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２０２２年４月ＪＲゲートタワーは開業５周年
～イベント・プレゼントキャンペーン・メニュー企画など盛りだくさん!!～
ＪＲゲートタワーは４月で開業５周年を迎えます。
「ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階」
では「ＰＡＳＳＩＯＮ！！」
（情熱）をテーマに、書道家によるパフォーマンスイベントをはじめメニュー
企画やプレゼントキャンペーンを実施いたします。また各施設でも５周年をテーマにご愛顧への感謝を込
めた様々な企画を開催いたします。ぜひこの機会にＪＲゲートタワーへお越しください。

ＪＲゲートタワー５周年 イメージビジュアル

１．ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階 「ＰＡＳＳＩＯＮ！！」
（情熱）
「ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階」は、４月７日（木）に開業５周年を迎えます。
「ＰＡＳＳＩＯ
Ｎ！！」
（情熱）をテーマに、料理人・スタッフ・お客様の情熱で、名古屋で一番熱い場所に盛り上げる様々な企画を
実施します。

（１）オープニングイベント「情熱パフォーマンス」
開業５周年記念のオープニングイベントとしてＪＲゲートタワー１階 イベントスペースで、
デザイン書道作家の鈴木 愛さん、ピザアクロバットの赤萩 一也さんによる
情熱ライブパフォーマンスを行います。
※状況によりイベントを変更または中止する場合がございます。
※ＪＲゲートタワー１Ｆイベントスペースでのイベントは観覧無料です。

①デザイン書道作家の鈴木 愛さんによるライブパフォーマンス
【日時】４月９日（土）13：00～
【場所】ＪＲゲートタワー１階 イベントスペース

鈴木 愛
愛知県豊橋市出身。音楽に合わ
せて文字やイラストをカラフ
ルに仕上げるパフォーマンス
書道。会場にいるお客様の熱気
を巻き込みながら、一期一会の
作品を制作。

②ピザアクロバットの赤萩 一也さんによるライブパフォーマンス
【日時】４月９日（土）11：00～、15：00～
【場所】ＪＲゲートタワー１階 イベントスペース
赤萩一也
ピザアクロバット世界大会 5
連覇の記録保持者。2011 年 に
ピザ職人協会を発足し活動を
続ける。日本のメディアにも多
数出演経験あり。

（２）料理にかける思いなどにフォーカスした「情熱グルメフェア」
料理提供だけでは見えない、各店のこだわりや思いを込めた料理を特集し、ゲートタワープラザ レストラン街
のパワーをお届けします。開業５周年限定メニューも多数ご用意。情熱入魂コメントを載せた店頭看板や特設ホ
ームページをご覧いただきながら、各店イチオシの料理をお楽しみください。
【期間】４月７日（木）～５月３１日（火）
【場所】ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階
一部メニューをご紹介

Bar Español LA BODEGA
＜5 周年限定＞
松阪牛と生うに 桜エビのパエリャ
豪華な食材をふんだんに使用した
スペシャルメニュー！
1 人前 2,010 円 ※ディナーは2 人前～注文可

※価格はすべて税込です。※別途サービス料等を頂戴する場合がございます。※メニューの内容や価格等変更する場合がございます。

鶏鉄板料理 かしわ
＜5 周年限定＞
純鶏名古屋コーチン 5 種盛り
鶏肉鉄板焼専門店が選び抜いた純
鶏の名古屋コーチン！ 2,580 円
※17：00～限定

銀座天龍
＜5 周年限定＞
海鮮おこげ
厳選素材が煮込まれた餡をお客様の
前で仕上げる情熱パフォーマンス！
1,600 円

Rice people, Nice people!
＜5 周年限定＞
ブラックベリーのパッションパフェ
クール&スタイリッシュの中に燃え
るパフェへの情熱！ 1,800 円

