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春からの、心地よい暮らし。
春、新しい季節のはじまり。暮らしを鮮やかに彩る

アイテムで、毎日の生活をもっと豊かに心地よく。



優しい香りと肌ざわりに癒される。
毎日使うものこそ、五感が喜ぶアイテムで心地よく。洗剤や柔軟剤、ファブリックケアには、日常の空間
にさりげなく香る爽やかなサボンの香りをセレクト。コットン本来のやわらかさを感じられる超甘撚りタオ
ルは、極上の質感で毎日使いたくなる逸品です。ふんわりと優しい香りと肌ざわりに心もカラダも癒されて。
手前左から デリケートランドリーリキッド2,700円、サボン ランドリーリキッド2,700円、BIG5,292円、サボ
ン ファブリックソフナーBIG3,672円、参考商品、サボン アンチマイトファブリックミスト2,700円Ⓕ／ワッ
フルバスタオル5,400円、超甘撚りエクストラリッチ バスタオルロング10,800円Ⓖ 麻やコットンの心地よさに包まれる。

プライベートな空間こそ、上質なアイテムにこだわりたい。使うほどに風合いが増す麻のベッドリネンや、肌なじみのよいコットン素
材のルームウエアは、まさに“上質な日常”を叶えてくれるマストアイテム。心身を癒してくれる心地よい肌ざわりは、極上のリラック
スタイムをもたらしてくれるはず。ヘンリーネックＴ〈HAYBARNコレクション〉18,360円Ⓘ／ランジェリ エリカ8,640円、Flat sheet Heritage 
ダブル33,480円、pillow cover Napoli Vintage5,400円Ⓒ　※左2つのクッションカバーは右上写真のクッションカバーと同商品

※価格は税込みです。※写真はすべてイメージです。

小さな花やグリーンで空間を彩る。　
お気に入りのグラスや小さな花器に小花やグリーンをラフに生けて、空間
を演出。異なるサイズやデザインのアイテムでスペースにリズムを与えれ
ば、小さくても存在感がアップし、暮らしに春らしい心地よさをもたらし
てくれます。左から AYE3,996円Ⓐ／Finnsdottir minibell vase2,592円Ⓒ／
KOU3,888円Ⓐ／花器1,015円Ⓓ／TSUYU2,268円Ⓐ ※花はすべてⒹ

シンプル＆モダンなテーブルウエアを揃える。
躍動的な流線のフォルムが特徴のプレートは、フランスの建築家・デザイナーが日本文化へのリスペクトを
込めてデザインしたもの。日本の伝統的な美意識と今の感覚とを融合させたモダンなデザインは、和洋問
わず使えてホームパーティにも重宝しそう。シンプルな上質さが春のテーブルを華やかに彩ってくれます。
プレート〈VENT BLANC〉上 S2,484円 M4,752円 L6,264円、下 S2,808円 M5,400円 L7,128円、テーブルフォーク、
テーブルスプーン各2,160円、デザートスプーン〈KnifeForkSpoon〉1,296円Ⓐ

いつもの空間にアートを飾って、暮らしにちょっとしたエッセンスを。やわらかなフォル
ムに、艶と光沢が美しい宙吹きガラスや、身近な風景を題材に描かれた温かみのあるリ
トグラフ……眺めるだけで幸せな気持ちにしてくれるアート作品は、日常に優しい彩り
を添えてくれます。左から 光井威善 〈bottle people〉 「people」19,440円、「佇む人」14,580円、
「漂う人」21,600円、〈silence〉蓋物43,200円Ⓗ／リトグラフ Nigel Peake「STRETCH」45,000円Ⓑ

パーソナルスペースにアートを飾る。　

ホワイトオーク材で作られたグレージュのキッズチェアは、サイドのアー
ムがないので、子どもから大人まで長く愛用できる名品。リビングはもち
ろん、キッチンに置いて調理の合間に読書をしたり、晴れた日にはテーブ
ル代わりにもなる小さなスツールと一緒に、窓辺やテラスに移動してリ
ラックスタイム。上質なインテリアをひとつ加えて、毎日の暮らしに彩りを。
左から キッズチェア〈baguette lb〉34,560円、スツール〈FRONTIER 〉27,000円Ⓔ

長く愛用できる、
上質なアイテムと暮らす。

照明、チェア、サイドテーブル……お気に入りのインテリアをプラスして、プライベートな
空間をより心地よく。色やデザイン、素材にこだわったり、“スタイリッシュ”“ナチュラル”など
テーマを決めてスタイリングを楽しんだり。好きなものに囲まれて暮らす、それこそが一番
のリラックスです。左から WALLABY SIDE TABLE22,680円、リトグラフ Nigel Peake「CORNER」
28,000円、LOVE-IT CHAIR114,048円、CALEIDO クッションカバー2,592円、SOLO FLOOR LAMP
59,400円、CALEIDO クッションカバー2,592円 、2,808円Ⓑ

