
曜日ごとに“毎日演出が変わる”
7つのスペシャルプログラム！
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混雑予想カレンダー ◎12/23（土・祝）～12/25（月）は大変混雑が予想されます。12月前半までのご来場をおすすめします。

※12/23（土・祝）～12/25（月）は通行規制をいたします。この期間はベビーカーはたたんでお並びいただくか、ベビーカー置き場をご利用ください（16：00～22：00）。車いすの方専用の優先エリアを館内にご用意しております。お近くの係員にお声がけください。※詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

＝ゆったり ＝混雑 ＝大変混雑 ＝大変混雑・通行規制

STARLIGHT GARDEN 2017
芝生広場を舞台に宇宙を旅する光と音のイルミネーション

11.15WED-12.25MON
東京ミッドタウン開業10周年イベントのフィナーレを飾る今年の「スターライトガーデン」
は、太陽系の7つの星を巡る壮大な“宇宙旅行”がテーマ。“月”、“太陽”、“土星“など7つの
星をイメージした曜日ごとに毎日異なるスペシャルプログラムで、芝生広場をロマンティ
ックに彩ります。きらめく銀河を巡る、幻想的な光と音のショーをぜひお楽しみください。

【  場  所  】 芝生広場
【  点灯時間  】 17：00～23：00 
【  LED数  】 約20万個　【  協  賛  】 東芝　
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Monday
神秘的な「皆既日食」

火星 Mars

巨大な雲など、火星の大気
現象を“赤 ”の光で表現。

Tuesday
隣の惑星の「大気現象」

水星 Mercury

マイナス170度の氷の世界を
“青 ”の光で表現。

Wednesday
灼熱の星の「氷の世界」

月 Moon

皆既日食のダイヤモンド
リングを“白”の光で表現。

木星 Jupiter

上空を吹き荒ぶ巨大な台風や
オーロラを“緑 ”の光で表現。

Thursday
極地の「台風やオーロラ」

太陽 Sun

太陽表面の大爆発「フレア」現象
を閃光と“オレンジ”の光で表現。

Sunday
燃え上がる「フレア」

土星  Saturn

土星の周囲を回る無数の
リングを“黄緑 ”の光で表現。

Saturday
土星の象徴「リング」

金星 Venus

暴風「スーパーローテーション」
を“金色”の光で表現。

Friday
謎多き高速の「暴風」

7つの日替わり演出の人気WEB投票を実施！ 12/23（土・祝）～ 25（月）の 3日間は、皆さまからの投票で人気
No.1に選ばれたプログラムでクリスマスを彩ります！ 投票受付は12/10（日）まで。どうぞお楽しみに！ 

投票は東京ミッドタウンオフィシャルサイトより受付！

光の輪が激しく回り、土星の環を表現（土曜日） 地球の11倍、太陽系最大の星、木星の台風を表現（木曜日）

あなたが決める！クリスマスイルミネーションWEB投票！
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ガレリア1F ツリーシャワーA

ガレリアB1B

光の中を旅するミッドタウン・クルーズへ！

直径6ｍのヴィジョンドームを中心に、“宇宙旅行”をテーマにした初の日替
わり演出を実施！ 約4分間のショー前半は青と白の光による銀河の旅、後半
は曜日ごとに違った演出で、７つの星の世界へ皆さまをお連れします。
【 点灯時間 】 17：00～23：00

スターライトガーデン 2017

ガレリア2FC

週末にはクラシックのライブ演奏を開催。
館内に響く艶やかな音色がクリスマス
ムードを盛り上げます。
【 期間 】 12月2日（土）～17日（日）
【 時間 】 13：30、15：00、16：30（各日3公演）各30分程度　【 料金 】無料

 ※期間中の土・日のみ実施

MIDTOWN 
CHRISTMAS LIVE 2017

約1,800体のサンタクロースのオーナメントが飾られた高さ
4mのビッグツリーが、吹き抜けに登場！ 10周年の今年は、
サンタツリーから抜け出した10組のサンタたちが館内のどこ
かに隠れています。ぜひ探してみてください。
【 時間 】 11：00～24：00（ガレリア開館時間）