（３）一番情熱を感じたメニューを選んで応募！
抽選で総額 800 万円相当の賞品があたる「情熱グルメ人気投票キャンペーン」
ゲートタワープラザ レストラン街の各店舗で税込 500 円以上ご飲食の方に、お一人様につき１枚応募券を進
呈。
「情熱グルメフェア」の中から一番情熱を感じたメニューを選び、必要事項等を記入し応募箱に投函いただい
た方の中から抽選で、
「タワーズ・ゲートタワープラザ レストラン街のお食事券」
（以下、
「お食事券」
）やＪＲゲ
ートタワーのお店の商品など総額 800 万円相当の賞品をプレゼント。
はずれた方にもＷチャンス！人気投票上位３位までのメニューに投票された方の中から抽選で、1 万円分の「お
食事券」が１０名様に当たります。奮ってご応募ください。※応募券の数には限りがあります。※重複当選はありません。※
「お食事券」は、ゲートタワープラザ１３階の「つけめんＴＥＴＳＵ」ではご利用いただけません。※賞品の内容は変更となる場合がございま
す。

【投票期間】４月７日（木）～５月８日（日） ※ランキングの結果は５月１２日（木）に館内・ホームページなどで発表予定
【対象店舗】ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階 各店舗
【投票場所】ゲートタワープラザ レストラン街 １２階 広場
賞品
Ａ賞
Ｂ賞
Ｃ賞
Ｄ賞

タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 お食事券 5,000 円
【名古屋ＪＲゲートタワーホテル】
宿泊＆THE GATEHOUSE ご利用券 10,000 円
【タカシマヤ ゲートタワーモール】
テネリータ 超甘撚りバスタオルショート＆フェイスタオル
【タカシマヤ ゲートタワーモール】
BAUM アロマティックハンドクリーム L＆ハンドウォッシュ

人数
1,200 名様
50 名様
25 名様
25 名様

Ｅ賞

【ビックカメラ】BRUNO コンパクトホットプレート

30 名様

Ｆ賞

【ビックカメラ】デロンギ 1.0L 電気ケトル

25 名様

Ｇ賞

【ユニクロ】ギフトカード 5,000 円

40 名様

Ｈ賞

【ジーユー】ラウンジセット（メンズ）＋サテンパジャマ（ウィメンズ）

70 名様

Ｗチャンス賞

タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 お食事券 10,000 円

10 名様

計

1,475 名様

２．各施設におけるキャンペーン等の実施
５年間のご愛顧への感謝を込めて、ＪＲゲートタワー内では、タカシマヤゲートタワーモール、ビックカメラ、ユニ
クロ、ジーユー、名古屋 JR ゲートタワーホテル、コクールルネサンスによるキャンペーンや特別プラン等を用意して
おります。ご来館の際にはぜひお立ち寄りください。

（１）タカシマヤ ゲートタワーモール『５周年記念 ＧＯ！ＧＯ！大抽選会』
期間中の当日にタカシマヤ ゲートタワーモールで
税込 5,000 円ごとのお買上げにつき１回、大抽選会にご参加いただけます。
【期間】４月１５日（金）～４月１７日（日）
【場所】タカシマヤゲートタワーモール ７階 ローズテラス

（２）ビックカメラ × ユニクロ × ジーユー『ガラポン大抽選会 ＆ スタンプラリー』
ビックカメラ・ユニクロ・ジーユーの３社合同で、３社の購入レシート合計が 8,000 円以上で、
１回ガラポン抽選会にご参加いただけます。ガラポン抽選会の景品として
様々な商品を取り揃えております。また同時開催でスタンプラリーを実施いたします。
各店舗に設置されたスタンプを３つ集めるとお菓子をプレゼントいたします。
【期間】４月８日（金）～４月１０日（日）
【場所】ガラポン大抽選会会場：ＪＲゲートタワー９階 ビックカメラ店内特設会場
スタンプラリー設置場所：ＪＲゲートタワー９～１１階

（３）ユニクロ
ユニクロ名古屋店は、今春５周年を迎えます。支えて頂いたお客様に心からの感謝を込めて、
４月１５日（金）～４月２１日（木）
、５周年特別企画を開催します。昨年１１月に
中部地方初登場以来、大人気「UT me!」には新たに１４の愛知を代表する企業様との
コラボレーションが実現し、新柄が登場！１５日（金）～１７日（日）は、
素敵な景品が揃った大抽選会を開催。刺繍の無料サービスなど、名古屋店だけの
様々な特別企画や、愛知県内ユニクロ店舗だけの特別企画もご用意しています。
この特別な５周年企画へのご来店を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
【期間】４月１５日（金）～４月２１日（木）
【場所】ＪＲゲートタワー１１階 ユニクロ店内
※抽選会は４月１５日（金）～４月１８日（日） ３日間限定開催
※無料刺繍サービスは先着順です。既定数達し次第終了になります。