お気に入りのインテリアで、心地よい空間をつくる。

商品お問い合わせ
ⒶTIME & STYLE MIDTOWN（ガレリア3F）TEL.03-5413-3501　ⒷIDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC（ガレリア3F）TEL.03-5413-3455　ⒸTLB home（ガレリア3F）TEL.03-5647-8358　Ⓓレ ミルフォイユ ドゥ リベルテ（ガレリアB1）TEL.03-6721-1088　 
ⒺHIDA（ガレリア3F）TEL.03-5413-7637　Ⓕshiro HOME（ガレリア3F）TEL.03-3403-4646　Ⓖテネリータ（ガレリア3F）TEL.03-6447-0181　Ⓗ STYLE MEETS PEOPLE（ガレリア3F）TEL.03-5413-3705　Ⓘbamford（ガレリア2F）TEL.03-5413-4250

好きなものに囲まれて過ごす、
リラックスタイム。

お気に入りのインテリアやアート、上質なファブリックは、
日々の暮らしを豊かにしてくれるマストアイテム。

N i g h t

期間中、1回のお買い上げが1万円以上（税込）で配送料が無料となり
ます（対象店舗のみ）。その他、各ショップによるオリジナルのキャ
ンペーンも実施中！ この機会にぜひ、春の新生活を彩るインテリア
＆雑貨探しをお楽しみください。

Interior & Design Campaign
TOKYO MIDTOWN 

 4.1Sun開催中

〈参加店舗〉
HIDA、IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC、Flagship 
212 KITCHEN STORE、箸長、WISE・WISE tools、
TLB home、日本橋 木屋、TIME ＆ STYLE 
MIDTOWN、ファーバーカステル、THE COVER 
NIPPON、STYLE MEETS PEOPLE、HARMAN 
Store、テネリータ、itoya topdrawer、菱屋カ
レンブロッソ、無印良品※
※配送料無料サービスは実施しておりません。

 詳細は館内配布の「インテリアブック」
またはオフィシャルサイトをご覧ください。

毎日の暮らしを、
心地よくはじめるために。
花、香り、小さなインテリア……ちょっとしたアイテムを

プラスするだけで、暮らしはもっと自分らしく心地よいものに。
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◯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」下車徒歩約1分

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）

江戸初期の瀟
しょうしゃ

洒で洗練された造形が特徴の
「寛永文化」。本展では、雅な宮廷文化をはじめ、
新時代の美意識が結実した小堀遠州、野々村
仁清、狩野探幽らの作品をご紹介します。

デザインの視点で地域を見つめ問題解決をし
ているプロジェクトや、地域の魅力を発見し伝
えているプロジェクトなどを、「移動する」「働
く」「つなぐ」をテーマに紹介。全国から選りす
ぐった10件の地域プロジェクトを展示すると
ともに、日ごとにテーマを設定しゲストを招い
たトークイベントを開催します。

桜前線を追いかけること30年。毎年、沖縄か
ら北海道まで、日本各地の「桜」を撮影し続け
る写真家、巽 宏安。一本桜、観光名所の桜、城
跡の桜、秋に咲く四季桜など、行く先々で桜と
何時間も対峙し撮影した作品を、迫力あるサ
イズのプリントで展示します。美しい日本の
桜の旅をお楽しみください。

20世紀を代表する写真家ウィリアム・クライ
ンと、斬新な眼差しで21世紀の都市を見つ
める日本やアジアの写真家を紹介。都市ヴィ
ジョンの変貌をダイナミックに提示します。

寛永の雅
江戸の宮廷文化と
遠州・仁清・探幽

地域×デザイン2018 
－まちとまちをつなぐ

プロジェクト－

Feb

23 巽 宏安写真展
「桜行脚Ⅳ」

SHOP  INFORMATION

写真都市展 
－ウィリアム・クラインと

22世紀を生きる写真家たち－

休館日  火曜日（5/1は開館）
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

入場料  無料
TEL  03-6743-3777

（公益財団法人 
日本デザイン振興会）
http://designhub.jp/

入場料  無料
TEL  03-6271-3350　http://fujifilmsquare.jp/

TEL  03-3475-2121　
http://www.2121
designsight.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

2月23日（金）～6月10日（日） 
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 

※5/26（土）は「六本木アートナイト」のため
23：30まで開館（入場は23：00まで）

開催中～4月8日（日） 
10：00～18：00 （金・土は20：00まで開館）

※いずれも入館は閉館の30分前まで ※最終日のみ16：00閉館

休館日  火曜日（4/3は開館）
※shop×cafeは会期中無休

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

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

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。 ※作品保護のため、会期中展示替えを行います。
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白釉円孔透鉢
野々村仁清  一口
江戸時代  17世紀

MIHO MUSEUM
桜色に染める

©巽 宏安

2月23日（金）～3月11日（日）
11：00～19：00

3月2日（金）～8日（木）
10：00～19：00 （入館は18：50まで） 
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上質なベルギー製のサドルプルアップ
レザーを用いたバッグで、限られた店
舗のみでしか手に入らない、レザービ
ジネスシリーズ。