サンタツリー

芝生広場

オーナメントやリース、カード
など、聖夜を彩るアイテムが満
載のマルシェ。ヨーロッパやア
メリカからセレクトしたクリスマ
ストレンドアイテムも必見です。

【 時間 】 11：00～21：00
【 出店店舗 】 A.P.J. Christmas／Birth DESIGN／materi

※12/22（金）～12/25（月）は22：00まで営業

マルシェ・ド・ノエル 

スワロフスキー　 ・クリスタル
で飾られたツリーが登場

！スワロフスキー ・クリスタル

られたツリーが
®

11.15WED 12.25MON

NEW

ミッドタウン・ガーデン

星くずの世界に迷い込んだような体
験ができる新エリア。赤と緑の無数
の小さな光の粒に包まれます。
【 点灯時間 】 17：00～23：00

スターダストゾーン

5

クリスマスを華やかに彩る館内スポット＆イベント

6

 “ミッドタウン・クルーズ”の出発
点。白とピンクの華やかな光で、
皆さまをお出迎えします。
【 点灯時間 】17：00～24：00

ウェルカムイルミネーション

プラザ1F、外苑東通り沿い1

メイン会場の芝生広場へ導く散歩
道の樹木をキャンドルのような温
かな光で彩ります。
【 点灯時間 】 17：00～23：00

ツリーイルミネーション

ミッドタウン・ガーデン2

シャンパングラスの形に輝く9本の
木々。光のしずくが幻想的に舞い降り
るロマンティックなイルミネーション。
【 点灯時間 】 17：00～23：00

シャンパン・イルミネーション

ミッドタウン・ガーデン3

「スターライトガーデン」へのプロ
ローグ。青と白の光で彩る幻想的な
ゾーンが期待感を高めます。今年は
新しく頭上に星空イルミも登場！
【 点灯時間 】 17：00～23：00

スターライトロード

ミッドタウン・ガーデン4

MIDTOWN
CHRISTMAS 2017

プラザB1〈無印良品〉前D

フィンランド独立100周年を記念して、幸
せを呼び込むフィンランドの伝統装飾、ヒ
ンメリ細工のオーナメントを作ります。
【 期間 】11月25日(土）11：00～／14：00～（約2時間）　
【 参加費 】3,500円（材料費込）　
【 主催 】アルテック（Vitra株式会社 TEL.03-6868-7875）

FIN/100 ヒンメリワークショップ

イルミネーションツアー　
今年のイルミネーションの知られざるス
トーリーや見どころを約60分でご紹介す
る期間限定の特別ツアー。好評につき英
語対応のツアーも開催します。

【 期間 】 12月1日（金）～15日（金）
【 定員 】 各回15名（所要時間：約1時間）
【 料金 】 一般1,500円、小学生700円、未就学児無料　
【 予約 】 オフィシャルサイトにて予約受付中
　　　  （先着順）

まるで「スターライトガーデン」の中に入っ
たかのような、幻想的な写真をプロカメ
ラマンが撮影します。写真は専用WEBサ
イトからご購入いただけます。

イルミネーション フォトサービス

【 期間 】 11月23日（木・祝）～12月17日（日）

【 時間 】 18：00～20：00
【 場所 】 芝生広場「スターライトガーデン 2017」
【 料金 】 1,080 円～（専用WEBサイトから販売）
【 お問い合わせ 】 写真スタジオ hollyhock TEL.03-6447-0354（11：00～21：00）

※期間中の金・土・日・祝日限定
※雨天中止

聖なる光に包まれる特別なクリスマス

※12/22（金）まで

CHRISTMAS PROG� M
※予約はhttp://www.facebook.com/ArtekJapan/

D

▼館内の10ケ所に隠れた
サンタたちを探してみて！

※雨天決行

世界で最も愛されてい
るシャンパン、〈モエ・エ・
シャンドン〉のオリジナ
ルツリーが登場。コート
ヤードでは、モエ クリス
マスマルシェも同時開催。

※12/22（金）～12/25（月）は
　ガレリアゲート前

【 場所 】 プラザ1F

【 点灯時間 】 17：00～24：00
【 主催 】 モエ・エ・シャンドン

MOET  &  CHANDON CHRISTMAS  TREE
モエ・エ・シャンドン クリスマスツリー



旬の食材と熱々ごはんのマリアージュ

旬食材と信州の伝統的な味
噌、醤油による和食をご用
意。鴨ロースのたたきやロー
ストビーフの雲丹乗せなどの
前菜、和牛の味噌漬け焼き
の後は、銅釜で炊き上げた
熱々ごはんをどうぞ。

