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平成 25 年 10 月 31 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 
 

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 第第第第 46 号号号号 

～～～～    東京ミッドタウンのクリスマス最新情報東京ミッドタウンのクリスマス最新情報東京ミッドタウンのクリスマス最新情報東京ミッドタウンのクリスマス最新情報    ～～～～ 
 

 

 

 

 
 

 
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）では、この冬「誰かが、誰かのサンタクロース」という

コンセプトのもと、この街を訪れる全ての方が幸せになりますように、との想いをこめて様々な演出でみなさまを

お迎えいたします。このニュースレターでは、東京ミッドタウンがおすすめするスタイリッシュなクリスマスケーキを

はじめ、東京ミッドタウンの名物とも言えるイルミネーションを楽しみながらスペシャルな時を過ごせるレストラン、

クリスマスを盛り上げる楽しい商品が揃う期間限定のクリスマスショップ「マルシェ・ド・ノエル」の情報をお届け

します。この冬もぜひ、東京ミッドタウンのクリスマスにご期待ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Features ：東京ミッドタウンの：東京ミッドタウンの：東京ミッドタウンの：東京ミッドタウンのうっとりうっとりうっとりうっとりクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ 

    

2 Features   ：：：：    クリスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！クリスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！クリスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！クリスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！ 

3. Features ：：：：    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス市「市「市「市「マルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエル」が今年も登場」が今年も登場」が今年も登場」が今年も登場！！！！ 

＜クリスマスイルミネーションが見えるレストラン（＜クリスマスイルミネーションが見えるレストラン（＜クリスマスイルミネーションが見えるレストラン（＜クリスマスイルミネーションが見えるレストラン（P4）＞）＞）＞）＞ 

＜東京ミッドタウンのクリスマスケーキ（＜東京ミッドタウンのクリスマスケーキ（＜東京ミッドタウンのクリスマスケーキ（＜東京ミッドタウンのクリスマスケーキ（P2~P3）＞）＞）＞）＞ 

▲サン・フルーツ 

ノエル バニラ フリュイ 

4,200 円 

▲アンリ・ルルー 

ビュッシュ デクリネゾン＜トラヴィアータ＞ 
6,300 円 

＜クリスマス市「＜クリスマス市「＜クリスマス市「＜クリスマス市「マルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエル」情報（」情報（」情報（」情報（P5）＞）＞）＞）＞ 

▲クリスマス市 

「マルシェ・ド・ノエル」 
ガレリア B1F 

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    

・・・・    スタイリッシュ！クリスマスケーキスタイリッシュ！クリスマスケーキスタイリッシュ！クリスマスケーキスタイリッシュ！クリスマスケーキ    ・・・・    定番定番定番定番ブッシュドノエルブッシュドノエルブッシュドノエルブッシュドノエルなどなどなどなど    

▲ジャン=ポール・エヴァン 

ベスト オブ パリ 
5,460 円 

▲NIRVANA New York 
（ニルヴァーナ ニューヨーク） 

ガーデンテラス 1F 
 

▲スターライトガーデン 
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1        Features ：：：：    東京ミッドタウンのクリスマスケーキ東京ミッドタウンのクリスマスケーキ東京ミッドタウンのクリスマスケーキ東京ミッドタウンのクリスマスケーキ 
 

東京ミッドタウンが誇るスイーツの名店から、今年も素敵なクリスマスケーキが登場。材料からこだわった、

スタイリッシュなクリスマスケーキです。また、発売を待ち焦がれるファン待望の人気店サン・フルーツとアンリ・

ルルーでは、東京ミッドタウンでしか手に入らない限定ケーキを販売します。 
 

＜＜＜＜東京ミッドタウン東京ミッドタウン東京ミッドタウン東京ミッドタウン    クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ    ラインラインラインラインナナナナップップップップ＞＞＞＞ 
 
 
 