𠮷田カバンの名工が
生み出すビジネスバッグ

KURA CHIKA
（クラチカ／プラザB1）
TEL.03-5772-5232

この日のためのスペシャルなスイーツをはじめ、ボディ
ケアアイテムやアクセサリーなど、女性に喜ばれるギフ
トを多数ご用意しました。ホワイトデーの贈りものはも
ちろん、自分へのご褒美にもどうぞ。

大切な人へ心ときめくギフトを

ナチュラルビューティ
セット  6,480円
bamford（ガレリア2F）

ボンボン ショコラ 12P  4,968円
pâtisserie Sadaharu AOKI paris
（ガレリアB1）

創業200年の榮太樓總本鋪がセカンドブ
ランドとして立ち上げたあめ専門店。東
京ミッドタウン限定商品や代表商品「ス
イートリップ」のニューアイテムが登場！

「あめに恋して、あめに夢みて」
新しいあめの形を表現

2/16（金）～3/14（水）
期間限定ショップ Ameya Eitaro

（アメヤ エイタロウ／ガレリアB1）
      0120-284-806

1889年スウェーデンで創業したラグメー
カー〈KASTHALL〉。今も職人がオーダー
ごとに1枚1枚を製作しています。木製
家具と相性のよいラグを揃えました。

スウェーデンの職人による
カスタムメイドのラグが登場！

HIDA
（ヒダ／ガレリア3F）
TEL.03-5413-7637

東京ミッドタウンカード《セゾン》新規入会キャンペーン
3月1日（木）～20日（火）

card.tokyo-midtown.com

※東京ミッドタウン（六本木）館内以外でのご入会はキャンペーンの対象外となります。
※東京ミッドタウン日比谷では、東京ミッドタウンポイントの付与、利用はできません。

期間中、東京ミッドタウンカード《セゾン》に新規ご入会いただくと東京ミッ
ドタウン商品券500円分をプレゼントします。

東京ミッドタウンカードカウンター（ガーデンテラスB1） 
TEL: 03-3408-0031（受付時間 11：00 - 21：00）

［お問い合わせ・ご来店は］

芝生広場 TOKYO MIDTOWN

PORTER HYDERICKシリーズ 
84,240円～127,440円 〈KASTHALL〉ラグ 88,815円～

04

芝生広場、ミッドタウン・ガーデン

ショップ＆レストラン

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

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

★の展示は最終日16：00まで

小川康博写真展「日本海沿い」★
2月16日（金）-22日（木）

清水重蔵写真展「橅人 -新潟-」★
2月23日（金）-3月1日（木）

よみうり写真大賞 入賞作品発表展★
3月2日（金）-8日（木）

E V ENT CALENDAR

三井不動産アイスリンク for TOKYO 2020　開催中-3月4日（日） MIDTOWN BLOSSOM
3月16日（金）-4月15日（日）

TOKYO MIDTOWN WHITE DAY　開催中 - 3月14日（水）

TOKYO MIDTOWN  RESTAURANT WEEK “Choose what course?”　開催中 - 3月15日（木）

TOKYO MIDTOWN  Interior & Design Campaign　開催中 - 4月1日（日）

寛永の雅 江戸の宮廷文化と遠州・仁清・探幽　開催中-4月8日（日）

民俗写真の巨匠 芳賀日出男　伝えるべきもの、守るべきもの　開催中-3月31日（土）

19
日
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オープニングトーク 「沈 昭良の写真について、アジアの写真の特性について」　2月24日（土）
トーク「テクノロジーと表現」

3月17日（土）
「ウィリアム・クラインスタジオによるトーク」

2月23日（金）
写真都市展 －ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち－　2月23日（金）-6月10日（日）

YUIMA NAKAZATO Exhibition - HARMONIZE -
2月21日（水）-25日（日）

thinking tools. プロセスとしてのデザイン―モダンデザインのペンの誕生　3月3日（土）-4月8日（日）

第69回 中日写真展・東京展★
3月9日（金）-15日（木）

須釜 聡 写真展「やさしき能登」★
2月16日（金）-22日（木）

Group18%GRAY写真展★
2月23日（金）-3月1日（木）

巽 宏安写真展「桜行脚Ⅳ」★
3月2日（金）-8日（木）

山村健児＆齋藤朱門 写真展★
3月9日（金）-15日（木）

ハガタカシ写真展「Layer」★
3月16日（金）-22日（木）

田中 晋写真展「Crimson Altron is Forever ～中国蒸気列車の旅～」★
3月16日（金）-22日（木）

オープニングトーク　3月16日（金）
JAGDAつながりの展覧会 Part1 マスキングテープ

3月16日（金）-4月22日（日）
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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。

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

03-3475-3100 （受付時間 ： 10：00-21：00）

ショップ・レストランの営業時間

※ 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］

Facebook

オフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com

東京ミッドタウン

メールマガジン
登録募集 

三井不動産アイスリンク for TOKYO 2020
東京2020公認プログラム

開催中～3月4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。

［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 ※付添料（3才以上）200円
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
※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。
［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）

開催中～3月14日（水）