和食

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／TEL.03-5785-1717

［提供期間］11/15（水）～12/25（月）16:00～ 24:00（L.O.21:30）

 12,960円イルミネーションコース（全9品）

※価格は税込みです。別途サービス料が発生する店舗があります。※画像はイメージです。メニューは変更になる場合があります。このアイコンがついているレストランからはイルミネーションが見えます。イルミネーションの種類や見え方は、店舗やお席によって異なります。

京都・宮川町の名和食店な
らではの雅なクリスマス料
理は、贅沢な蟹をはじめ、
京かぶら、海老芋など冬な
らではの京野菜も多彩。乾
杯の美酒とともに旬の恵み
を存分にご堪能ください。

話題の新店で、雅な季節の晩餐を

宮川町 水簾 ミヤガワチョウ スイレン
ガーデンテラス3F／TEL.03-5413-1881

和食

※乾杯酒付き

［提供期間］11/15（水）～12/21（木）17:00～ 24:00（L.O.22:00）　
　　　　　日・祝17:00～ 23:00（L.O.21:00）

 17,408円（サ別）特別会席コース（全10品）

SPECIAL MENU

家族や友人と食卓を囲み、タパスをたくさん並べて特別な日を祝う、そ
んなスペインのクリスマスを再現したコース料理をご用意。イベリコ豚
にハモンセラーノ、メインはビーフシチュー、そしてラストを飾るのは
魚介たっぷりのパエリア。スペイン産ワインで陽気な聖夜に乾杯！

［提供期間］12/23（土・祝）～12/25（月）17:30～ 23:00（L.O.21:30）

 8,100円Xmas 特別コース（全8品）

Bodega Santa Rita 
ボデガ サンタ リタ
ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-3101

スペイン料理

SPECIAL MENU

SPECIAL MENU

11.15WED 12.25MONTHE YEAR-END
DINNER“食べる”を通じて11月から楽しむクリスマス！

※要予約

ジューシーな熟成肉と世界のビールで乾杯！

世界のビール約100種が揃うビストロがこの冬お届けするのは、“門﨑熟
成肉”の3種盛り。独自の熟成方法で旨味を凝縮させ、肉専用の特注石窯
で火入れしたジューシーな熟成肉の味は格別！ クリスマスをモチーフに
したボトルのビールはもちろん、ワインも多数取り揃えています。

RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN
リオ･ブルーイング･コー ビストロアンドガーデン
プラザ1F／TEL.03-3403-0808

クラフトビール＆ビストロ

※ラストオーダーはお問い合わせください。［提供期間］11/15（水）～12/25（月）11:00～ 24:00

6,500円特注の石窯で焼き上げる熟成肉堪能
門﨑熟成肉3種類盛り合わせ石窯ローストプラン（全6品）

クリスマスカラーの「伊勢
海老のカルパッチョ 柑橘の
香り」に始まり、ツリーを模
したショコラデザートまで。
現代的な佇まいの正統派フ
ランス料理で、聖なる夜の
忘れ得ぬディナーを。

［提供期間］12/21（木）～12/25（月）11:00～ 15:30（L.O.14:00）／
                    17:30～ 23:00（L.O.21:00）

ランチ5,940円／10,800円（サ別）Menu de Noël（全6品）
ディナー18,360円／23,760円（サ別）

二つ星レストランで過ごす特別な夜

六本木テラス フィリップ・ミル
ロッポンギテラス フィリップ ミル
ガーデンテラス4F／TEL.03-5413-3282

フランス料理

SPECIAL MENU

SPECIAL MENU

※前日17：00までに要予約

※要予約

トリュフのフルコースで過ごす贅沢

Artisan de la Truffe Paris
アルティザン ドゥ ラ トリュフ パリ
ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-3830

フレンチレストラン

専門店ならではのトリュフづ
くしのスペシャル料理をご用
意。トリュフと好相性のフォ
アグラ、キャビア（追加料金）
など贅沢な食材を組み合わ
せたリッチな仕立てと高貴な
香りが聖夜を彩ります。

