
 

平成 23年 10月 18日 

報道関係各位 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

今年もクリスマスケーキが続々登場！ 
『MIDTOWN CHRISTMAS 2011』 

いち早く、この時期だけのクリスマスディナーを楽しめる「アーリークリスマス」も開催 
 

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、今冬発売される、東京ミッドタウン限定のケーキ  

6種類を含む計 13種類のクリスマスケーキをご紹介します。また、イルミネーションを眺めながら、いち早くこの

時期だけのクリスマスディナーをお楽しみいただける「アーリークリスマス」情報や、クリスマスの追加イベント速

報もお届けします。 

 

イルミネーションを眺めながらレストランで、ご家族やご友人とクリスマスケーキを囲みながらご自宅で、年

末の優雅なひとときを過ごしてみませんか。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100 
 
 
 

 

   
 

 

▲pâtisserie Sadaharu AOKI paris 
「フレーズ ダムール」 3,400円 
 

▲Toshi Yoroizuka 
「ノエル・フレーズ」 3,900円 
 

▲京はやしや 
「抹茶と苺のクリスマスケーキ」 2,940円 
 

▲JEAN-PAUL HÉVIN 
「ビュッシュ リュディ」  5,250円 

 

▲ChikaLicious NY amarige 
「ストロベリーショートケイク 

-アマリージュスタイル」 3,200円（予定） 
 

東京ミッドタウン限定 

クリスマスケーキ一部抜粋
（価格は全て税込です） 

 

東京ミッドタウン限定 



 

 
 
特別な日にふさわしい、東京ミッドタウンならではのケーキを集めました。 

東京ミッドタウンでしか手に入らない、限定ケーキ 6種類を含む計 13種類をご紹介します。どれも材料から 

こだわった、選りすぐりのクリスマスケーキです。 

 
 
 
 
■pâtisserie Sadaharu AOKI paris 
（パティスリー・サダハル・アオキ・パリ）：03-5413-7112 
Fraise d’amour フレーズ ダムール：3,400円（税込） 
◇予約期間：10/12～12/12（予定） ◇店舗販売：12/22～12/25 
上品なローズが香るクレームヴァニーユに、爽やかで甘酸っぱいイチゴの 

ジュレをあわせました。サクッとしたピスタチオのフィヨンティーヌが 

さらに味わいを演出します。 
 
 
 
 
■ChikaLicious NY amarige 
（チカリシャス ニューヨーク アマリージュ）：080-3312-0757 
ストロベリーショートケイク-アマリージュスタイル：3,200円（税込）予定 
◇予約期間：11/15～12/15 ◇店舗発売：12/23～12/25 
ニューヨークで大人気のデザートバーが 10月 4日（火）から 2012年 1月 30日（月） 
までの期間限定で東京ミッドタウンにオープン。東京ミッドタウン限定のショートケーキ 

には苺と生クリームをふんだんに使っており、アマリージュらしさが彩りを添えます。 

 

 

 
 
 
■HENRI LE ROUX（アンリ・ルルー）：03-3479-9291 
ビッシュ アンサンブル「ユズマッチャ」：5,700円（税込） 
◇予約期間：10/12～なくなり次第終了 ◇店舗販売：12/23～12/24 

素材の色をダイレクトに表現したグラデーションが美しく、食べる場所によって味の 

バランスが異なる仕掛けが施してあります。柚子、抹茶、そしてミルクチョコレートの 

素材のアンサンブルが楽しめます。 

 
 

 

 
 
■サン・フルーツ：03-5647-8388 
マロンショコラ 5号 （15ｃｍ）：4,200円（税込） 
◇予約期間：12/1～12/21（予定） ◇店舗販売：12/22～12/25（予定） 
ミルクチョコと栗の 2層仕立てのムースの上に、栗とマロンクリームで仕上げました。 

※風味付けにアルコールを使用しております 

 

 

 

東京ミッドタウン クリスマスケーキラインナップ 

 
東京ミッドタウン限定 

 
東京ミッドタウン限定 

 
東京ミッドタウン限定 

 
東京ミッドタウン限定 



 

 
 
■Four leaves cafe Msweets：03-3478-7778 

（フォーリーブズカフェ エムスウィーツ） 
ホワイトクリスマス：2,500円～3,500（税込） 
◇予約期間：11/1～12/10（予定） ◇店舗販売：12/23～12/25 
2011年 3月、東京ミッドタウンにオープンしたカフェが迎える初めてのクリスマス。 

シェフこだわりの苺のコンフィチュールをサンドした、純生クリームと苺のケーキを、 

東京ミッドタウン限定で販売します。 

 

 
 

 
 
■ザ・リッツ・カールトン  カフェ＆デリ：0120-798-688 
クリスマスチョコレートケーキ 15ｃｍ：5,000円（税込） 
◇予約期間：11/1～12/20 ◇店舗販売：12/21～12/25 
弾力があり、しっとりとしたチョコレートスポンジがザッハマッセをまろやかな 

