
 東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）では、4月27日（水）～8月22日（月）の期間中、国立新美術

館で行われる「オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展」とともにお楽しみいただけるフェア「おい

しいフランス、飾るパリ」を開催いたします。 
 
 印象派時代の最高傑作「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」が初来日するなど、ルノワールの全貌を代表作とと

もに辿ることができる同企画展。ルノワールの名画とともに味わえる、フランスの伝統菓子やこの企画展のための

限定メニューの数々や、色彩豊かなパリのエスプリを感じられるアイテムを揃えてお待ちしております。 

 ぜひ、東京ミッドタウンでフランス、ルノワールを感じる時間をお過ごしください。 
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◆ フランスの伝統菓子から限定コースメニューまで。食べて感じる、「おいしいフランス」 

 ガレリアB1/ 03-5413-3541  とらや 

餅製「ゲランドのめぐみ」（右：4/27～6/30販売） 

きんとん製「モントルグイユ通りの賑わい」（左：7/1～8/22販売） 

                          各486円（税込）   
とらやパリ店の25周年と30周年を記念して作った生菓子を、期間
限定で販売します。 

フランス ブルターニュ地方のゲランドでつくられる塩を餅製の皮
に使用した「ゲランドのめぐみ」と、万博の成功を祝ってモントルグ
イユ街に翻る無数の三色旗と市民の賑わうさまを、色鮮やかなそ
ぼろと透き通った琥珀糖で表現した「モントルグイユ通りの賑わ
い」。伝統と革新を感じさせる和菓子をご堪能ください。 

TOPICS 
◆ フランスの伝統菓子から限定コースメニューまで。食べて感じる、「おいしいフランス」・・・1P～ 

◆ 身にまとうアイテムで探すパリ。豊かな色彩を感じる、「飾るパリ」・・・3P～ 

◆ ルノワール展とともに探す、東京ミッドタウンの母の日ギフト・・・4P～ 

 
期間限定商品 
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サントノレ          719円（税込）  
パリに本店を持つ世界トップクラスのショコラティエからは、キャラメル
風味のクレーム ショコラ オ レにざくざくとした食感が愉しめるプラリネ
フィユタージュショコラを合わせたサントノレが登場します。 

フランスでは特別な場で出されるお菓子として親しまれるサントノレ。
小ぶりのシューをたっぷりのクレーム ショコラ オ レとともにお召し上が
りください。 

 JEAN-PAUL HÉVIN （ジャン＝ポール・エヴァン） ガレリアB1/ 03-5413-3676 

 HENRI LE ROUX （アンリ・ルルー）  ガレリアB1/  03-3479-9291  

プティット・ガレット・ブルトンヌ 1,080円（税込）  
フランス・ブルターニュで創業したショコラティエ・エ・キャラメリエ、ア
ンリ・ルルー。 

ブルターニュ地方の伝統菓子、香ばしい厚焼きサブレをプティサイズ
にしてお届けします。塩とバターが香るナチュール、軽い酸味が特徴
のショコラマダガスカル、パイナップルやココナッツが爽やかなピナコ
ラーダの3種の味わいを、ルノワール展オリジナルパッケージに詰め
合わせました。 

 ガレリアB1/ 03-5413-7112 

 pâtisserie Sadaharu AOKI paris （パティスリー・サダハル・アオキ・パリ） 

パリブレスト オ マッチャ           680円（税込）  
フランスのクラシックなお菓子「パリ ブレスト」を抹茶でアレンジ。サクサ

クのシューパリジャンに濃厚な抹茶のクリームをサンドしました。パリで
人気を誇る青木定治氏が作りだす、フランスの伝統と和の味を織りまぜ
た新たな息吹をお楽しみください。 

ミッドタウン・タワー1F/ 03-6434-8711 ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ 

トンカ  キャラメル＝ノワゼット ガトー  （4/27～8/22販売）   
                        648円（税込）  
ルノワール「ピアノを弾く少女たち」の世界をガトーで再現。ヘーゼル
ナッツ、ビスキュイの上には鍵盤に見立てたクレームシャンティが並び、
甘く芳しい香りのトンカ豆が音符のように散りばめられている、美しい 
スイーツです。 

 MAISON KAYSER （メゾンカイザー） ガレリアB1/ 03-6804-6285 

バゲットモンジュ 302円（税込）   

クロワッサン 216円（税込）              
天然酵母を用いたフランスの伝統的な製法で焼き上げられる人気のパン。
オリジナルの小麦粉「メゾンカイザートラディショナル」を使用した豊かな風
味が特長のバゲットと、生地に発酵バターをたっぷり練り込んだ芳醇な香
りのクロワッサンです。 
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 Botanica （ボタニカ）  ガーデンテラス4F/  03-5413-3282 