［提供期間］12/23（土・祝）～12/25（月）17:30～ 23:00（L.O.22:00）

 14,040円クリスマスコース 2017（全5品）

SPECIAL MENU

※2部制：1部 17：30～19：30／2部 20：00～22：00

※要予約

※要予約

※要予約

豪華パエリアで、スペイン流クリスマス
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 tokyo midtown
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01 グローブ（ブルーノ カルロ） 42,120円

上質ラムレザーとミンクファーを使ったリッチな
グローブ。カラフルなドットをちりばめたファー
が絶妙のアクセントに。

●VIA BUS STOP／ガレリア2F
TEL.03-5413-3696

※クリスマスケーキの詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。予約受付中、販売期間中でも売り切れる場合があります。予めご了承ください。 ※価格はすべて税込みです。 ※写真はイメージです。

10

06
02 ローゲージカシミアストール  

各23,760円
3重巻きにしても結べる長さと絶妙なボリューム
感でアレンジしやすいカシミアストール。リッチ
な色合いは大人カジュアルにぴったり。

●JET／ガレリア2F
TEL.03-3470-1375

03（左）Kawa-Kawa Gingami 8,640円
（右）サクラワクス TOKYO-GAMA 
　　4,298円

がま口タイプのカードケースは上質な牛革を使用
したスムースレザータイプと豚革に銀色の箔をの
せて特殊加工を施した個性的なタイプの2種。

●THE COVER NIPPON／ガレリア3F
TEL.03-5413-0658

04ローズ･セクリート（50ml）  14,040円
アロマのスペシャリスト、シルヴァナ・カソーリ
がプロデュースするブランド。スリナム産ロー
ズはシーンを選ばないロマンティックな香り。

●ISETAN SALONE／ガレリア1･2F
TEL.03-6434-7975

05ジェルソイキャンドル 各3,240円
木製家具にも使用されるヒノキの葉を使った、
匠の技とセンスが光る瓶入りのソイキャンドル。
ウッディな香りが心地よく癒してくれます。

●HIDA／ガレリア3F
TEL.03-5413-7637

06フルール・ド・ノエル  4,860円
赤、緑、白のカラーをメインにしたクリスマスら
しいフラワーアレンジメント。ゴールドのベー
スが華やかさを演出してくれます。

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

07 ギフトセット 22,032円（BOX代込み）
アロマキャンドル、ボディオイル、バスソルトと、
肌触り柔らかなコットン100%のタオルの〈シロ 
ホーム〉を堪能できる嬉しいギフトセット。

●shiro HOME／ガレリア3F
TEL.03-3403-4646

08グリッターブーツ  74,520円
今シーズン注目のグリッターブーツは細かなグ
リッターで大人っぽく。着こなしにフレッシュ
なアクセントをプラスしてくれます。

●PELLICO／ガレリア2F
TEL.03-5413-7768

09
ローズやネロリ、ゼラニウムなど、花の香りを凝縮
したネイルオイル。まるで小さな花束のように華
やかなパッケージで、ギフトにもおすすめです。

●uka／ガレリア2F
TEL.03-5413-7236

uka nail oil Bouquet（5ml）  4,104円
※11/20（月）より数量限定発売

10 ビュッシュギャッツビー
（W16.5×D6×H6cm）6,210円

ビスキュイ ショコラやヴァニラ風味のシブー
スト、栗とヘーゼルナッツのダコワーズを組み
合わせた、大人を虜にする上品な味わい。
〈予約期間〉予約受付中～ 12月20日（水）

〈お渡し･販売期間〉12月23日（土･祝）～25日（月）

●JEAN-PAUL HÉVIN／ガレリアB1
TEL.03-5413-3676

※数量に達し次第終了

11 パレタス クリスマスタルト 
（W15×D6×H5.5cm）750円

ピスタチオクリームを贅沢にデコレーションし
たフルーツタルト。カラフルなフルーツがたっ
ぷりのって、まるでアイスキャンディーのよう。
〈予約期間〉11月27日（月）～12月21日（木）
〈お渡し･販売期間〉12月11日（月）～25日（月）
●PALETAS／ガレリアB1
TEL.03-6447-4445

