Press Release

2015 年 7 月 17 日

ビーチリゾートをコンセプトに
コロナビールが楽しめるラウンジバー

「CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU」
が期間限定オープン！！
毎日 1,000 名様にクーポンが当たるデジタルキャンペーンも実施
この度、モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区桜丘町 代表取締
役社長：矢野健一）は、メキシコ産輸入ビール「コロナ・エキストラ」のビーチリゾート
感が楽しめる「CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU」を、東京・原宿のキャットスト
リート（所在地：東京都渋谷区神宮前 6-14-5 CASA 神宮前）」に、海の日である 7 月 20
日(祝)から 9 月 23 日(祝)まで期間限定でオープンします。サンセットが美しい沖縄・美ら
SUN ビーチにこの夏誕生したリゾートビーチラウンジ「CORONA SUNSETS BEACH
OKINAWA（7 月 1 日から 9 月 30 日まで期間限定オープン）
」のエッセンスを都会で体験
頂けるこの BAR では、
“ビーチ”と“音楽”をテーマにした空間で、ライムを挿した定番
スタイルのコロナはもちろん、コロナを使ったビアカクテルやフローズンカクテルをお楽
しみ頂けます。

東京でも有数のファッションスポットである「キャットストリート」に収容人数 200 人を
誇る大型 BAR とメキシカンロティサリーチキンタコスを販売するキッチンカーが出現。
建物の壁面に描かれた太陽をモチーフにした巨大なマンダラには、プロジェクションマッ

ピングによってサンセットが表現されるなど、都会の真ん中にいながらも、コロナのリゾ
ートビーチを感じられる非日常体験を提供致します。期間中に行われるプレミアムイベン
トは、9 月 12 日(土)、13 日(日)に沖縄で実施する音楽イベント「CORONA SUNSETS
MUSIC FESTIVAL」のプレバージョンとして、世界的に活躍する DJ を招聘したパーテ
ィーを開催します。またオープンを記念し、
「CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU」
で使用できるコロナの無料クーポンが毎日 1,000 名様に当たるデジタルキャンペーン
「360°TRIP IN SUNSETS BEACH」を 7 月 20 日(祝)より 1 週間、期間限定で実施いた
します。
■CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU
開催日時：

2015 年 7 月 20 日(月祝)～9 月 23 日(水祝)

開催場所：

東京都渋谷区神宮前 6-14-5 CASA 神宮前

営業時間：

平日

16:30～23:00 ※最終入店 22:00

土日祝 11:30～23:00 ※最終入店 22:00
※店舗前キッチンカーは全日程 11:30～22:00 営業
内容：

コロナ・エキストラ

¥500

コロナ・ビアカクテル各種

¥500

コロナリータ（フローズンカクテル）各種 ¥800
ロティサリーチキンタコス
その他フードの販売
DJ・バンドなど音楽 LIVE
主催：

モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社

URL：

http://corona-extra.jp

■KITCHEN CAR
テラスエリアに設置されたコロナ仕様の
キッチンカーでは、コロナ・エキストラや
ロティサリーチキンタコスを
ランチタイムから販売。

■ 外観
エントランス壁面に描かれた巨大なマンダラには
毎日 18:30 から 22:30 までプロジェクション
マッピングを実施。

¥500

■ FLOOR
リゾートビーチをモチーフにした店内には
パレットを用いたスタンディングカウンターや
ベンチシート、ビーチベッドなど、200 名が収容可
能。DJ ブースを設置したステージも常設。

■DRINK / FOOD
コロナ・エキストラ

¥500

【ビアカクテル】
コロナサンセット

¥500

他、合計 6 種類のコロナ・ビアカクテルを販売
【フローズンカクテル】
コロナリータ

￥800

他、5 種類のフローズンカクテルを販売

写真：コロナリータ

【FOOD】
ロティサリーチキンタコス

¥500

3 種類の特製ソース（ビアソース / ハラペーニョ
シーザーソース / ライムマヨソース）で
他、サイドメニューを 5 種類販売

■CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU MONTHLY SPECIAL EVENT
「CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU」が月イチでお届けするスペシャルイベント。
8 月は世界の音楽フェスティバルで活躍する「NAOKI SERIZAWA」と、イタリアよりカ
ットアップ・ディスコ・デュオ「TIGER & WOODS」が登場します。
開催日時：

2015 年 8 月 7 日(金) 19:00 スタート
※9 月は日程調整中

入場：

開催日限定のドリンクチケット(1,000 円分)を
7 月 20 日より店頭で前売り販売（先着 200 名まで）

アーティスト

TIGER & WOODS (Editainment / from Italy)
NAOKI SERIZAWA (LiLiTH)