ルノワール特別ランチコース  3,240円（税込・サ別）   
ルノワールが愛したフランスの食文化を、シェフの技術と感性
で昇華させた、フランス・イタリア料理の醍醐味を特別ランチに。
豊かな発想力と素材にこだわったボタニカスタイルのランチを
お楽しみいただけます。 
※季節によりメニューが変更になる場合があります。 

  11:00～L.O14:00 要予約（当日可） 
 

 

 

プラザ1F / 03-6434-9406 

GRILL & WINE GENIE’S TOKYO （グリルアンドワイン  ジーニーズ  トーキョー） 

メニュー ルノワール（4/27～8/22) 

         2,500円（税込）  
キングサーモンのリエット“ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏
会”をはじめ、ルノワールの作品や食生活にゆかりのあるもの
で仕上げた特別コース。 

フランスに本店を構える元銀座マキシム・ド・パリのスタッフが
贈る本格フランス料理をワインとともにお楽しみください。 
※11:00～14:00 限定、要予約（当日可） 

ミッドタウン・タワー45F/ 03-6434-8711 モダンビストロ「タワーズ」 

ルノワール ディナー       10,260円（税込・サ別）  
ルノワールの柔らかな色彩と甘美な世界を味わう、ザ・リッツ・
カールトン東京でのディナー。作品の名を冠する料理を楽しみ
ながら、新しい芸術への情熱を胸に19世紀末を生きた作家へ
想いを馳せることができるメニューです。 
※季節によりメニューが変更になる場合があります。 

  17：30～22：00 要予約（当日可） 

◆ 身にまとうアイテムで探すパリ。豊かな色彩を感じる、「飾るパリ」 

 Theatre H.P.FRANCE （テアトル アッシュ・ペー・フランス）  

ガレリア2F/  03-5413-0626 

PAZUKI（スカーフ）         19,440円（税込） 
CLAUDINE VITRY（ネックレス） 19,440円（税込） 
CLAUDINE VITRY（イヤリング） 12,960円（税込）  
「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」からインスピレーション
を受け色彩豊かにデザインされたスカーフとアクセサリー。
「ルノワール展」とオフィシャルタイアップしたブランドの貴重な
コレクションです。 
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 Flagship212 KITCHEN STORE （フラッグシップ トゥーワントゥー キッチンストア）  

ガレリア3F/  03-5413-7686 

ジャン・デュボライヨール / フランス  972円～（税込）  
1920年の創立以来、ソムリエナイフなどでも親しまれてきたジャン・デュ
ポのライヨール。伝統的でありながらも、カジュアルに食卓をコーディ
ネートする定番の人気アイテムです。 

＜オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展＞ 国立新美術館 

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 ルノワール展 
  

期間：4月27日（水）～8月22日（月） 
    休館日／毎週火曜日 ※ただし5月3日（火・祝）、8月16日（火）は開館 

場所：国立新美術館 企画展示室1E  

  

開館時間：10：00～18：00  

      ※金曜日、8月6日（土）、13日（土）、20日（土）は20：00まで  

      ※入場は閉館の30分前まで 

主催：国立新美術館、オルセー美術館、オランジュリー美術館、日本経済新聞社 

ルノワール展とともに探す、東京ミッドタウンの母の日ギフト 

 レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ  ガレリアB1/  03-6721-1088 

Merci Maman  7,560円（税込）  
いつもお世話になっているお母様へ、ナチュラルでやさしいイメージの
赤やピンクの花をあしらったフラワーバスケットと軽井沢産の無添加
ディップ（スイートディップ チーズベリー・和風梅かつおマヨ）をセットに
しました。 

5月8日（日）は母の日。日々の「ありがとう」をギフトに込められる、こだわりの品を揃えています。 

東京ミッドタウンの街歩きとともに、お母さんへ素敵な贈り物を探してみませんか。 

 日本橋 木屋  ガレリア3F/  03-5414-2088 

エーデルワイスNO.25 鎌型庖丁・ぺティナイフセット   

                       31,320円（税込）  
日々のお料理に一番使われる、鎌型庖丁とぺティナイフのセット。ハン
ドルまでステンレスで作られているので洗いやすく衛生的にも安心で
す。食器洗浄機にも対応しています。 

 DEAN & DELUCA （ディーン＆デルーカ）  ガレリアB1/  03-5413-3580 

ヘルシーオイルギフト  5,486円（税込）  
エキストラヴァージンオリーブオイルとオーガニックのアマニオイル、
ヴァージンココナッツオイルの組み合わせ。話題のオイルの食べ比べ
ができる、健康志向の方に特におすすめしたいギフトです。 

ピエール・オーギュスト・ルノワール  
<<ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会>>1876年 油彩、カンヴァス 
オルセー美術館 
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