12 ラズベリー シャンパーニュ
（W18×D9.5×H7.5cm）7,800円

ロゼシャンパーニュとラズベリーのゼリーを、
ラズベリームースで包み込んだ艶やかなケー
キ。パーティのテーブルを華やかに彩ります。
〈予約期間〉予約受付中～12月22日（金）
〈お渡し･販売期間〉12月19日（火）～25日（月）

●ザ･リッツ･カールトン カフェ＆デリ／
ザ･リッツ･カールトン東京 1F
TEL.03-6434-8711（レストラン予約）

13 ノエル ショコラ ノワゼット
（約W15.5×D7.5×H6cm）6,372円

青木定治が惚れ込んだイタリア産ヘーゼル
ナッツで仕立てた濃厚なクリームと、食べ応え
のあるガトーショコラ生地は相性抜群！
〈予約期間〉予約受付中～12月17日（日）
〈お渡し･販売期間〉12月22日（金）～25日（月）

●pâtisserie Sadaharu AOKI paris／ガレリアB1
TEL.03-5413-7112

14 鏡花GOLD（370ml）  1,620円
純金箔入り純米吟醸酒は、食前酒や食中酒とし
て、冷やしても常温でも楽しめます。「紅葉の賀」
をパッケージに描いた冬季限定ボトルです。

●SAKE SHOP 福光屋／ガレリアB1
TEL.03-6804-5341

15 RITZENHOFF CHAMPUS 
各3,240円

パーティに欠かせないシャンパングラスは、華
やかなデザインをセレクト。ゴールドのパター
ンが弾ける泡をより美しく引き立てます。

●Flagship 212 KITCHEN STORE／ガレリア3F
TEL.03-5413-7686

※販売は2名様分から
16 クリスマススペシャルディナー

セット（1人分）4,320円

南青山「L'AS」の兼子シェフの味をご自宅で。
プロヴァンス風魚介の煮込み、ポルチーニ香る
ラザニアなど、主役級メニュー 7品のセット。
〈予約期間〉予約受付中～お渡しの2日前まで

〈お渡し期間〉12月22日（金）～25日（月）

●RECIPE & MARKET／ガレリアB1
TEL.03-6438-9598

※完売次第終了

17 名古屋コーチン もも焼き 
1本1,491円

名古屋コーチンの旨味を引き出す特製醤油た
れに漬け込み、旨味を閉じ込めながらふっくら
とジューシーに焼き上げました。

●鶏三和／ガレリアB1
TEL.03-6804-3029

18（左）織部 9,720円
（右上）刷毛･化粧 5,400円
（右下）瑠璃 4,860円
グラス KOU 各3,888円

シンプルなデザインで、どんな料理にも映える
笠間焼きのプレート。和洋問わず重宝し、パー
ティのテーブルをモダンに演出してくれます。

●TIME & STYLE MIDTOWN／ガレリア3F
TEL.03-5413-3501

19 博多水引 ボトルリボン 各2,052円
パーティ映えする博多水引のボトルリボン。ワ
インなどのボトルにつけると“幸せを飲む”と言
われ、パーティシーンを盛り立てます。

●日本橋 木屋／ガレリア3F
TEL.03-5414-2088
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お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

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

03-3475-3100

www.tokyo-midtown.com

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

（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。
※ 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。

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

東京ミッドタウン

メールマガジン
登録募集 

TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

発行＝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

◯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
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NOVEMBER  /  DECEMBER

サントリー美術館
（ガレリア3 F）

東京ミッドタウン・デザインハブ
（ミッドタウン・タワー5F）

21_21 DESIGN SIGHT
（ミッドタウン・ガーデン）

フジフイルム スクエア
（ミッドタウン・ウェスト1F）

1920年代から約60年にわたりアメリカで活躍
した写真家、アンセル・アダムス。大自然の美と
崇高の風景を精緻なモノクロ写真で表現した
作品は写真史上の金字塔として語り継がれて
います。不朽の名作の数々をご堪能ください。

東京ミッドタウン・デザインハブ
第70回企画展

 「ハブとマングース」

二十世紀の巨匠 
美と崇高の風景写真家
アンセル・アダムス

野生展 ：
飼いならされない感覚と思考

多様化が進む現代社会における、理想のクリエ
イティブスタイルとは何か。混沌を創造力へと
昇華させるクリエイティブチーム「TYMOTE
（ティモテ）」 のクリエイションを中心に、チーム
が持つ可能性を提示します。
入場料  無料

