
News Release 

  

週末はハイネケン、ラグビー、夜景に乾杯！ 

Limited Addition Bar for the Rugby 
ハイネケンカラーに彩られたベロビストでビール片手に熱狂しよう！9月 20日（金）～11月 2日（土）決勝まで 

１ 

報道関係各位 2019 年 9 月 18 日 

セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、総支配人：宮島芳明）のタワーズバー「ベロビスト」（40F）では、ラグビーワールドカップ 2019™ 

ワールドワイドパートナーであるハイネケン協力のもと、2019 年 9 月 20 日（金）～11 月 2 日（土）の大会期間中において、日程限定でハイ

ネケンプレゼンツ ポップアップバー“Limited Addition Bar for the Rugby”を開催いたします。 

 

 

詳細はこちら https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html 

 “Limited Addition Bar for the Rugby”と題した期間限定のポップアップバーは、タワーズバー「ベロビスト」において、ラグビーワールドカップ

2019™ ワールドワイドパートナーであるハイネケンがプレゼンツする企画です。「ベロビスト」のエントランスやバーカウンターをハイネケンカラー（グリー

ン）で彩り、ハイネケンパイントをご注文されたお客さまにくじ付ラグビーワールドカップ 2019™デザインのハイネケンコースターを進呈し、当たればその

場で大会限定非売品グッズをプレゼントいたします。また、店内ではハイネケンパイントを飲みながら、ラグビーワールドカップ 2019™日本大会の試

合観戦もお楽しみいただけます。やわらかい香ばしさがありながらもキレのあるさっぱりとした癖のない味わいと、黄金色のボディに鮮やかなグリーンのロ

ゴが映えるハイネケンが熱狂と興奮を盛り上げます。 

 

「ベロビスト」のエントランスやバーカウンターをハイネケンカラー（グリーン）で彩り、店内でハイネケンパイントを飲みながら、ラグビーワールドカップ

2019TM 2019 日本大会の試合放映をお楽しみいただけます。大会の初戦を飾る日本 対 ロシア戦から強豪ひしめく準決勝戦、そして手に汗

握る決勝戦まで見どころを余すことなくご観戦いただけます。 

また、ハイネケンパイントをご注文されたお客さまにくじ付ラグビーワールドカップ TM＆ハイネケンデザインコースターを進呈し、当たればその場で 2019

年大会限定非売品グッズをプレゼントいたします。やわらかい香ばしさがありながらもキレのあるさっぱりとした癖のない味わいと、黄金色のボディに鮮

やかなグリーンのロゴが映えるハイネケンが熱狂と興奮を盛り上げます。 

【“Limited Addition Bar for the Rugby”概要】 

■企画名称： ハイネケンプレゼンツ ポップアップバー “Limited Addition Bar for the Rugby” 

■開催日程： 2019 年 9 月 20・21・22・29 日、10 月 5・6・12・13・19・20・26・27 日、11 月 1・2 日 

■場  所： タワーズバー「ベロビスト」（40F） 

■時  間：平日 16:00～25:00（24:00 L.O.）土・日・祝日 13:30～25:00（24:00 L.O.） 

        ※開催日は試合の放映時間以外もハイネケンパイントを提供。 

■内  容：ハイネケン 1 パイント（630ml） 

■金  額：1,400 円(1,663 円／1,694 円) 

        ※カウンター席以外は 19:00 以降別途テーブルチャージ料を頂戴いたします。 

■ご予約・お問い合わせ：03-3476-3398（ベロビスト） 

 
※表示の料金は本体価格とし、（  ）カッコ内左はサービス料 10％・消費税 8％を含んだ 9 月 30 日までの料金 

 右はサービス料 10％・消費税 10％を含んだ 10 月 1 日以降の総額表示となります。 

◎本件に関する取材・お問い合わせ先 

セルリアンタワー東急ホテル 広報／西澤、川島、三浦、猪鼻、齋藤 TEL:03-3476-3348 FAX：03-3476-3769(広報直通) 

取材窓口 齋藤 E-mail: s.saitoh@tokyuhotels.co.jp URL: https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/ 

セルリアンタワー東急ホテルは ISO14001 認証を取得し、さらに人、環境に優しいホテルを目指していきます。 

※画像はイメージです。 

 

TM © Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved. 
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以上 

■放映予定試合日程 

東京スタジアム、横浜国際総合競技場の試合を放映予定。（全 15 回） 

9 月 20 日（金） 日本 v ロシア （東京 19：45） 

9 月 21 日（土） フランス v アルゼンチン （東京 16：15）、ニュージーランド v 南アフリカ （横浜 18：45） 

9 月 22 日（日） アイルランド v スコットランド （横浜 16：45） 

9 月 29 日（日） オーストラリア v ウェールズ （東京 16：45） 

10 月 5 日（土） イングランド v アルゼンチン （東京 17：00） 

10 月 6 日（日） ニュージーランド v ナミビア （東京 13：45） 

10 月 12 日（土） イングランド v フランス （横浜 17：15） 

10 月 13 日（日） 日本 v スコットランド （横浜 19：45） 

10 月 19 日（土） 準々決勝 1 （東京 19：15） 

10 月 20 日（日） 準々決勝 4 （東京 19：15） 

10 月 26 日（土） 準決勝 1 （横浜 17：00） 

10 月 27 日（日） 準決勝 2 （横浜 18：00） 

11 月 1 日（金） 3 位決定戦 （東京 18：00） 

11 月 2 日（土） 決勝戦 （横浜 18：00） 

 

【タワーズバー「ベロビスト」】40F 
   
ご予約・お問い合わせ 03-3476-3398（直通） 03-3476-3000（代表） 

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/ 
平日 16:00～25:00（24:00 L.O.） 

土・日・祝日 13:30～25:00（24:00 L.O.）  

席数 118 席 定休日 無休 全席禁煙 

 

「ベロビスト」とはスペイン語で「美しい眺望」の意味。その名の通り、薄暮に包まれる夕刻から夜にかけて 

新宿副都心、神宮、東京タワー、そして富士山までのドラマティックな景色に包まれて、大人だけの上質な 

時間をお過ごしいただけるバーです。 

2018 年秋「美食・美酒・音楽」をテーマに新たに生まれ変わり、賑やかにお過ごしいただくバーエリア 

大切な方との時間を過ごす特別席、ゆったりとしたソファに身をゆだねる VIP エリア、音楽を身近に感じて 

いただけるエンタテイメントスペース、そして二次会などにもご利用いただけるプライベートルームなどシーンごとに 

多彩な席を用意しております。渋谷のスクランブル交差点の如く、ベロビストを拠点に様々な出会いが生まれ 

心に残る体験が叶うような空間を創出いたしました。 

お飲物も今話題のジャパニーズウイスキーや世界レベルのバーテンダーが彩るカクテルをはじめ、これまでも 

愛されてきたワインのラインアップも引き続き取り揃えております。 

季節ごとに織り成す旬の料理も魅力。音楽イベントの定期的な開催の他、お酒の楽しみ方のご提案をする 

プランなどを発信してまいります。 

 

■ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会限定非売品グッズ詳細 

 

世界 192 ヶ国以上で愛飲される、インターナショナルプレミアムビール ハイネケンの今大会限定非売品グッズ。 

 

・ハイネケンパイントグラス（630ml）限定 20 個 

（グラスの底にはラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会の優勝カップのエンボス加工。） 

・ラグビーワールドカップ 2019TM ボールキーチェーン 限定 15 個 

・ステッカー 限定 40 枚 

 


