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12月28日（水）～
2017年1月15日（日）

2017年の干支にちなんで、鶏のオブジェが
登場！五穀豊穣を祈って飾る「舞玉」を約
1,000個使ってつくられた色鮮やかなオブジェ
が、ガレリアゲート
で皆さまをお迎え
します。

場所  ガレリアゲート

福を

トリこむ

獅子舞
1月2日（月・振休）、3日（火）

頭をかんでもらうと一年を無病息災で元気に
過ごせるといわれる「獅子舞」が、太鼓と笛の
音色と共にガレリア館内を練り歩きます。
場所  ガレリア館内  　協力  神田囃子睦会

1日4回 ※1回約20分

福に

触れる

新春抽選会
11：00 ～ 21：00

1月2日（月・振休）～1月15日（日）

期間中、東京ミッドタウン内にて合計5,000円
（税込・レシート合算可）以上お買い上げごと
に1回、最大 5回まで抽選会にご参加いた
だけます。

場所  ガレリア3F 
TIME & STYLE MIDTOWN前 渡り廊下

福が

当たる

12月28日（水）～
2017年1月7日（土）

発展や繁栄を象徴する「扇」と家族円満を意
味する「毬」を華やかな水引で結び、新しい
一年の幸せを祈願
します。松竹梅を組
み合わせた縁起の
良い門松です。
場所 ガレリアゲート

福を

呼ぶ

振る舞い酒
1月2日（月・振休）

初売りにお越しいただいたお客様に新年最初
のおもてなしとして、金沢の老舗酒蔵・福光屋
の樽酒を振る舞います。先着800名様には東京
ミッドタウンのオリジナル枡でご提供します。
場所  プラザ1F キャノピー・スクエア      
料金  無料　協力  SAKE SHOP福光屋

※定数に達し次第終了

新春  箏
こと

三重奏 

日本の伝統楽器「箏」の三重奏で皆さまを
おもてなしいたします。新春にふさわしい
美しい音色をゆっくりとお楽しみください。
場所  ガレリアB1 アトリウム　料金  無料

1月7日（土）～9日（月・祝） 福を

く聴

舞
う
春
。

門松

※1/2（月・振休）、3（火）は20時まで

※一部対象外の店舗がございます。 

※1月1日（日・祝）は定休日となります。※画像はすべてイメージです。

1.15sun

1.2mon

1月2日（月・振休）　1月15日（日）

特賞〈ザ・リッツ・カールトン東京〉 
モダン ジャパニーズ スイート宿泊券（1泊2日）
1組2名様

福のなる木

1月2日（月・振休）～
1月9日（月・祝）

新年の抱負や願いを書いた「福の実」カード
を、「福の木」に結んで一年の幸福を祈願し
ます。皆さまの願い
が込められた「福
の実」カードはイベ
ント終了後、神社に
奉納します。

場所  ガレリア1F
MORABITO前

福を

う願

※「福の実」カードはなく
なり次第終了

13：00 ～ / 15：00～/ 17：00
※各回約30分

10：45～ 

福を

飲む

01



ジャストシーズンで着られるニットやシャツ、パンツやタイなどISAIAらしい色使い
のカジュアルアイテムが満載！他に324,000円のセット（限定5個）もあります。

■54,000円　　　　■ 108,000円　　　　■ 162,000円
人気アイテムを中心に福袋の価格の3～4倍相当の内容。

■ウェア福袋 10,800円 （数量限定）

■ジノグラフィックリーフヒュミドール＆シガーケース 89,856円
ジノのグラフィックシリーズから、ヒュミドールSMサイズ1台（120,960円）と
シガーケースXL2本用サイズ（17,280円）のセット。