TEL  03-3470-7221
（武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ）

開催中～2018年2月4日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 

人間の持つ本能であり、知性でもある野生は
創造力に大きな刺激を与えてくれるきっかけに
なるもの。本展では、現代の表現者たちが持つ
野生の魅力に注目し、作品や資料を通して、野
生の発見方法に迫ります。

11月27日（月）～12月24日（日）
11：00～19：00

11月17日（金）～12月6日（水）
10：00～19：00（入館は18：50まで）

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS
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17
2018
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フランス宮廷の磁器 
セーヴル、創造の300年

11月22日（水）～2018年1月28日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）
※金・土、11/22（水）、1/7（日）は20：00まで、

12/29（金）は18：00まで開館

TEL  03-3475-2121　
http://www.2121design
sight.jp/

※15名様以上は各料金から200円引 
※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

休館日  火曜日、12/26（火）～ 1/3（水）
入場料  一般1,100円、大学生800円、高校生500円、
　　　  中学生以下無料

フランス国王ルイ15世の時代に誕生したセー
ヴル磁器製作所は、今もなお、ヨーロッパ磁器
の最高峰のひとつに君臨しています。マリー・
アントワネットやナポレオンにも愛されたセー
ヴル磁器の華やかな魅力をご覧ください。

入場料  無料
TEL  03-6271-3350

http://fujifilmsquare.jp/

月とハーフドーム ,
 ヨセミテ・ヴァレイ , 1960年
撮影：アンセル・アダムス
京都国立近代美術館蔵
©2017 The Ansel Adams

 Publishing Rights Trust

TEL  03-3479-8600　
http://suntory.jp/SMA/

休館日  火曜日（1/2、9、16、23は開館）、12/30（土）～1/1
　　　（月・祝）  ※shop×cafeは年末年始を除き会期中無休
入館料  （当日）一般1,300円、大学・高校生1,000円、
　　　  中学生以下無料
HP割：ホームページ限定割引券提示で100円割引　携帯割：携帯サイ
トの割引券画面提示で100円割引　あとろ割：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　 ※割引の併用はできません。

Photo © RMN-Grand Palais
 （Sèvres, Cité de la céramique） / 
Droits réservés / distributed by AMF
パーヴェル・ペトロヴィチの
ティーセット 1772-73年

セーヴル陶磁都市

SHOP  INFORMATION

11/28（火）～12/25（月）
期間限定ショップ

世界中のカカオ農園から買い付
けた良質な豆から丁寧に作られた
チョコレート。チョコレートバー
などの他、クリスマス限定のチョコ
レートケーキもご用意しています 。

サンフランシスコ発の
クラフトチョコレート

ダンデライオン・チョコレート POP UP SHOP
（ダンデライオン･チョコレート ポップアップショップ／ガレリアB1）
TEL.080-1032-2653（期間中のみ）

ほっそりと美しいプロポーションのシャ
ンパングラスに漆を組み合わせたシ
リーズ 。 気品のある黄金色のステムが
クリスマスシーズンのパーティを華や
かに彩るエッセンスに。

パーティシーンを彩る
スペシャルなグラス

WISE・WISE tools
（ワイス ワイス トゥールス／ガレリア3F）
TEL.03-5647-8355

自家製ラヴィオリや窯焼きピッツァ、
トリュフのリゾットなど、クリスマス
限定全7品のスペシャルコースをご用
意。美しいイルミネーションを眺めな
がら、ぜひお楽しみください。

ナプレのクリスマス限定
スペシャルコース！

Pizzeria-Trattoria Napule
（ピッツェリア･トラットリア ナプレ／ガーデンテラス1F）
TEL.03-5413-0711　

サントリー美術館
ガレリア 3 F

NOVEMBER11月 DECEMBER12月
EVENT CALENDAR

芝生広場、
ミッドタウン・ガーデン

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

FUJIFILM SQUARE
ミッドタウン・ウェスト1F

★の展示は最終日16:00まで

21-21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン ギャラリー３

東京ミッドタウン・デザインハブ
ミッドタウン・タワー5F

ショップ＆レストランなど

MIDTOWN CHRISTMAS 2017 11月15日（水）-12月25日（月）
ツリーイルミネーション／シャンパン・イルミネーション／スターライトロード／スターダストゾーン（12 /22まで）／スターライトガーデン 2017