 
サン・フルーツ：ガレリアサン・フルーツ：ガレリアサン・フルーツ：ガレリアサン・フルーツ：ガレリア B1F/    03-5647-8388 

『『『『ノエルノエルノエルノエル    バニラバニラバニラバニラ    フリュイフリュイフリュイフリュイ』』』』4,200 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞受け付け中～受け付け中～受け付け中～受け付け中～12 月月月月 19 日（木）日（木）日（木）日（木）（予定）（予定）（予定）（予定） 
＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞12 月月月月 20 日（金）～日（金）～日（金）～日（金）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）））） 

 
創業 80 余年のフルーツ専門店からは、選りすぐりのフルーツたっぷりのケーキが

登場します。バニラムースをスポンジでサンドし色とりどりのフルーツをトッピングして

仕上げました。東京ミッドタウン限定のケーキです。 
 
DEAN & DELUCA     （ディーン（ディーン（ディーン（ディーン    ＆＆＆＆    デルーカ）：ガレリアデルーカ）：ガレリアデルーカ）：ガレリアデルーカ）：ガレリア B1F/    03-5413-3580 

『『『『アラボンヌーアラボンヌーアラボンヌーアラボンヌー    ストロベリーストロベリーストロベリーストロベリー    ショートケーキ』ショートケーキ』ショートケーキ』ショートケーキ』6,300 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞11 月月月月 7 日（木）～日（木）～日（木）～日（木）～12 月月月月 8 日（日）日（日）日（日）日（日）（予定）（予定）（予定）（予定） 
＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞12 月月月月 21 日（日（日（日（土土土土）～）～）～）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）））） 

 
世界の美味しいものだけを選ぶ、食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」 

より、赤坂の名店「アラボンヌー」の特製ショートをお届けします。   
素 材 そのもののおいしさと丁寧な技で仕上げた、パティシエによるパーフェクト

なショートケーキです。 
 
京はやしや（キョウハヤシヤ）：ガレリア京はやしや（キョウハヤシヤ）：ガレリア京はやしや（キョウハヤシヤ）：ガレリア京はやしや（キョウハヤシヤ）：ガレリア B1F/    03-5413-0396 

『『『『ノノノノエルヴェールエルヴェールエルヴェールエルヴェール』』』』4,200 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞11 月月月月 1 日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～12 月月月月 16 日（日（日（日（月月月月））））（予定）（予定）（予定）（予定） 
＜＜＜＜商品お渡し期間商品お渡し期間商品お渡し期間商品お渡し期間＞＞＞＞12 月月月月 21 日（日（日（日（土土土土）～）～）～）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）））） 

 
とっておきのクリスマスに味わいたい濃厚でリッチな逸品。抹茶スポンジ、苺ムース、

抹茶ムースを重ね、ホワイトチョコと抹茶のグラサージュを贅沢にまといました。 
上のデコレーションは雪の舞う聖夜の森を表現しています。 

 
MAISON KAYSER （メゾンカイザー（メゾンカイザー（メゾンカイザー（メゾンカイザー）：ガレリア）：ガレリア）：ガレリア）：ガレリア B1F/    03-6804-6285 

『『『『ノエルモンジュノエルモンジュノエルモンジュノエルモンジュ』』』』4,700 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞11 月月月月 15 日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～12 月月月月 20 日（日（日（日（金金金金））））（予定）（予定）（予定）（予定） 
                                    ※※※※予約は２日前まで予約は２日前まで予約は２日前まで予約は２日前まで 
＜＜＜＜商品お渡し期間商品お渡し期間商品お渡し期間商品お渡し期間＞＞＞＞12 月月月月 23 日（日（日（日（月・祝月・祝月・祝月・祝）～）～）～）～12 月月月月 24 日（日（日（日（火火火火））））（予定）（予定）（予定）（予定） 
 

フロマージュブランのムースの層に、甘酸っぱい 4 種のベリーを乗せた 
メゾンカイザー定番のタルトモンジュのクリスマス限定版です。   
 

 

