


恵比寿三越地下2階のフードガーデンでは各グレードのメープルシロップや他の豊富な種類のメープル製

品を一堂に集め、テイスティングいただける特別コーナーを設置。さらにWINE MARKET PARTYでも、販売

されるメープル製品すべてをご試食いただけるテイスティングコーナーを設けます。普段試す機会の少な

い製品もテイスティングいただけます。 

ウェスティンホテル東京では期間中、全レストランとバー、ラウンジでメープル製品を使ったオリジナルメニ

ューを提供する他、特別宿泊プランや有元葉子さんと「ビクターズ」料理長によるトークとランチが楽しめる

サロンなど、メープルフェアにふさわしいイベントを展開する予定です。 

このほか、メープリウムに隣接して、オープンエアカフェをオープンする他、メープルの不思議な世界と基

礎知識を楽しく学べるクイズ形式のラリーなど、メープルの美味しさや知られざる魅力を余すところなくお

伝えし、味わっていただける企画をご用意しました。 

 

なお、諸般の都合により、内容の一部が変更する場合もありますので、予めご了承下さい 

 

開催概要	 

	 

タイトル：	 『Maple	 Wonderland	 ‒出会う！感じる！メープルの不思議な世界』	 

会	 	 場：	 	 恵比寿ガーデンプレイス施設全体	 

会	 	 期：	 2012年5月19日（土）から6月17日(日)	 	 	 

主	 	 催：	 恵比寿ガーデンプレイス、ケベック・メープル製品生産者協会	 

協	 	 賛：	 カナダ農務・農産食品省	 	 

後	 	 援：	 在日カナダ大使館	 	 
 
[主な内容]	 

◇	 メープルグルメフェア	 

シャトーレストラン ジョエル・ロブションやウェスティンホテル東京をはじめとする恵比寿
ガーデンプレイス内の参加レストラン・カフェで、メープル製品を使用した期間限定特別メニ
ューを提供します。今回ウェスティンホテル東京では、最上階にあるコンチネンタルレストラ
ン「ビクターズ」をはじめ、「ザ・テラス」、「龍天門」などホテル内の全レストランが参加
します。さらに恵比寿三越地下2階のフードガーデンのデリカテッセンも加わり、合計29店舗
でフェアを展開します。各店舗が工夫を凝らして創作した期間限定のメープル特別メニューの
数々をお楽しみください。対象メニューをご注文またはご購入の方には、料理研究家の有元葉
子さんによるレシピ  ブックとメープルのハンドブック、カナダ産ミニメープルシロップを差
し上げます。 

場 所：恵比寿ガーデンプレイス施設内の参加レストラン	 

・	 シャトーレストラン	 ジョエル・ロブション	 

・	 ウェスティンホテル東京内全レストランとウェスティンデリ	 

・	 恵比寿三越地階2階フードガーデン	 デリカテッセン	 

・	 ガーデンタワー38階・39階、グラススクエア、他恵比寿ガーデンプレイス

	 内のレストラン・カフェ	 

期 間：2012年5月19日(土)	 ~	 6月17日(日)	 

	 

◇	 「メープリウム」	 

本イベントの象徴として、センター広場に直径約11メートルのドーム型のテントを設置し、カ
ナダのカエデ原生林（シュガーブッシュ）を表現します。土日にはテント内を解放し、昼はま
るで森の中を散策するように観覧するパネル展示、夜はシュガーブッシュに包み込まれるかの
ような圧倒的な迫力の全天周映像を見ながら、メープル製品が誕生する不思議な世界をお楽し
みいただけます。 

 



場 所：センター広場	 

期 間：2012 年 5 月 19 日(土)	 ～	 6 月 17 日(日)（イベント開催：土曜日・日曜日）	 

イベント：昼の部：森のギャラリー	 土日午前 11 時	 ~	 午後 6 時	 

	 	 	 	 	 夜の部：メープルシアター	 土日午後 7 時	 ~	 午後 10 時	 

夜間点灯：	 平日午後 7 時	 ~	 午後 10 時	 
	 

	 

◇	 メープルオープンカフェ	 

メープル製品を使ったお飲み物やお菓子などを無料で提供するオープンエアのカフェです。メ
ープリウムでメープルの不思議な世界をお楽しみいただいた後は、オープンカフェで  メープ
ルの美味しさを体験してください。	 

場 所：センター広場	 

期 間：2012 年 5 月 19 日(土)	 ～	 6 月 17 日(日)	 の土曜日、日曜日	 	 

時 間：午前 11 時	 ~	 午後 6 時	 
	 

	 

◇	 メープル・テイスティング	 	 

恵比寿三越地下2階のフードガーデンでは豊富な種類のメープル製品を一堂に集め、販売する
だけでなく、期間限定のテイスティングコーナーを設置し、100%純粋な本物のメープルをそ
の場でお試しいただけます。メープルシロップの4つのグレード（エキストラライト／ ライト
／ミディアム／アンバー）の味比べや、メープルスプレッドやメープルゼリーなど、普段試す
機会の少ない製品もテイスティングいただけます。また地下1階プロムナードのWINE 
MARKET PARTYでも、販売中のメープル製品が試食いただけるテイスティングコーナーを設
けます。メープル・テイスティング実施中、メープル製品をご購入の方には、料理研究家の有
元葉子さんによるレシピブックとメープルのハンドブック、カナダ産ミニメープルシロップを
差し上げます。 