新年のティータイムは甘くてリッチな気分になれるこのセットで。人気のボンボン
ショコラ、カラフルなマカロン、焼菓子を贅沢に詰め合わせました。

HAPPY BAG  108,000円

ボワットゥ シュルプリーズ グラン 10,800円

ISAIA Napoli （イザイア ナポリ／プラザ1F） TEL.03-6447-0624

ADEAM（アディアム／ガレリア1F） TEL.03-3402-1019

ストンプ・スタンプ（ガレリア3F） TEL.03-6721-1530

Davidoff of Geneva / Salon des Parfums（ダビドフ オブ ジュネーブ／
サロン デ パルファム／ガレリア1F） TEL.03-5413-0093

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

限定5個

限定25個

SHOP  INFORMATION

かわいらしくておめでたい、人気の九谷焼〈 KUTA 
NI SEAL〉から御重や酒器、箸置き、熊手など。新
シールの一点ものも販売いたします。

お正月にぴったり
NEW YEAR〈KUTANI SEAL〉

ISETAN SALONE  12月28日（水）～
2017年1月10日（火）

（イセタンサローネ／ガレリア1F）
TEL.03-6434-7975

KUTANI SEAL
七福神箸置7点セット 5,292円

新春セールは からスタート！

ファッション、インテリア雑貨は最大50%OFF！お買い物のあとは
カフェやレストランでゆったりと、お正月の東京ミッドタウンを満喫！

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS
サントリー美術館（ガレリア3 F）

江戸時代中期における秋田藩士の
小田野直武や秋田藩主の佐竹曙山
らの代表作を特集し、秋田蘭画の
実像に迫ります。

世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画 
開催中～2017年1月9日（月・祝） 

10：00～18：00（入館は17：30まで）
※金・土および1/8（日）は20時まで

重要文化財　唐太宗・花鳥山水図 
小田野直武筆　三幅 
江戸時代　18世紀 

秋田県立近代美術館 
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休館日  火曜日（※1/3は開館）、
12月30日（金）～ 2017年1月1日（日・祝）

21_21 DESIGN SIGHT（ミッドタウン・ガーデン）

多様な工夫を経て暮らしに溶け込む
様々な製品をデザインの視点から解剖
し、若手クリエイターとともに社会や
暮らしとデザインの関係、役割、可能性
を深く考察します。

デザインの解剖展： 
身近なものから世界を見る方法 

東京ミッドタウン・デザインハブ特別展
「－くらし心地－第56回日本クラフト展」

Jan

22

休館日  火曜日、12月27日（火）～2017年1月3
日（火） 入場料  一般 1,100円／大学生 800円
／高校生 500円／中学生以下は無料

東京ミッドタウン・デザインハブ（ミッドタウン・タワー5F）

今年で56回目を迎える日本クラフト
展は国内最大規模のクラフトの公募
展です。今回のテーマは「くらし心
地」。陶磁・漆・木・竹・ガラス・金属・
テキスタイル・ジュエリーなど高度な
技と感性によって作り出された約
900点のクラフトを展示します。
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休館日  なし　 入場料  無料
TEL  03-6743-3776　http: //designhub.jp　
お問い合わせ  公益社団法人 日本クラフトデザイン協会
TEL..03-6455-5533　http://www.craft.or.jp

1.2mon

2mon
1

ISAIA Napoli

JEAN-PAUL HÉVIN

日本の節句に合わせて期間限定販売される「歳
時記 Tシャツ」。日本に古くから伝わる“板締め”
という手技で染められ、門松のお飾りや榊を連
想させるオレンジや緑の模様が特徴です。

日本の新年を表現した
歳時記Tシャツ

45 R

（フォーティファイブ・アール／ガレリア1F）
TEL.03-3470-2245

歳時記Tシャツ 31,320円

一瞬のリズムと感覚から生まれる宙吹きの酒器
や花器、オブジェ作品の数々。静寂なモノトーン
や輝く色彩のオーラを封じ込めた作品は、作家
の純粋で瑞 し々い感性が投影されています。

ART MEETS PEOPLE vol.015
光井威善ガラス作品展

STYLE MEETS PEOPLE
（スタイル ミーツ ピープル／ガレリア3F）
TEL.03-5413-3705

 12月29日（木）～
2017年1月22日（日）

入館料  当日：一般  1,300円／大学・
高校生  1,000円／中学生以下は無料

TEL  03-3479-8600   http://suntory.jp /SMA / TEL  03-3475-2121　http://www.2121designsight.jp 