野生展：飼いならされない感覚と思考 開催中-2018年2月4日（日）

  12月22日（金）～25日（月）

、
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Jan

 28

Nov

22
Dec

Nov

27

2 

TOKYO MIDTOWNクリスマス抽選会
12月1日（金）～15日（金） 11：00～21：00

クリスマスワインフェスティバル2017
12月1日（金）～25日（月） 11：00～21：00

世界15ケ国から選び抜かれたおすすめワインを直輸入、120種のワインが登
場 ！ クリスマス限定のフー ドメニューやホットドリンクも味わえるヒュッテも設
置、クリスマス気分をアップする本格的なクリスマスマーケットを展開します。
ワインと共にぜひお楽しみください。

〈ザ･リッツ･カールトン東京〉デラックスルーム

[特賞]〈ザ・リッツ・カールトン東京〉 デラックスルーム クラブラウンジ付きペア宿泊券（1泊2日）／〈はいむるぶし〉ペア旅行（2泊3日）／〈鳥羽国
際ホテル〉 ペア旅行（1泊2日）／〈NEMU RESORT〉ペア旅行（1泊2日）／〈Flagship 212 KITCHEN STORE〉 BALMUDA The Gohan

[入 場 料] 無料  ※一部有料サービスあり
[お問い合わせ]03-3458-4455（平日9：00～18：00）

〈ピーロート・ジャパン株式会社〉
※20歳未満の方、直後に運転される方はご参加いただけません。あらかじめご了承ください。

丸嘉小坂漆器店
シャンパングラス こがね11,880円 ナターレ8,500円（コペルト別）

ガレリア、プラザ、
アトリウム

ウェルカムイルミネーション／サンタツリー／マルシェ・ド・ノエルMIDTOWN CHRISTMAS 2017 11月15日（水）-12月25日（月）

FIN/100ヒンメリワークショップ
（11 /25）

MIDTOWN CHRISTMAS LIVE 2017（12/2・3、9・10、16・17）

クリスマスワインフェスティバル 2017 12月1日（金）-25日（月）

Christmas to enjoy from “November”!! 11月15日（水）-12月25日（月）

TOKYO MIDTOWN クリスマス抽選会 12月1日（金）-15日（金）

六本木開館10周年記念展 フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年 11月22日（水）-2018年1月28日（日）

トーク「偶然性とつきあう」 11月18日（土）

FIN/100 12月6日（水）-25日（月）

FUJIFILM SQUARE 開館10周年記念写真展
「二十世紀の巨匠 美と崇高の風景写真家 アンセル・アダムス」

11月17日（金）-12月6日（水）

ブラジルの大地に生きた写真家・大原治雄 開催中-12月28日（木）

東京ミッドタウン・デザインハブ第70回企画展 「ハブとマングース」
11月27日（月）-12月24日（日）

第13回　美しい風景写真100人展★
12月15日（金）-28日（木）

オープニングレセプション
12月1日（金）

営業写真コンテスト 入賞作品発表展★
12月8日（金）-14日（木）

2017年日本雑誌写真記者会写真展★
12月8日（金）-14日（木）野鳥賛歌写真クラブ作品展★ 開催中-11月16日（木）

AMATERAS展★ 開催中-11月16日（木）

ロエベ「インターナショナル クラフト プライズ」　11月17日（金）-30日（木）

15
水

16
木

17
金

アトリウム（ガレリアB1）

期間中、館内のショップやレストランで10,000円以上（税込・レシート合
算可）お買い上げごとに1回、最大5回まで参加できる抽選会を開催  ！  
ホテル宿泊券など豪華賞品が当たるハッピーチャンスをお見逃しなく。
※詳細は館内設置のちらしをご覧ください。※画像はイメージです。

【抽選会場】ガレリア3F TIME & STYLE MIDTOWN前 渡り廊下
◎お買い上げレシート対象期間：11月15日（水）～12月15日（金）

※一部対象外の店舗があります。

休
館
日




