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平成 23年 1月 14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“大切な人と過ごすあたたかい冬”を提案 

「Winter Warmer Days」 
2011年 1月 26日＇水（～3月 14日＇月（ 

  

東京ミッドタウン＇事業者代表 三井不動産株式会社（は、平成 23年 1月 26日＇水（から 3月 14日＇月（   

までの期間、「Winter Warmer Days」と題し、この季節ならではの様々なイベントやアイテム・メニューを通して、

“大切な人と一緒に過ごすあたたかい冬”を提案します。 

 

各店舗ではバレンタインやホワイトデーを盛り上げる様々なアイテムやメニューを販売し、恋人たちを応援し

ます。定番のチョコレートはもちろん、東京ミッドタウン限定商品や二人で楽しめるレストランのカップルコース、

優雅なホテルステイなど、選りすぐりのアイテム・メニューをご用意しました。 

 

また、Winter Warmer Days開催に伴い、1月 26日＇水（からはカップルメニューを予約していただいた方、

各店舗先着 10組 20名様にシティ アイスリンクのチケットをプレゼントするなどお得なキャンペーンも実施しま

す。 
 

大切な人と過ごす場所として、また大切な人への贈り物を選ぶ場所として、今年の冬は東京ミッドタウンを訪

れてみてはいかがでしょうか。 

 

【概要】 

 シティ  アイスリンク in 東京ミッドタウン  

芝生広場に屋外としては都内最大級＇800㎡（のスケートリンクが出現します。 

【期 間】 ： 開場中～2月 28日＇月（まで 

【場 所】 ： 芝生広場 

※お問い合わせ先は 2ページをご参照ください。 

  

 バレンタイン・ホワイトデー限定アイテム・メニュー 

各店舗・施設でこの時期ならではの様々な商品・サービスをご提供します。 

さらにカップルメニュー予約の方に限り、先着でアイスリンクのチケットをプレゼント。 

【予約期間】 ： 1月 26日＇水（～ 

※カップルメニュー予約特典の詳細は 6ページをご参照ください。 

 

 ザ・リッツ・カールトン東京 バレンタインパッケージ 

高層階ならではのダイナミックな眺望を楽しめる限定プラン。 

【予約期間】 ： 受付中 

【対象期間】 ： 2月 11日＇金（～2月 14日＇月（ 

※お問い合わせ先は 6ページをご参照ください。 

 

■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 
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2011年 2月 28日＇月（までの期間限定で、芝生広場にアイススケートリンクが登場します。 

広さ 800㎡＇20ｍ×40ｍ（、収容人数は最大 200人で、屋外としては都内最大級のスケートリンク。17時以

降は、リンクの周囲がイルミネーションで美しくライトアップされ、22時までナイトスケートもお楽しみいただけま

す。リンク脇にはスケート靴を履いたまま利用できる、屋根付き・暖房完備の休憩エリアも設置されています。

昨冬は約 32,000人を動員し、真冬のレジャースポットとして話題を集めました。 

ショッピングやお食事の合間に、真冬ならではのスポーツをカップルや家族で一緒に楽しんでみてはいかが

でしょうか。 

 

 【期 間】 開場中～2月 28日＇月（ 

   ＇期間中無休・荒天時は中止の場合あり（ 

 【時 間】 11：00～22：00＇最終受付 21：00（ 

   ※17：00～ナイトスケート 

(イルミネーションライトアップ) 

 【料 金】 大人＇高校生以上（ 1,500円 

   小人＇中学生以下（ 1,000円 

※貸靴料・消費税込み 

 【お問合せ先】 「シティ アイスリンク in 東京ミッドタウン」事務局 

   TEL：0570-017-154＇11～19時（ 

   URL：http://www.imgjapan.com/rink/ 

 

 

   TEL：0570-017-154＇11～19時（ 

   URL：http://www.imgjapan.com/rink/ 

 

【ギフト】 

バレンタインやホワイトデーに贈るギフトも、東京ミッドタウンならきっと見つかります。 

 

■NǒKA CHOCOLATE＇ノカ チョコレート（：ガレリア 1F /03-5413-0072 

 スノーフレーク BOX   2,800円＇税込（ 

＜販売期間＞1月中旬＇予定（～ 
 

ハリウッドセレブにも根強いファンがいる、アメリカ・ダラスのチョコレート店 

「NǒKA CHOCOLATE」から、雪の結晶をモチーフにし、素材にこだわった 

ダークとミルクのチョコレートが新登場。 
 
 

 ブリリアントチョコレート  10,000円＇税込（ 

＜販売期間＞1/26～3/14 
 

ゴージャスなチョコレートケースには、スワロフスキークリスタルを散りばめて

あります。チョコレートを召し上がった後も、ガムケースや小物入れとしてお使

いいただけます。 
 

東京ミッドタウン 
限定 

シティ アイスリンク in 東京ミッドタウン 

バレンタイン・ホワイトデー限定アイテム・メニュー 

東京ミッドタウン 
限定 
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 ローズ チョコレートバスオイル  700円＇税込（ 