※shop×cafeは年末年始を除き会期中無休 

※きものでのご来館、またはホームページ限定割引
券、携帯サイトの割引券画面提示、または国立新美
術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引 
※いずれも割引の併用はできません。

※15名様以上は各料金から200円割引 
※障害者手帳をお持ちの方と、その付き添いの方1名は無料 

開催中～2017年1月22日（日） 
10：00～19：00（入場は18：30まで） 

1月7日（土）～1月15日（日）
11：00～19：00（最終日のみ17：00まで）

10個 10個 5個

1個

オーガニック原料と優雅な香りに癒されるバス＆ボディグッズで贅沢なバスタイム
を。スパでも使われているボディオイル、キャンドル、ミニソープのセットです。

「THANN 福袋2017」 ■ 3,240円　　　　■ 5,400円　　　　■ 10,800円
エデンブリーズ（ジャスミン＆ローズ）の商品を中心とした定番人気商品。

ビューティーコレクション2017「マリコール福袋」
■スキンケア福袋［スキンケア商品3点、フェイシャルエステ4回］55,000円　　 　
■ボディケア福袋［ボディケア商品3点、ボディエステ2回・オプション2回 ］56,000円

「ありがとう福袋」　■ 5,000円　　　　■10,000円
人気のだしシリーズを中心にした料理に欠かせない茅乃舎の限定セット。

「五福～福を集めた着物の福袋」　【1/2】88,000円　　　 ○京染鮫小紋、正絹 胴裏・
八掛、名古屋帯（全て新品  ※加工仕立代含）　【1/3】88,000円  　  　○大島紬、名古屋
帯（全てリサイクル）【1/3】88,000円　　　  ○重要無形文化財 結城紬（リサイクル）
【1/4】8,800円　　　 ○正絹 帯締、手加工帯揚（全て新品）

【1/2】1,000円 　　　    【1/3】1,000円
オリジナルトートバッグに人気パンが入ったお楽しみ袋。

■糖朝福袋［エッグタルト5個、肉まん 4個］1,080円
※1/2（月・振休）のみ販売

■モクモク福袋［お得なハム・ウィンナーの詰め合わせ］3,000円 ■ 3,240円［ショコラと焼菓子詰め合わせ］

エレガントなデザインが美しいMORABITO定番のバッグと、使いやすい革小物を
セットにしたリッチな福袋。中身を見て選んでいただけます。

寛政四（1792）年創業の日本橋木屋から、新年のおもてなしづくりに最適な庖丁と
和道具を詰め合わせました。21,600円のセット（限定20個）もあります。

お正月らしい迎春ラベルのお酒や、酒米の最高峰山田錦を磨き上げた「加賀鳶吉祥」、
山田錦の米焼酎などバラエティに富んだ6種を厳選しました。

昨年大好評の福袋がさらに豪華になって登場！いちご、メローゴールド、りんご、みかん、
スティックケーキ、クッキーの詰め合わせで新年のテーブルを華やかに。

“幻の豚”と呼ばれる最高品種である金華豚を使用したみそ漬けや生ハムをはじめ、
肉本来のおいしさが味わえる人気の高い商品を集めたお得な福袋です。

RELAXING BATH SET  12,960円ハッピーコフレセット 216,000円 福袋  10,800円

福光屋の福箱 6本詰合せ（720ml 5本、300ml 1本）  10,800円サン・フルーツ福袋  5,400円 平田牧場2017年福袋  5,400円

bamford（バンフォード／ガレリア2F） TEL 03-5413-4250

THANN（タン／ガレリア2F） TEL.03-3403-5105 グラン マリコール（ガレリア2F） TEL.03-6440-0056 茅乃舎（ガレリアB1） TEL.03-3479-0880

