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報道関係各位 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

東京ミッドタウンから様々なニュースを定期的にお届けします！ 

Tokyo Midtown News Letter 第 34号 
～東京ミッドタウンで感じる「夏の涼」～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Features ： 暑い夏におすすめの夏季限定メニュー＆コールドスイーツ特集 

東京ミッドタウン開業 5周年を記念して「5」にちなんだ商品がこの夏続々登場します。今回は暑い夏を乗り

切る夏季限定メニュー及びコールドスイーツの中から、注目の商品をご紹介します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Features ： 東京ミッドタウン 5周年を記念したメニューも登場！ 

暑い夏におすすめの夏季限定メニュー＆コールドスイーツ特集 

2. Features ： お子様連れに嬉しい夏休み「キッズサービス」 

3. Special ： 光と水の共演で、都心の夜が虹色に 

「MIDTOWN WATER WORKS 2012」が見えるレストラン 

 

▲チキンティカマサラカレー 

900円（税込）  ＜販売期間＞7/23～7/29 

                     8/6～8/12 

                     8/20～8/26 

【A971】 

プラザ 1Ｆ／03-5413-3210 

夏を乗り切るための辛口カレーです。からだにいい

旬の新鮮野菜を 5周年にちなんで、5種類トッピン

グしました。 

 

▲かき氷 

900円（税込）  ＜販売期間＞7/20～9/2 

 

 

【京はやしや】 

ガレリア B1F／03-5413-0396 

京はやしやの夏の名物かき氷です。 

あんこと白玉、抹茶ゼリー、抹茶きなこ、黒みつ

の 5種類をトッピングしました。 

5種類のトッピング 5種類のトッピング 
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▲チキンヴィンダルー   

2,200円（税込）  ＜販売期間＞7/1～8/31 

 

【NIRVANA New York】 

ガーデンテラス 1F／03-5647-8305 

南インドゴア名物料理です。「5」種類のスパイスを効

かせた、夏にぴったりのスパイシーなチキン煮込みカ

レーです。 

▲トマトカッペリーニ 

555円（税込）   ＜販売期間＞7/20～9/2 

 

【DEAN & DELUCA】 

ガレリア B1F／03-5413-3580 

夏の定番メニューです。冷たいカッペリーニにチー

ズとルッコラが最適！555円の限定価格でご提供し

ます！※正規価格 630円（税込）   

 

▲ナッツと野菜の五穀米チャーハン  

2,000円（税込）  ＜販売期間＞7/20～9/2 

※ディナータイムのみ別途サービス料がかかります。 

 

【ＳＩＬＩＮ 火龍園】 

ガーデンテラス 2Ｆ／03-5413-0088 

夏バテ防止に効果的な栄養価の高さとヘルシーさ

を持つ、ナッツと五穀米を使用したチャーハンです。 

 

▲カレードッグ   

480円（税込）  ＜販売期間＞7/20～9/2 

 

【MADISON PARK CAFE】 

プラザ B1F／03-5413-3065 

暑い夏を乗りきる自家製キーマカリ―をのせたホット

ドックを夏期限定でご提供します！ 

夏の限定メニュー 

五穀米使用 限定 555円 

五種類のスパイス 夏季限定販売 
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▲フレッシュフルーツゼリーミックス  

420円（税込）  ＜販売期間＞7/20～9/2 

 

【サン・フルーツ】 

ガレリア B1F／03-5647-8388 

清涼感あふれるスイーツ。「5」種類のフルーツを

筒状の器に入れたゼリーです。 

▲ビューティージュース   

800円（税込）  ＜販売期間＞7/20～9/2 

 

【ukafe】 

ガレリア 2F／03-6438-9920 

「5」種類のビューティージュース。美肌、美髪、物忘

れ防止、美白効果が期待できます。果物や野菜を丸

ごとすりつぶすことができるバイタミックスで作りまし

た。ベースは牛乳や豆乳をお選びいただけます。 

▲ムースグラッセ   

1,260円（税込）  ＜販売期間＞7/16～9/2 

 

【JEAN=PAUL HÉVIN】 

ガレリア B1F／03-5413-3676 

アイスクリームにショコラムースとソース、シャンティ

（生クリーム）を組み合わせたグラスデザートです。 

▲百年水のかき氷（黒味醂みるくジャム） 

650円（税込）  ＜販売期間＞6 /10～9/下旬 

 

【SAKE SHOP 福光屋 】 

ガレリア B1F／03-6804-5341 

金沢の純米蔵「福光屋」の酒造りに使用している

「百年水」を使ったかき氷です。シロップには 7年熟

成させた純米本味醂とオリジナルのみるくジャムを

使用。よもぎ味の生麩をトッピングしました。 

コールドスイーツ 
5種類のジュース 5種類のフルーツ 

夏季限定販売 夏季限定販売 

（メニュー内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください） 
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▲MIDTOWN WATER WORKS 2012（イメージ） 

 

2. Features ： お子様連れに嬉しい夏休み「キッズサービス」 

 

 「キッズドリンクサービス」キャンペーン！ 

＜開催期間＞7/20（金）～9/2（日）  参加店舗：合計 10店 （予定） 
 

東京ミッドタウンでは、お子様が夏休みのシーズン、お子様連れでいらっしゃっても、お子様が楽しめる店舗サ

ービスとして、7 月 20 日（金）～9 月 2 日（日）の期間中、お食事をされるお客様の中に小学生以下のお子さん

がいらっしゃる場合、キッズサイズのドリンクを 1杯無料でご提供します。 
 

（参加予定店舗） 

回転寿司 函館 まるかつ水産／ＳＩＬＩＮ 火龍園／鉄板焼ステーキ 喜扇亭／Pizzeria-Trattoria Napule／ 

テナム／平田牧場匠／ROTI American Wine Bar & Brasserie／ukafe／Baker Bounce／yao_ESTAbLISH 
 

※ドリンクの種類、ドリンクのサイズは店舗によって異なります。 

※お食事をされるお客様のみが対象となります。（フードメニューをご注文されたお客様のみ。ドリンクの注文のみの場合サービスは適用されません。） 

※お子様1人に対して、1杯までのサービスとさせていただきます。 

※サービスを受けられるのはお子様1人につき各レストランで 1回のみですが、複数店舗での利用が可能です。 

 