・・・・    Stylish Cakes! 
人気のフルーツたっぷりのクリスマスケーキやお抹茶を使ったものなど、選りすぐりのラインナップです。 

 

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    
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HENRI LE ROUX（（（（アンリ・ルルーアンリ・ルルーアンリ・ルルーアンリ・ルルー）：ガレリア）：ガレリア）：ガレリア）：ガレリア B1F/    03-3479-9291 

『『『『ビュッシュビュッシュビュッシュビュッシュ    デデデデクリクリクリクリネゾンネゾンネゾンネゾン＜＜＜＜トラヴィアータトラヴィアータトラヴィアータトラヴィアータ＞＞＞＞』』』』    6,300 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞11 月月月月 1 日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～12 月月月月 15 日（日（日（日（日日日日））））（予定）（予定）（予定）（予定） 
＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞12 月月月月 23 日（日（日（日（月月月月・・・・祝祝祝祝）～）～）～）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）））） 

 
今シーズンのアンリ・ルルーのテーマは「オペラ」。歌劇「ラ・トラヴィアータ」の

新 作 ボンボンショコラをイメージして作 られたブッシュドノエルが登 場 。 
うつむく女性の横顔をデザインし、髪飾りにチョコレートで作ったバラをあしらいまし

た。薫り高いバラ、果実味溢れるベルガモットとマンダリンがドラマティックに重なり

合います。深い赤が聖なる夜を引き立てます。東京ミッドタウン限定のケーキです。 
 
JEAN-PAUL HÉVIN （ジャン（ジャン（ジャン（ジャン=ポール・エヴァン）：ガレリアポール・エヴァン）：ガレリアポール・エヴァン）：ガレリアポール・エヴァン）：ガレリア B1F/    03-5413-3676 

『『『『ベストベストベストベスト    オブオブオブオブ    パリパリパリパリ』』』』5,460 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞11 月月月月 14 日（日（日（日（木木木木）～）～）～）～12 月月月月 8 日（日（日（日（日日日日））））（予定）（予定）（予定）（予定） 
＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞12 月月月月 23 日（日（日（日（月・祝月・祝月・祝月・祝）～）～）～）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）））） 

 
今年の創作テーマ「BEST OF」に基づいてクリエーションされたガトー。ほかに、「ベ

ス ト オ ブ パ ッ シ ョ ン 」 （ 写 真 下 左 ） ＜ 6 , 5 1 0 円 ＞ 、 「 ベ ス ト オ ブ  シ ョ コ ラ 」 
（写真下右）＜5,775 円＞もラインナップ。スタイリッシュなノエルは、パーティーの

主役級の存在感です。 
  

 
 
pâtisserieSadaharu AOKI paris      
（パティスリー（パティスリー（パティスリー（パティスリー・・・・サダハルサダハルサダハルサダハル・・・・アオキアオキアオキアオキ・・・・パリ）：ガレリアパリ）：ガレリアパリ）：ガレリアパリ）：ガレリア B1F/    03-5413-7112 

『『『『ノエルノエルノエルノエル    ルージュルージュルージュルージュ』』』』5,670 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞10 月月月月 16 日（日（日（日（水水水水）～）～）～）～12 月月月月 12 日（日（日（日（木木木木）（予定））（予定））（予定））（予定）※限定※限定※限定※限定 50 台台台台 
＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞＜店舗販売＞12 月月月月 22 日（日（日（日（日日日日）～）～）～）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）（予定））（予定））（予定））（予定） 

 
食の都、パリで活躍中の青木定治氏のパティスリー。甘酸っぱいフランボワーズ

のジュレに、爽やかな香りのハイビスカスのムースで仕上げたブッシュドノエル。 
鮮やかな色合いとモダンなデザインで、クリスマスの気分は一層華やかに。 
 
 
ToshiYoroizuka （トシ（トシ（トシ（トシ    ヨロイヅカ）：プラザヨロイヅカ）：プラザヨロイヅカ）：プラザヨロイヅカ）：プラザ 1F/    03-5413-3650 