THE COVER NIPPON（ジ・カバー・ニッポン／ガレリア3F） TEL.03-5413-0658
浅野屋（ガレリア1F） TEL.03-5413-3575

粥茶館 糖朝（ガレリアB1） TEL.03-5785-2638

テネリータ（ガレリア３F） TEL.03-6447-0181
伊賀の里モクモク手づくりファーム （ガレリアB1） TEL.03-6434-0313

pâtisserie Sadaharu AOKI paris（パティスリー・サダハル・アオキ・パリ／
ガレリアB1）  TEL.03-5413-7112

MORABITO（モラビト／ガレリア1F） TEL.03-5413-0628 日本橋 木屋（ガレリア3F） TEL.03-5414-2088

SAKE SHOP 福光屋（ガレリアB1） TEL.03-6804-5341サン・フルーツ（ガレリアB1） TEL.03-5647-8388 平田牧場（ガレリアB1） TEL.03-5647-8329

限定15個限定15個 限定20個

限定20個

2017年、歌会始のお題「野」にちなんだ羊羹。
朝の光が野原に満ちていく情景を表した羊羹
は、新年のご挨拶にもふさわしい逸品です。

情緒あふれる手みやげ
“2017年  御題羊羹”

とらや
（ガレリアB1）
TEL.03-5413-3541

明けゆく野（ハーフサイズ） 
1,944円

銘柄豚のスペアリブで作るチャーシュー、滋養
たっぷりの薬膳スープ、のどくろのあっさり蒸し 
広東スタイル、海燕の巣など、選べるデザート付
き、全7品の新春限定コースです。

新年の集いに華を添える
“新春お祝いコース”

SILIN火龍園  1月5日（木）～1月31日（火）

（シリン／ファン・ロン・ユェン／ガーデンテラス 2F）
TEL.03-5413-0088

新春お祝いコース（全 7品）
17,280円

新年を迎えるにふさわしい、福ある商品を
皆さまへの感謝の気持ちとともにお得に詰め合わせました。

数に限りがありますのでお早めにどうぞ。

DECEMBER / JANUARY

※最終日のみ16時閉館

白籏史朗「高層雲と雲海の狭間に」
OLIVER LEATHER 26,784円

フジフイルム スクエア（ミッドタウン・ウェスト1F）

世界的山岳写真家、白簱史朗氏が
率いる写真クラブ山岳写真の会
｢白い峰｣の会員による、銀塩フィ
ルムで表現した ｢日本と世界の山
岳｣の作品展です。新春にふさわし
い雄大な風景をお楽しみください。

第38回山岳写真の会「白い峰」写真展
1月4日（水）～1月12日（木）

10：00～19：00（入館は18：50まで）

休館日  12月29日（木）～2017年1月3日（火）
入場料  無料

TEL  03-6271-3350
http://fujifilmsquare.jp 

“福”を探しに、東京ミッドタウンの福袋。
3tue wed

bamford

日本橋 木屋

平田牧場

MORABITO

サン・フルーツ

SAKE SHOP 福光屋

限定100個 限定150個 ※1/2（月・振休）、3（火）のみ販売※1/2（月・振休）のみ販売

※上記を含む33店舗にて実施予定。詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。 ※価格はすべて税込です。 ※販売期間は店舗により異なります。
※画像はイメージです。福袋の中身は写真と異なる場合があります。 ※予告なく商品内容を変更する場合があります。

※価格は税込みです。※画像はすべてイメージです。
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期間限定ショップ

英国ピタード社のラムスキンを使用し、
3D立体裁断やスマホ対応素材の使用な
ど、伝統技術と最新テクノロジーを融合
させた商品を発信するグローブブランド
〈HONNS〉。冬のお洒落に欠かせない、
豊富なカラーや柄のグローブが多数ライ
ンナップします。