3. Special ： 光と水の共演で、都心の夜が最高のエンターテインメント空間に 

「MIDTOWN WATER WORKS 2012」が見えるレストラン 

 

東京ミッドタウンでは、平成 24年 7月 20日（金）から 9月 2日（日）までの期間、豊かな緑に囲まれて夏を満喫

いただく恒例のイベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2012』（ミッドタウン ラブズ サマー 2012）を実施します。 

 

そのメインイベントのひとつ「MIDTOWN WATER WORKS 2012」（以下、ミッドタウン・ウォーターワ

ークス）では、光と水の競演により、都心上空に水の花火が出現。前後左右を飛び交う「光のシャワー」と立

体的に動くフルカラーレーザーによって、芝生広場が最高のエンターテイメント空間に変わります。また今年か

ら導入される『空間演出』によって、毎日 19時から 2時間、芝生広場が幻想的な空間に。霧の海と虹の雲が織

りなす光景は、まさにイリュージョン。過ぎゆく時間も夏の暑さも忘れさせる「MIST ILLUSION」をご覧頂けます。 

  

この幻想的なミッドタウン・ウォーターワークスを、お食事をしながら楽しんでいただけるレストランをご紹介します。 

（お席によってはミッドタウン・ウォーターワークスが見えない場合もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。）  
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■ 酢重ダイニング 六角 （スジュウダイニング ロッカク） 

ガーデンテラス 2F／03-5785-1717 

 

軽井沢の味噌醤油屋「酢重正之商店」が、炊きたてご飯と地元信州

の旬の野菜や食材を使って料理を提供する和食のお店。地酒やワイ

ンに合うお料理も豊富。地元信州を始めとして全国各地から取り寄せ

る数多くの地酒を楽しめる日本酒バーも魅力の一つ。 

多くの席が緑豊かなミッドタウン・ガーデンに面し眺望は抜群。 

 

 

■ Union Square Tokyo （ユニオン スクエア トウキョウ） 

ガーデンテラス B1F／03-5413-7780 

 

爽やかな風に吹かれながら、目の前には緑が広がるテラス席は、ミッド

タウン・ウォーターワークスを一番近くに感じる場所です。 

「ニューヨークで最も予約が取れない」といわれる超人気店のホスピタリ

ティ溢れる温かいサービスは、洗練された都会らしさのなかに、どこかアッ

トホームな雰囲気を感じさせてくれます。よく冷えたドリンクを片手に夏の

夜空をお楽しみください。 

 

■ NIRVANA New York （ニルヴァーナ ニューヨーク） 

ガーデンテラス 1F／03-5647-8305 

 

1970年、NYに誕生し多くの著名人に愛された伝説的インド料理レストラン。

2002年に惜しまれつつ歴史を閉じた名店が、モダンインディアンダイニングと

して東京ミッドタウンに復活しました。 

夜は、暑くてもテラス席が人気です。当店のテラス席からは、ミッドタウン・

ウォーターワークスや夜景がきれいに見えます。 

 

 

■ SILIN 火龍園（シリン／ファン・ロン・ユェン） 

ガーデンテラス 2F／03-5413-0088 

 

シャンデリアやモダンなレザーソファー、大きな窓の外には、ミッドタウン・

ガーデンが広がります。開放感あふれる店内からは、眼下にミッドタウン・

ウォーターワークスを観ていただくことができます。数々の有名店で腕を振る

ってきた唐朱興シェフが、産地直送の食材を使ったオリジナル中国料理を提

供。約 200種類のメニューがあります。 

人気デザート「東洋一のマンゴプリン」もおすすめです。 
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■ 淡悦（タンエツ） 

ガーデンテラス 3F／03-5413-8668 

 

上野の杜の中にある「韻松亭」、北千住、宇都宮、下北沢の「明日香」などで

修行を積んだ日本料理の板前達が、日本料理の世界をお見せします。厳選さ

れた素材の持ち味を引き出す匠の技は、日本料理の神髄。目で楽しみ、香りに

心躍らせる日本料理をご堪能ください。 

テラス席からは、ミッドタウン・ウォーターワークスが見えます。 

 

 

■ 鉄板焼ステーキ 喜扇亭 

ガーデンテラス 3F／03-5413-7988 

 

 「人形町今半」が手がける鉄板焼ステーキ専門店。ステーキの醍醐味

である「肉の焼き」にこだわり、よりすぐりの高級黒毛和牛と四季折々の

食材を使った逸品料理をご堪能いただけます。 

テラス席からは、ミッドタウン・ウォーターワークスが見えます。 

 

 

■ Botanica （ボタニカ） 

ガーデンテラス 4F／03-5413-3282 

 

コンラン＆パートナーズによってデザインされた店内は、彼らの確か

な目で選び抜かれたハイセンスなインテリアの数々が配置され、心から

リラックスしてお食事をお楽しみ頂ける空間です。初夏から秋にかけて

の天気の良い日にはテラスでお食事を楽しめ、また緑豊かなテラスの景

色を眺めながらゆったりとお食事できる居心地のよさが「ボタニカ」最大

の魅力です。テラス席からは、ミッドタウン・ウォーターワークスが見えま

す。 