シャンティショコラが包みます。しっとりと芳醇な味わいが絶妙です。 

 
 
 
■JEAN-PAUL HÉVIN（ジャン＝ポール・エヴァン）：03-5413-3676 
“RUDY”LE REINE CURIEUX ビュッシュ リュディ：5,250円（税込） 
◇予約期間：11月初旬～12月中旬 ◇店舗販売：12/23～12/25 
ヴェネズエラ産のカカオを使ったショコラムースと口どけの良いショコラのビスキュイ、 

さくさくとした食感とヘーゼルナッツの香ばしさが広がるフィユティーヌを組み合わせて 

います。 

 
 
 
■Toshi Yoroizuka（トシ ヨロイヅカ）：03-5413-3650 
ノエル・フレーズ：3,900円（税込） 
◇予約期間：11/15～なくなり次第終了 ◇店舗販売：12/22（予定） 
甘酸っぱい爽やかな苺に、口当たりなめらかなクリームチーズ「マスカルポーネ」を 

合わせました。お口の中で溶け合うと、絶妙なハーモニーを奏でます。 

※画像はイメージです 

 

 
■DEAN&DELUCA（ディーン&デルーカ）：03-5413-3580 
STRAWBERRY SHORT CAKE ストロベリーショートケーキ：6,300円（税込） 
◇予約期間：11/10～12/20 ◇店舗販売：12/22～12/25 
素材そのものの美しさと丁寧な技で仕上げるパティシエがつくるシンプルなショート 

ケーキ。ふんわりと軽やかなスポンジに、濃厚でありながら泡のような口解けの生クリーム 

を合わせました。ぎっしりと載せられた国産苺の爽やかな甘みと酸味が際立ちます。 

 

 

 

■京はやしや：03-5413-0396 
抹茶と苺のクリスマスケーキ 12㎝：2,940円（税込） 
◇予約期間：11/19～12/18（限定 50個） ◇店舗販売：12/23～12/25 
臼ひき抹茶を使用したスポンジ生地と生クリーム、そして抹茶と相性のよい苺生クリーム 

をバランスよく層にしました。抹茶の上品な苦味と苺の酸味がさっぱりと感じられる一品 

です。 

 
 

 
東京ミッドタウン限定 

 
東京ミッドタウン限定 

 



 

■サン・フルーツ：03-5647-8388 
クリスマスショート 5号：3,675円（税込） 
◇予約期間：12/1～12/21 ◇店舗販売：12/22～12/25 
フルーツショップが厳選した大粒の苺を使ったショートケーキ。 

しっとりした生地のスポンジに、甘さ控えめの生クリームで仕上げました。 

 
 
 
■Precce Premium（プレッセ プレミアム）： 03-5413-5109 
銀座マキシム・ド・パリ「苺のミルフィーユ」：4,410円（税込） 
◇予約期間：～ 12/16 ◇店舗販売：ご予約のみ 
19世紀から数々のドラマを生み続けたパリの由緒あるレストラン「マキシム」の 

華麗な味と雰囲気をそのまま再現した「銀座マキシム・ド・パリ」のミルフィーユ。 

フレンチキュイジーヌの最高峰を極めたレストランの厨房内で丹念に手作りしたケーキ 

です。このほかにも、多数のクリスマスケーキをご用意しております。 

 

 

 

■浅野屋：03-5413-3575 
クリストシュトーレン：2,100円（税込） 
◇予約期間：11月下旬 ◇店舗販売：11/19～12/25（予定） 
ラムレーズンやサルタナレーズン、レモンピール、オレンジピール、アップルのドライ 

フルーツをふんだんに練りこんだ、香りと味の両方を楽しめるドイツ・ドレスデン発祥の 

ケーキ。ドイツのクリスマスには欠かせない存在です。 

 

 

 

 

 

 

 今年はクリスマスイルミネーションの開催期間が前半（11月 15日（火）～12月 4日（日））と後半（12月 5

日（月）～12月 25日（日））に分けて演出が変わるのに合わせて、各店舗でこの時期だけの特別メニューが

楽しめる「アーリークリスマス」（11月 15日（火）～12月 4日（日））を開催します。 

アーリークリスマスメニューをご予約いただき、11月15日（火）～12月4日（日）にお食事をされた方には、

「MIDTOWN CHRISTMAS 2011」のメイン会場である、芝生広場にて開催する「スターライトガーデン」内・特

設会場フォトスポットでの記念撮影をプレゼントいたします。  

 ご予約された方のみの特典となっておりますので、皆様是非お電話にてご予約ください。 

 

■CANOVIANO CAFE（カノビアーノ カフェ）：03-5413-3226 
◇期間：11/15～12/22 
※11月の期間限定で、こちらのコースをご予約いただいた方には、 
食前酒一杯をサービスさせていただきます 

 