東京ミッドタウンで撮影した写真にハッシュタグ「#midtown_amb」をつけ
て Instagram に投稿していただくと、どなたでも東京ミッド
タウンのアンバサダーになることができます。あなたの好き
な「場所」や「時間」、「隠れスポット」 などを投稿して友だちや
家族、恋人に東京ミッドタウンの魅力を伝えてください。

カリフォルニア発の
〈HONNS〉が期間限定で登場！

HONNS 12月27日（火）～
2017年1月22日（日） （ホンズ／ガレリアB1）

TEL.090-6859-7836（期間中のみ）

30個

10個

10個
10個

20個

5個
3個

30個 30個

■ 5,400円［バスタオル2枚、フェイスタオル4枚］　　　　■ 10,800円［バスタオル4枚、
フェイスタオル4枚、ハンドタオル 4枚、バスソルトセット1個］　　　　40個

80個

30個 20個

100個

180個

300個 100個

100個

一緒に撮るからこそ自然な笑顔になれる、恒例
の新春のフォトセッションを今年も開催。

2017年新春 DOG Photo Session

写真スタジオhollyhock×
GREEN DOG

 1月2日（月・振休）～1月3日（火）
11：00～18：00 

（シャシンスタジオ ホリーホック／ガレリア2F、グリーンドッグ／ガレリア1F）
TEL.03-6447-0354（予約・お問い合わせ／写真スタジオ hollyhock）

※荒天中止

※別途有料にてカレンダーやデータなどもご購入いただけます。
※事前予約制。定員になり次第締め切り

GREEN DOG横ウッドデッキ（ガレリア1F）
撮影料無料（キャビネサイズプリント1枚付き）

各日40組

会場

定員

料金



TOKYO MIDTOWN   INFORMATION
お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

東京ミッドタウンカード入会キャンペーン
2017年1月2日（月・振休）～1月22日（日）

イベントやショップの案内、最新トピックスなど、
お客様に役立つ情報をお届けします。

ショップ・レストランの営業時間

オフィシャルサイト

モバイルサイト

03-3475-3100

www.tokyo-midtown.com
www.tokyo-midtown.com/m/

http://www.tokyo-midtown.com/jp/mail/card.tokyo-midtown.com

（受付時間 ： 10：00-21：00）

※ 一部店舗により異なります。詳しくは東京ミッドタウン・コールセンターまでお問い合わせください。

※ 発行者のみとなります。

※ 12月31日（土）は19：00、
　 1月2日（月・振休）、3日（火）は20：00まで
※ 12月31日（土）、1月2日（月・振休）、
　 3日（火）は22：00まで

※ 掲載している情報は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

［ショップ］11：00   21：00
11：00   24：00［レストラン］

東京ミッドタウン

メールマガジン
登録募集 

期間中、東京ミッドタウンカードに新規ご入会いただくと、もれなく東京
ミッドタウン商品券500円分をプレゼント、さらにクレジット機能付き
ポイントカード「東京ミッドタウンカード《セゾン》」にご入会いただくと、
東京ミッドタウン商品券500円分を追加でプレゼントします。

東京ミッドタウンカードカウンター
TEL：03-3408-0031
（11：00-21：00）

ガーデンテラスB1 
東京ミッドタウンカードカウンターへ
（受付時間 11：00 -21：00）

［お問い合わせ］ ［ご来店は］

都内最大級の屋外アイススケートリンクが期間
限定で今年もオープン。青空と緑に囲まれなが
らのデイスケート、イルミネーションの中での
ナイトスケートはどちらも贅沢なシチュエー
ション。東京2020ゴールド街づくりパートナー
である三井不動産が主催する東京2020公認プ
ログラムとして認証されたイベントです。

三井不動産アイスリンク 
for TOKYO 2020

東京2020公認プログラム

1月5日（木）～3月5日（日）
11：00～22：00（最終受付は21：00）
※荒天時、営業を中止する場合があります。
※イベント等により営業時間が変更になる可能性があります。
※イルミネーションの点灯時間は17：00から22：00です。