『『『『バレンシアバレンシアバレンシアバレンシア』』』』 4,200 円（税込）円（税込）円（税込）円（税込） 
＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞＜予約期間＞11 月月月月 14 日（日（日（日（木木木木））））～～～～定数に達し次第終了定数に達し次第終了定数に達し次第終了定数に達し次第終了 
＜販売期間＞＜販売期間＞＜販売期間＞＜販売期間＞12 月月月月 20 日（金）～日（金）～日（金）～日（金）～12 月月月月 25 日（日（日（日（水水水水）））） 
 

オレンジのムースとショコラのブッシュドノエル。トナカイとショコラオランジェの 
乗った豪華なデコレーションがポイントです。 
 
 
 
 

▲ベストオブ パッション ▲ベストオブ ショコラ 

▲ベストオブ パリ 

・・・・    Noel! Noel! Noel! 
クリスマスの定番、ブッシュドノエル。各店の個性がしっかりと際立つ逸品が勢揃いします。 
 

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    
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2        Features     ：：：：    ククククリスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！リスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！リスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！リスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！ 
都心の冬の風物詩として人気の、東京ミッドタウンのイルミネーション（2013 年 11 月 14 日～12 月 25 日）。

街全体が光に包まれる幻想的な景色を、ゆったりと眺めながらディナーが楽しめる 11 店舗を紹介します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
【その他のイルミネーションが見えるレストラン】【その他のイルミネーションが見えるレストラン】【その他のイルミネーションが見えるレストラン】【その他のイルミネーションが見えるレストラン】 
� スターライトガーデンが見えるレストランスターライトガーデンが見えるレストランスターライトガーデンが見えるレストランスターライトガーデンが見えるレストラン 

� 淡悦 03-5413-8668 
� 鉄板焼ステーキ喜扇亭 03-5413-7988 
� HAL YAMASHITA 東京 03-5413-0086 
� Bodega Santa Rita 03-5413-3101 

 

 

CANOVIANO CAFE 

(カノビアーノカノビアーノカノビアーノカノビアーノ    カフェ）カフェ）カフェ）カフェ） 

ガレリアガレリアガレリアガレリア 1F／／／／03-5413-3226 
都会の喧噪を忘れ、緑に囲まれたロケ

ーションの中で、滋味深い食材の豊か

な風味を生かした、自然派イタリアンを

堪能できます。 

 

SILIN 火龍園火龍園火龍園火龍園 

（シリン／ファン・ロン・ユェン）（シリン／ファン・ロン・ユェン）（シリン／ファン・ロン・ユェン）（シリン／ファン・ロン・ユェン） 

ガ ー デ ン テ ラ スガ ー デ ン テ ラ スガ ー デ ン テ ラ スガ ー デ ン テ ラ ス 2F ／／／／

03-5413-0088 
数々の有名店で腕を振るってきた

唐朱興シェフが、厳選された食材を 
使い、広東料理の伝統的な手法に 
新 しいセンスを加 えたオリジナル

中国料 理 を提 供 。大 きな窓 の外

には、眼下にクリスマスイルミネー

ションを見渡していただくことができ

ます。 

 

▲スターライトロード 

▲シャンパンイルミネーション 

スターライトガーデンスターライトガーデンスターライトガーデンスターライトガーデン 2013 
東京ミッドタウンのイルミネーション

カラーとしてお馴染みの青をベース

に、約 28 万個の LED の光が“宇宙の

広がり“を壮大に表現します。 また、

イルミネーションでは世界初の導入と

なる「クロスオーバーイルミネーション」

により、ダイナミックな光の演出をお楽

しみいただけます。 

▲クリスマスイルミネーション 

▲サンタストリート 

� シャンパンイルミネーション／シャンパンイルミネーション／シャンパンイルミネーション／シャンパンイルミネーション／ 
ツリーイルミネーションが見えるレストランツリーイルミネーションが見えるレストランツリーイルミネーションが見えるレストランツリーイルミネーションが見えるレストラン 