◇コース料理：10,500円（税込・サービス料別） 
・アミューズ 

・本日鮮魚のカルパッチョ 季節野菜のサラダ仕立て 

・駿河湾直送赤座海老のグリル 温かいサラダ仕立て 

・北海道産生ウニとフルーツトマトの冷製カペッリーニ 

・自家製タリアッテッレ フランス産ホロホロ鳥のラグーソース 

・本日鮮魚のポワレ 蕪のスープ仕立て 

・お口直しのグラニテ 

・国産黒毛和牛フィレ肉のポワレ モリーユ茸のソース 黒トリュフ添え 

・デザート  

・カフェ 

いち早く味わえる、この時期だけのクリスマスディナー「アーリークリスマス」 
 

 



 

 

■平田牧場匠：03-6804-3729 
◇期間：11/15～12月上旬 
※ご予約いただいた方限定で、おすすめのおつまみ（日替わり）を 
一品サービスさせていただきます 
 

◇平田牧場オードブル：3,500円（税込） 
生ハム、ソーセージ、ベーコン、レバーペーストカナッペ、 

ジャーマンサラミ 5種盛り合わせとスパークリングワインセット（ハーフボトル） 

 

 

 

 

■yao_ESTAbLISH（ヤオ_エスタブリッシュ）：03-5413-3086 
◇期間：11/15～12/4 
 
◇クリスマススパークリングワインカクテルと前菜のセット 

：1,200円（税込） 
カクテル 1品（右記より１品：クリスタルダンス、スノークリスマス） 
オードブル 1品（3種より１品）のセット 

 

 

 

 

 

■La Colina（ラ・コリナ）：03-5413-0092 
◇期間：11/15～12/4  
 

◇2時間フリードリンク付きコース：5,800円（税別・サービス料別） 
※要予約（前日まで受付） 
・ワカモレ＆サルサメヒカーナ 

・タキートスドラドス 

・シーザーサラダ 

・カマロンテキーラ（有頭エビのテキーラ風味クリームソース） 
・ポヨ・ア・ラ パリーヤ コン・モレ＆サルサメヒカーナ（グリルチキンサルサメヒカーナ＆モレ） 
 

 

 

 

 

■テナム：03-5413-7797 
◇期間：11/15～12/4 

※ご予約いただいた方限定で、シャンパン一杯を 
サービスさせていただきます 

 

◇コース料理：5,000円（税込・サービス料込） 
・前菜 どんぐりのムク 

・生菜（下記より 1品チョイス） 
（サニーレタスときゅうりのセンチェ、 

トマトとロメインレタスのセンチェ、大根と水菜と焼き海苔のセンチェ、えごまの葉と鶏肉のセンチェ） 
・メイン（下記よりお一人様 1品チョイス） 
（プルコギ、チヂミ（海鮮、野菜、桜えび、牛スジ）チャプチェ、カルビ焼肉、豚キムチ）） 
・お食事 サムゲタン 

・デザート 五味子ゼリー  



 

 

■鉄板焼きステーキ 喜扇亭：03-5413-7988 
宴コース 
◇期間：11/21～12/30（※12/23～25は除く） 
※ご予約いただいた方限定で、スパークリングワイン一杯を 
サービスさせていただきます 
 
◇宴コース：14,700円～19,950円（税込・サービス料別） 
・前菜 

・海の幸度鍋仕立て 

・活鮑踊り焼 

・サラダ 

・季節の焼野菜 

・黒毛和牛ステーキ（ロース 130g又はヒレ 110g） 
・お食事 

・デザート 

 

 

 
 

■ROTI American Wine Bar & Brasserie 
（ロティ アメリカン ワインバー アンド ブラッセリー）：03-5413-3655 
◇期間：12/1～12/22 
 

◇チキンの丸焼き：2,800円（税込） 
 

 

 

 

 

 

 Happy Exchanging（ハッピー エクスチェンジング） 
東京ミッドタウンオリジナルカードにメッセージを書いて特設ポストに投函すると、サンタ

クロースが住むフィンランド・ラップランド州のサンタクロース中央郵便局から、オリジナル

の消印とクリスマス切手をつけて、大切な人のもとへメッセージを届けるイベント。 

「誰かが誰かのサンタクロース」をテーマとする東京ミッドタウンで、あなたもサンタクロ

ースになって、大切なあの人へクリスマスカードを送りませんか？ 

 
【期  間】 11月 7日（月）～12月 4日（日） 

【受付方法】 東京ミッドタウン内の取り扱い店舗にてオリジナルクリスマス

カードをご購入の上、メッセージと宛先を記載し、館内に設置

された専用ポストに投函 

【枚 数】 1万枚（予定） 

【料  金】 700円（通信手数料・税込） 

【为  催】 東京ミッドタウン 

 

※メッセージカードは、東京ミッドタウンのオリジナルカードのみ受け付けます 

※送付はすべて、フィンランドのサンタクロースヴィレッジ・サンタクロース中央郵便局から行いますが、 

郵便事情により、12月 25日を過ぎる場合が稀にございますので予めご了承ください 

※お届け先は日本国内のみとなります 

クリスマスイベント追加速報 

▲クリスマス切手イメージ 


