スペースにご入場の際には、必ず特設エリア入場券、およびホルモン
スタンプが押印された「デカ対デカ」をご持参ください。なお、盗難/紛失/破損等によ
る再発行は一切致しませんのでご注意下さい。 
・「特設エリア」入場券をお持ちでない方は、後方にてイベントをご観覧いただきます
のであらかじめご了承ください。 
・くじ引きにてハズレくじ(何も記載のないもの)が出た場合は、「特設エリア」への入場
は出来ません。「特設エリア」の後方からの観覧をお願いいたします。 

 ※その他の詳細は下記ホームページご参照下さい。  

マキシマム ザ ホルモン 公式サイト http://www.55mth.com  
VAPイベント告知 ホームページ http://www.vap.co.jp/1129/event20160326takamatsu.html  

【イベント参加方法】 
昨年11月18日 発売『Deka Vs Deka～デカ対デカ～』(VPBQ-19093)を当日ご持参の方か、当日会場でご購入いただいた方は、 
ホルモンメンバー全員からパッケージの外箱にサインをしてもらえる抽選会にご参加いただけます。 
また、イベントステージ近くに設けられた「特設エリア」入場券が当たるくじ引き(無くなり次第終了)にもご参加いただけます。 
※イベント当日の受付時間内に会場の受付へDVD「デカ対デカ」をお持ちください。受付で「デカ対デカ」の外箱にホルモンスタンプを
押印しますので、その箱を持参したままイベントにご参加ください。 
※イベントの観覧は無料です。また、抽選会に参加されなくても自由にご観覧いただけます。 

マキシマム ザ ホルモン“祝！「デカ対デカ」10万枚ヒットお礼参り 腹ペコ抽選サイン会”の開催が決定しました。 



ハーブのある暮らしを提案する「生活の木」では、5月3日(火)と５日(木)の 
2日間、手軽に作れるローズを使ったドライポプリのワークショップを開催！
またワークショップ以外にも、ルームスプレー等をはじめ、これからの季節に
おススメのアイテムの販売や、おいしいハーブティーの試飲もご用意♪ 
4周年を迎えた生活の木丸亀町グリーン店が、更なるハーブの魅力を皆様
にお届け致します。 

【生活の木】  「ローズのドライポプリ 」 ワークショップ 

日程 ： 5月3日（火）・5日（木）  

時間 ： 12：00～17：00 随時受付  所要時間：約15分  

材料費 ： 540円（税込）  

場所： けやき広場  

お問い合わせ：  生活の木 丸亀町グリーン店  ＴＥＬ：087-821-1522  

【ザ・ノース・フェイス】  Grow up Manufacturing  ～オリジナルコースター＆ハンカチづくり～  
   

開催日： ４月１６日（土） １２時～ 
集合・開催場所： 丸亀町グリーン けやき広場  
定員数：  コースター/ 約60名  ハンカチ/ 約30名 
参加費： １セット ３００円  
内容： ＊コースターづくり（丸太の輪切りにお絵描き） 
     ＊ハンカチづくり（白い布に木目スタンプで模様を描きます） 
※当日先着順での参加・なくなり次第終了となります  

子どもから大人まで、世代を超えて楽しめる新しいアウトドアライフス
タイルを提案する『THE NORTH FACE』では、材木屋として木の魅
力を発信し続ける『KITOKURAS』とコラボレーションした大人気ワー
クショップを4月16日(土)に開催いたします。当日は、丸太の輪切り
にお絵かきをして楽しむ「木のコースターづくり」や白いハンカチに
木目のスタンプを押して模様を描く「ハンカチづくり」などにチャレン
ジ！！子供達自ら「本物に触れること」「自然を感じ本物を自分で作
り出すこと」の体験を通して、木の温もりや魅力を発信していきます。 

【お問い合わせ・お申込み先】  
 ■ザ・ノース・フェイス高松店 TEL 087-813-2433  
 高松市丸亀町７－１６ 丸亀町グリーン西館１Ｆ  
 ■キトクラス TEL 0877-86-5331  
 丸亀市綾歌町栗熊東３６００－５ 

※前回開催の様子 

《本件に関するお問い合わせ先》 

丸亀町グリーン運営室 担当 ：藤本（フジモト） 合田(ゴウダ)  

〒760-0029  香川県高松市丸亀町7番地16 丸亀町グリーン西館４Ｆ 

ＴＥＬ：087-811-6600 ＦＡＸ：087-821-6960 

 