■360°TRIP IN SUNSETS BEACH
この夏沖縄に誕生した「CORONA SUNSETS BEACH OKINAWA」を 360°体感できる
インタラクティブコンテンツです。スマートフォンを上下左右に動かすと、あらゆる方向
のビーチとそこで起こる短いストーリーを見ることができます。映像は全 4 本用意されて
おり、17:00 から 19:00 の”サンセットタイム”は、アクセスした時刻と同時間帯の映像
が再生されます。ぜひ 4 本すべての映像をお楽しみ下さい。また 7 月 20 日(祝)から 26 日
(日)には「CORONA SUNSETS BAR HARAJUKU」がオープンしたことを記念し、サン
セットタイム限定で、コンテンツを体感頂いた方へクーポンをプレゼントするキャンペー
ンも実施します。映像の中に登場するコロナを見つけてタップすることで、「CORONA
SUNSETS BAR HARAJUKU」で使用できるスペシャルクーポンを毎日先着で 1,000 名
様にプレゼントいたします。
アクセス URL: 360trip.corona-extra.jp
※対応端末は iOS8 以上の iPhone の safari ブラウザまたは chrome ブラウザです。
※Android 端末は非対応となります。

■CORONA SUNSETS MUSIC FESTIVAL

アーティスト第 2 弾発表

9 月 12 日(土)、13 日(日)に「CORONA SUNSETS BEACH OKINAWA」で行われる音楽
イベント「CORONA SUNSETS MUSIC FESTIVAL」のアーティスト第 2 弾が決定。本
イベントはメキシコ、イギリス、スペイン、イタリア、アメリカなど世界中のリゾートビ
ーチで開催されている音楽フェスで、その名の通りサンセットを眺めながら、コロナを片
手に、最高の音楽を楽しむビーチパーティーです。日本初開催となる本イベントでは、過
去に海外の同イベントに出演している DJ など国内外から多数のアーティストを招聘、
オンビーチにステージを組み、サンセットをバックに世界的なアーティストが DJ プレイ
やライブを行います。世界が認めたビーチパーティーの決定版、その日本初上陸にご期待
ください。

■CORONA SUNSETS MUSIC FESTIVAL
開催日時：
開催場所：

DAY1 2015 年 9 月 12 日(土)

OPEN / 12:00

START/13:30

DAY2 2015 年 9 月 13 日(日)

OPEN / 12:00

START/13:30

美ら SUN ビーチ野外特設ステージ

アーティスト： 第 1 弾発表アーティスト
MARK FARINA（Mushroom Jazz set）／
LIFE ON PLANETS(WOLF+LAMB)／DJ KENTARO／
BREAKBOT & IRFANE(ED BANGER-PARIS)／JAMAICA(LIVE)／
Rustie／

アーティスト： 第 2 弾発表アーティスト
Jose Padilla (IBIZA/Creator of Café Del Mar)／平井大／
BENOIT&SERGIO／Caravan／and more…
チケット：

前売り/ 1DAY チケット：4,000 円 2DAY PASS：6,000 円 ※全て税込
2015 年 7 月 10 日(金)～26 日(日)にローソンチケットで先行販売
2015 年 8 月 8 日(土)から各プレイガイドで一般販売

ツアー：

航空、宿泊、チケット、現地交通、特典付のツアーパッケージを
2015 年 7 月 10 日(金)より近畿日本ツーリストより販売中

主催：

モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社

URL：

http://corona-extra.jp

■コロナ・エキストラについて

世界 180 ヵ国以上で愛されている、国内輸入ビール“No.1”ブランド
すっきり、さっぱり飲める爽快感。良質な原料だけを使用し、飲みやすさにこだわって仕
上げたその味わいは他に真似できないコロナだけのオリジナルです。リゾートにいるよう
な開放感をもたらし、仲間たちと自然に会話が弾むコロナは、ライムをボトルに挿し込む
スタイルで世界中に愛されています。

品目：

ビール

原産国：

メキシコ

原材料：

麦芽、ホップ、コーン、酸化防止剤(アスコルビン酸)

賞味期限：

製造より 12 ヶ月

アルコール分： 4.5%
希望小売価格： コロナ・エキストラ ボトル (355ml) 278 円(税別)
コロナ・エキストラ スリム缶 (355ml) 264 円(税別) ※7 月 13 日新発売
コロニータ・エキストラ 小瓶 (207ml) 235 円(税別)
※価格はすべて消費税抜き。

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞
PR 代行： 株式会社ブーマー 担当：土谷/西川
メディアご担当者専用 media@corona-extra.jp
Tel：03-5778-8755（ブーマー代表電話）