     2,300円＇3個入 BOX・税込（ 

＜販売期間＞販売中 
 

チョコレート店から、保湿効果のある砂糖をベースにカカオバター・シアバター 

オイルを配合したバスオイルが登場。ローズチョコレートの香りに癒されながら、 

乾燥しがちな季節のお肌にたっぷり潤いを与えてくれます。 

 

 

■京はやしや＇きょうはやしや（：ガレリア B1F / 03-5413-0396 

日本茶トリュフチョコレート     630円＇2個入・税込（ 

日本茶ショコラ   1,155円＇4個入・税込（ 

抹茶生チョコレート   1,365円＇税込（ 

＜販売期間＞1月下旬＇予定（～ 

 

東京ミッドタウンでも人気の老舗のお茶屋さんからお茶を用いたチョコレートが 

登場。程よく渋みがあるチョコレートは、少し大人な気分にさせてくれます。 

 

 

■pâtisserie Sadaharu AOKI paris 

＇パティスリー・サダハル・アオキ・パリ（：ガレリア B1F / 03-5413-7112 

ショコロン    3,260円＇6個入・税込（ 

＜販売期間＞販売中 

 

人気のショコロンが、バレンタイン限定のドット柄で新しくなりました。 

マカロンをカカオ 100%のチョコレートを世界で初めて実現させた「ドモーリ」の 

ショコラで包みあげており、絶妙な食感が美味しさを盛り上げます。 

 

■DEAN＆DELUCA＇ディーンアンドデルーカ（：ガレリア B1F / 03-5413-3580 

SWEETS MANIAC バックギフト  1,260円＇4個入・税込（ 

＜販売期間＞販売中 

 

「見て楽しい、食べておいしい」をコンセプトにする SWEETS MANIACから、 

ホワイトデー限定のデコラティグクッキーのギフトを入荷。 

春の訪れを感じさせるパステルカラーのギフトとミニハートが入っています。 

 

■STYLE MEETS PEOPLE＇スタイル ミーツ ピープル（：ガレリア 3F / 03-5413-3705 

バレンタインデーバスタイムセット  4,988円＇税込（ 

＜販売期間＞1/28～2/14 

 

relaxury＇relax＋luxury（を提唱する NY発のインテリアショップより、 

バレンタインにぴったりなバスタイムセットが登場。 

バスオイルは、黒ビールとシャンパンを合わせたカクテル、BLACK  

VELVETをイメージした大人の男性好みの香り。 

大切な人へ、上質なリラックスの時間をプレゼントしましょう。 

東京ミッドタウン 
限定 

東京ミッドタウン 
限定 

▲日本茶トリュフチョコレート 
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【カップルメニュー】 
二人で食べればもっとおいしい。そんなメニューをそろえました。 

 

■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（ 

：ガーデンテラス 1F / 03-5413-3655 

ハートのピーカンナッツブラウニー 1,500円＇税込（ 

＜期間＞1/26～3/3 

 

サクサクとした食感のピーカンナッツを入れて焼き上げた、ハート型の

ブラウニー。周りには色鮮やかなミックスベリーソースをたっぷり添えま

した。見た目も味もバレンタインにぴったりのスイーツです。 

 

■ukafe＇ウカフェ（：ガレリア 2F / 03-6438-9920 

バレンタインスイーツセット  1,800円＇2名様分・税込（ 

＜期間＞1/26～2/14 

 

「フォンダンショコラ」と「ホワイトチョコレートのブラマンジェ」のスイーツセッ

ト。オーガニックにこだわった ukafeならではの素材を使用しており、体に

優しい甘さです。ドリンクは 2杯付ですので、2人で一緒にお召し上がりい

ただけます。 

 

 

■HENRI LE ROUX＇アンリルルー（：ガレリア B1F / 03-3479-9291 

ミッシェル・ダルーム『愛の大作戦』セット 1,890円＇税込（ 

＜期間＞2/1～2/14 
 

真っ赤なハートのフランボワーズジュレを中心に、2つの味を 1つにした 

チョコレートでコーティングしたスイーツ。半分は女性をイメージした 

ショコラオレ、もう半分は男性をイメージしたショコラノワールです。 
 
 