場 所：恵比寿三越	 地下 2 階フードガーデン	 特設コーナー／WINE	 MARKET	 PARTY 
期 間：2012年5月19日(土)	 ~	 6月17日(日)の土曜日、日曜日	 

営業時間：午前11時	 ~	 午後8時（各店舗に準じます）	 

※開催場所により日時が変わる場合もございます	 
 
 
◇	 栄養管理士によるメープルセミナー	 

恵比寿三越地下 2 階のフードガーデンにて、管理栄養士の安中千絵さんをお迎えし、メープルの
栄養価についてのセミナーを、試食を交えて行います。どなたでも気軽にご参加いただける無料
セミナーです。 

場 所：恵比寿三越	 地下 2 階フードガーデン	 特設会場	 

期 間：2012 年 6 月 9 日(土) ・ 10 日(日)   

時   間：9 日： 第 1 回 午後 2 時~、第 2 回 午後 3 時~、第 3 回 午後 4 時~ 

 10 日： 第 1 回 午後 2 時~、第 2 回 午後 3 時 30 分~  （各回約 20 分） 

 
◇	 メープル・クイズ＆スタンプラリー	 

どなたでもご参加いただけるクイズとスタンプの複合ラリーです。メープルの不思議な世界と
基礎知識を楽しみながら学んでいただけます。恵比寿ガーデンプレイス内のスタンプポイント
をまわり、ラリーシートのクイズにみごと全問正解した方には素敵な賞品をプレゼント。クイ
ズの答えを導くヒントはメープリウム内森のギャラリーにあります。 

場 所：恵比寿ガーデンプレイス施設全体	 



期 間：2012年5月19日(土)	 ~	 6月17日(日)の土曜日、日曜日	 

時 間：午前11時	 ~	 午後6時	 

参加特典：クイズ＆スタンプラリーに参加された全ての方に参加賞、クイズに全問正解し

た方にはパーフェクト賞など、カナダ産ミニメープルシロップやメープルを使

った製品を差し上げます。	 

	 

◇	 ウェスティンホテル東京	 

ウェスティンホテル東京では、「Maple Wonderland」にあわせて、カナダの自然の恵みメー
プルと一緒に過ごす、期間限定宿泊プランをご用意。また、料理研究家の有元葉子さんをお招
きし、最上階のコンチネンタルレストラン「ビクターズ」でメープルの魅力を語りながら、料
理長古屋シェフの特別ランチを召し上がっていただくサロンを開催する予定です。メープルの
豊かな香りとともに優雅なひとときをお過ごしいただける催しです。	 
・	 メープルフェア宿泊プラン	 

	 場 所：ウェスティンホテル東京	 

	 期 間：2012 年 5 月 19 日(土)～	 6 月 17 日(日)	 

	 参加特典：カナダ産メープルシロップのプレゼントなど	 

	 

・	 有元葉子さんと古屋
ふ る や

シェフのメープルサロン	 

	 場 所：「ビクターズ」ウェスティンホテル東京	 22 階	 

	 期 間：2012 年 5 月 31 日(木)午前 11 時	 ~	 午後 13 時 30 分	 

	 参加特典：有元氏と古屋シェフのトークとメープルを使用した料理を含むランチコース	 

	 	 （モエ・エ・シャンドン	 シャンパン 1 杯付き）	 60 名様限定	 

	 料 金：6,800 円（税・サービス料込）	 

 

 

 

 

 

ケベック・メープル製品生産者協会 

Federation of Quebec Maple Syrup Producers (FPAQ) 
ケベック・メープル製品生産者協会(FPAQ)は、1966年に設立された約7,400のメープル製品生産企業を代 
表する団体です。会員企業の経済的、社会的、精神的利益の保護と促進をミッションとし、各会員は共同でメー
プル製品全体の品質維持、知識の向上、そして国内外での市場活動を行っています。ケベック州は、世界のメー
プルシロップ生産量の80%、カナダ産メープルシロップの93%を生産しています。ケベック・メープル製品生産
者協会では、カナダ産メープルシロップ産業全体を代表して、“The Canadian Maple Innovation Network”をリ
ードしています。カナダ産メープル製品の７％はオンタリオ州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州で
生産されています。 
 
ホームページ      ：http://www.pure-maple.com (日本語)  
facebook      ：http://www.facebook.com/puremaple(日本語) 
 
カナダホームページ ：http://www.siropderable.ca （フランス語） 
カナダホームページ ：http://www.maplesyrupfederation.com (英語) 

【このリリースに関するお問い合わせ】 
ケベック・メープル製品生産者協会・広報代行 株式会社つきプランニング：長田・松島 

〒105-8608 東京都港区新橋 5-20-3 新橋 STビル 3 階 
TEL: 03-3437-6051  FAX：03-3437-6052 メール： maple@tsuki-p.com 

＝フェアに関するお客様からのお問い合わせ先＝ 
        

恵比寿三越ガーデン・プレイス・インフォメーション  
TEL: 03-5423-7111  URL: http://gardenplace.jp 

 