※上記金額はすべて税込、貸靴料が含まれています。
※事故防止のため必ず手袋を着用ください。
※期間中の毎週土曜朝9:00～10:30の時間はアイスリンクを無料
　開放いたします。（ただし、貸靴代 500円は別途かかります）
※アイスリンク施設内に「東京2020公式ライセンス商品販売コー
　ナー」もオープンします。

三井不動産は、不動産開発におけるゴールド街づくりパートナーとして、東京2020オリンピック・パラリンピックを応援しています。

※付添料（3才以上）200円

Mar

5

Jan

5

会場  東京ミッドタウン 芝生広場 特設リンク
入場料  大人（高校生以上）1,500円

 小人（中学生以下）1,000円

お問い合わせ   東京ミッドタウン・コールセンター
TEL：03-3475-3100（受付時間 10：00～21：00）

 大人回数券（高校生以上・10枚つづり）12,000円
 小人回数券（中学生以下・10枚つづり） 8,000円

発行＝三井不動産株式会社、東京ミッドタウンマネジメント株式会社  〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1

& MORE INFORMATION DECEMBER / JANUARY

芝生広場

 1月1日（日・祝）は定休日です。

◯都営地下鉄大江戸線「六本木駅」 8番出口と直結
◯東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結
◯東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
◯東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分
◯都バス都01「六本木駅前」より徒歩約2分 ◯ちぃばす「六本木七丁目」・「檜町公園」下車徒歩1分

04

ショップ＆レストラン

芝生広場

ガレリア、アトリウム、
キャノピー・スクエア

21_21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン

サントリー美術館
ガレリア3F

東京ミッドタウン・デザインハブ
ミッドタウン・タワー5F

FUJIFILM SQUARE
ミッドタウン・ウェスト1F

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

★の展示は最終日16：00まで

第12 回 
美しい風景写真100人展
開催中-12月28日（水）

第38回山岳写真の会「白い峰」写真展
1月4日（水）-12日（木）

林惣一写真展「こころ葉」～水の旅～／
「建コン フォト大賞」写真展

1月13日（金）-19日（木）

大島玲子写真展「四季のうつろい」／
2016年 毎日写真コンテスト優秀作品展

1月20日（金）-26日（木）

「名取洋之助写真賞」
受賞作品 写真展／

樋口一男写真展「水彩譜」
1月27日（金）-2月2日（木）

E V ENT CALENDAR

TOKYO MIDTOWN 2017 新春抽選会　1月2日（月・振休）-15日（日）

三井不動産 アイスリンク for TOKYO 2020　1月5日（木）-3月5日（日）

門松　12月28日（水）- 2017年1月7日（土）
舞玉酉　12月28日（水）-2017年1月15日（日）

東京ミッドタウンのお正月　1月2日（月・振休）-15日（日）
振る舞い酒／獅子舞／福のなる木／新春 箏三重奏

 ※日程はイベントにより異なります。

TOKYO MIDTOWN SALE　1月2日（月・振休）-22日（日）

東京ミッドタウンの福袋
1月2日（月・振休）-４日（水）

世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画
開催中-2017年1月9日（月・祝）

「GOCHO SHIGEO」
開催中 -12月28日（水）

入江泰　作品展『心の原風景 奈良大和路』
1月4日（水）-3月22日（水）

26
月

東京ミッドタウン・デザインハブ特別展
「ーくらし心地ー 第56回日本クラフト展」

1月7日（土）- 15日（日）

デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法
開催中-2017年1月22日（日）
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水

26
木

27
金

28
土

29
日

休館日
12月27日（火）- 1月3日（火）

休館日
12月29日（木）- 1月4日（水）

休館日
12月29日（木）-1月3日（火）

休館日
12月30日（金）-
1月1日（日・祝）

定
休
日

トーク「『好奇心』て、どこから来るの？」
1月14日（土）

★
★

★ ★ ★

サントリー美術館新収蔵品
コレクターの眼　ヨーロッパ陶磁と世界のガラス

1月25日（水）-3月12日（日）

 ※セール開催日は店舗によって異なります。
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