■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 

カップルコース    10,000円＇2名様分・税込（ 

＜期間＞2/1～2/14 
 

1970年代、NYに誕生し多くの著名人に愛された伝説的インド料理 

レストランから、バレンタイン限定のカップルコースが登場。 

お二人で取り分けながらゆっくりとお楽しみください。 
 

【コース内容】 ・パパダムと 2種のチャツネ 

  ・天使の海老とアボガドのタルタル 

  ・春野菜のサラダブーケ・ドーサ 

  ・タンドリーハーブチキン 

  ・4種のカレーとナーンのプレート 

  ・ダークチョコレートのクルフィとムース、焼き菓子盛合せ、食後にスパイスティー 
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■Bodega Santa Rita＇ボデガ サンタ リタ（：ガーデンテラス 1F / 03-5413-3101 

バレンタインカップルコース  11,000円＇2名様分・税込（ 

＜期間＞1/26～3/3 
 

150種以上のスペインワインや豚の串焼きなど、スペイン・ラマンチャ 

地方の料理を楽しめる「Bodega Santa Rita」が、バレンタインにふさ 

わしいメニューを厳選しました。 
 

【コース内容】 ・人気のタパス(前菜)を 6品 

  ＇イベリコ豚の生ハム、小エビの土鍋焼き 

スペインオムレツ トルティージャなど（ 

  ・イベリコ豚の串焼き 2品 

  ・パエリア 

  ・デザート 

 

 

■Botanica＇ボタニカ（：ガーデンテラス 4F / 03-5413-3282 

ホワイトチョコレートフォンデュ 3,500円＇税込（ 

＜期間＞3/10～3/14※ディナーのみ 
 

ホワイトデーの期間限定で、二人で楽しみながら召し上がっていただける 

デザートです。マシュマロやフルーツなどに、上品な特製ホワイトチョコレート 

ソースをたっぷりつけてお召し上がり下さい。 

 

 

【サービス】 
ミッドタウンでは二人で体験できるトレーニングメニューもご用意しています。 

 

■加圧トレーニング Visionary Works 

＇カアツトレーニング ヴィジョナリー ワークス（：ガレリア 2F / 03-6447-2123 

バレンタイン／ホワイトデーカップルコース＇※要予約（  8,400円＇税込（ 

＜期間＞1/26～2/14、3/4～3/14 

 

バレンタインとホワイトデー限定で体感加圧トレーニングのカップルコースが 

登場。通常 2名様 16,800円のところを半額の 8,400円でご提供します。 

レンタルウェア・シューズなども完備しており、手ぶらでご来店可能です。 

ワンランク上のトレーニングを体験すれば、二人の愛も深まるはず。 
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期間中、対象レストランにてカップルメニューをご予約いただいたお客様、各店先着 10組 20名様に「シティ 

アイスリンク in 東京ミッドタウン」ご招待券をプレゼントします。また、カップルメニューをお楽しみいただいた

お客様にもれなく、オリジナル台紙に貼った記念写真をプレゼントする「フォトサービス」を実施します。 

この機会に是非、大切な人とのお食事をミッドタウンでお楽しみください。 

 

 ■「シティ アイスリンク in 東京ミッドタウン」ご招待券プレゼント 

【予約期間 】1月 26日＇水（～ 

【実施期間 】1月 26日＇水（～2月 14日＇月（ 

【枚  数 】各店先着 10組 20名様 

※ご招待券プレゼントは各店なくなり次第終了となります。 

※ご招待券がなくなった場合でもカップルメニューの予約は受け付けております。 

 

 ■フォトサービス 

  【実施期間 】1月 26日＇水（～2月 14日＇月（ 

  ※1組様 1枚とさせていただきます。 

  ※ご希望の方はスタッフにお声掛けください。 

  ※撮影は店内でさせていただきます。 

 

・カップルメニュー参加店舗 

【参加店舗】玄冶店 濱田家、NIRVANA New York、ROTI American Wine Bar & Brasserie 

     orangé、Ba-tsu、平田牧場匠、Bodega Santa Rita、回転寿司 函館 まるかつ水産 

     Union Square Tokyo、Botanica、喜扇亭、ukafe、CANOVIANO CAFÉ 

     HENRI LE ROUX  

  ※カップルメニューの詳細につきましては各店舗まで直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 52㎡の広さと高層階ならではのダイナミックな眺望が楽しめる「デラックス」ルームで特別な夜を。オリジナル

シャンパーニュ＇フルボトル 1本（、「タワーズグリル」での朝食、バスリチュアルがついた限定プランです。 

 

 【予 約 期 間】  受付中 

 【対 象 期 間】  2月 11日＇金（～2月 14日＇月（ 

 【料     金】 1室 1泊 2名「デラックス」宿泊 56,490円～ 

＇サービス料 10％と宿泊税が別途かかります。（ 

 【お問合せ先】 ザ・リッツ・カールトン東京 ミッドタウン・タワー 

   TEL：0120-892-688 宿泊予約 

 

   

 

 

 

 

カップルメニュー予約特典 

ザ・リッツ・カールトン東京 バレンタインパッケージ 