� A971 03-5413-3210 
� cuisine française JJ 03-5413-3445 
� Pizzeria-TrattoriaNapule 03-5413-0711 
� La Colina 03-5413-0092 

 

■■■■NIRVANA New York （（（（ニルヴァーナニルヴァーナニルヴァーナニルヴァーナ    ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク））））     

ガーデンテラスガーデンテラスガーデンテラスガーデンテラス 1F/03-5647-8305 

NY で多くの著名人に愛されていた伝説のレストラン。伝統的な 

インド料理を「モダンファインダイニング」としてスタイリッシュな空間

で提供します。目の前にスターライトガーデンが広がり、冬の夜を

演出します。 



〒〒〒〒107107107107----6205620562056205    東京都港区赤坂東京都港区赤坂東京都港区赤坂東京都港区赤坂 9999－－－－7777－－－－1111    ミッドタウン・タワーミッドタウン・タワーミッドタウン・タワーミッドタウン・タワー5555FFFF        TelTelTelTel：：：：03030303----3475347534753475----3141314131413141／／／／FaxFaxFaxFax：：：：03030303----3475347534753475----3144314431443144    

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マネジメント株式会社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マネジメント株式会社    

3        Features ：：：：    クリスクリスクリスクリスマス市「マス市「マス市「マス市「マルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエルマルシェ・ド・ノエル」が今年も登場」が今年も登場」が今年も登場」が今年も登場 
毎年好評をいただいている、期間限定のクリスマスショップ「マルシェ・ド・ノ

エル」（クリスマス市）がガレリア B1 に今年も登場。 
 
ラインナップも新たに、オーナメントや陶器の小物、プレゼントにぴったりな

アイテムなど、様々なクリスマス商品が並びます。また、ガレリアの吹抜けに

は、冬だけに出現する光の奇跡“ダイアモンド・ダスト”をテーマにした装飾

が登場。雲間や山の稜線から太陽が差し込んだ時に、氷の粒が光を受けて

輝く、『サンピラー（太陽柱）』と呼ばれる現象を表現しました。 
色鮮やかに光の粒が瞬く空間をお楽しみください。 

 
 
 

� 期 間 ：11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）（予定） 
� 時 間 ：11:00～21:00  

※12 月 13 日（金）からは 11:00～22:00（予定） 
� 場 所 ：ガレリア B1 竹林スペース  

 

 

 
 
＜店舗情報＞ 

materi （マテリ）（マテリ）（マテリ）（マテリ） 
クリスマスオーナメントなどを中心に、「クリスマス」にまつわる雑貨を 
豊富に揃える「materi」が登場。 
海外より買い付けたクラシカル＆エレガントなアイテムで大人の 
クリスマスを演出します。 
 
Lil' limo( リル・リモリル・リモリル・リモリル・リモ)     
 
Lil' limo(リル・リモ)では、北欧からのハンドメイドのニット小物・  
オリジナルオーダーが出来る天然石のアクセサリーをセレクト 
しました。 
※Lil' limo は Little limousine の略で「ちょっとした贅沢と心地良さ」の意味 
 
DeLi（デリ）（デリ）（デリ）（デリ） 
クリスマスをモチーフとしたお菓子を中心に、カジュアルクリスマスギフト

に最適な商品が揃います。 
ソックスブーツに入ったお菓子やテディベアーが並びます。 
 
 
SANRIO    クリスマスカード＆ギフトショップクリスマスカード＆ギフトショップクリスマスカード＆ギフトショップクリスマスカード＆ギフトショップ 
人気のクリスマスカードやシール、かわいらしい木製のオルゴールなどが 
揃います。お子様や友人へのプチギフトにぴったりです。 

 
 

▲マルシェ・ド・ノエル 

▲館内装飾イメージ 

▲DeLi 商品イメージ 

▲ 「materi （マテリ）」商品イメージ 