（４）ジーユー
①『名古屋モード学園 × ジーユー』
ジーユーでは５周年の特別企画として名古屋モード学園と様々なコラボレーション企画を実施します。
・
「ＳｔｙｌｅＨｉｎｔ」で着こなし提案
着こなし発見アプリ「ＳｔｙｌｅＨｉｎｔ」※上で、名古屋モード学園の生徒が、ジーユーのアイテムを
使ったトレンドの着こなしを提案。今すぐ着られるコーディネートにご注目ください。
※「ＳｔｙｌｅＨｉｎｔ」は、ユニクロ、ジーユー、プラステ、セオリー公式の着こなしを毎日投稿しています。

【投稿日】
「ＳｔｙｌｅＨｉｎｔ」への投稿：４月５日より
【サイトＵＲＬ】 https://www.stylehint.com/jp/ja/
・その場で買える！「ＧＵ ＬＩＶＥ ＳＴＡＴＩＯＮ」でコーディネート紹介
ジーユーのライブ動画配信サービスである「ＧＵ ＬＩＶＥ ＳＴＡＴＩＯＮ」に、特別ゲストとして
ご参加いただき、トレンドのカラーミックスやミニＴを使ったスタイリングとそのポイントをご紹介します。
ライブ配信中に紹介されるアイテムについて質問でき、その場でご購入いただくことも可能です。

【実施日】４月８日（金） ２０時～２１時予定
【サイトＵＲＬ】 https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/live-commerce/
・名古屋モード学園スタイリスト科の生徒による特設売り場が期間限定で登場
キレイめコーデとカジュアルコーデをテーマに、名古屋モード学園スタイリスト科の生徒によるコーディネート
マネキンと特設コーディネートコーナーが期間限定で登場します。お客様もご参加いただける
「お気に入りコーディネート投票」も実施しますので、是非お立ち寄りください。
【展示期間】４月８日（金）～４月２１日（木）
【場所】ＪＲゲートタワー１１階 ジーユー店内
②「愛知祭」開催
期間中、ジーユー名古屋ゲートタワー店だけの特別価格アイテムと、愛知県内のジーユー店舗にて特別価格で
ご提供するアイテムをご用意しています。
【実施期間】４月１５日（金）～４月２１日（木）
【場所】ＪＲゲートタワー１１階 ジーユー店内

（５）名古屋 JR ゲートタワーホテル
５周年特別記念として、開業した２０１７年４月にかけて、17,400 円で朝食付き、
２名様でも同料金の謝恩価格プランや、５年間で初めてとなるコンセプトルームを販売いたします。
また、開業日４月１７日から先着５００室、ご宿泊のお客様に記念品をプレゼントいたします。
【期間】４月１日（金）～６月３０日（木）
※記念品のプレゼントは４月１７日（日）～先着５００室（１室１箱）
【場所】ＪＲゲートタワー１５階 名古屋 JR ゲートタワーホテル

（６）コクール ルネサンス『５周年特別入会キャンペーン』
コクールルネサンスでは５周年を記念して、特別な入会キャンペーンをご用意いたします。
入会金、事務手数料、１カ月分の会費が全て０円です。ぜひこの機会にご入会をご検討ください。
【期間】４月１日（金）～４月３０日（土）
【場所】ＪＲゲートタワー１３階 コクールルネサンス

イベント・フェアの内容は、当社ホームページ https://www.towers.jp/でもご紹介いたします。

※イベントの内容や出演者、商品の内容や価格等は、予告なく変更する場合がございます。
※掲載の画像はすべてイメージです。また、価格は消費税込みです。
※レストラン街に関するお客さまのお問合せ先は、０５２－５８６－７９９９（９時～２０時）です。
※各施設に関するお問い合わせは、それぞれの施設に直接お問い合わせください。

