
 インフォメーション Information

ショップ・レストランの営業時間
Opening hours of shops and restaurants

※一部店舗により異なります。詳しくはフロアガイドをご確認ください。 
*Some shops keep different hours. Please check the floor guide for full details.  

11:00 – 21:00Shops 11:00 – 24:00Restaurants

アクセス Access

◦都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結
◦東京メトロ日比谷線 「六本木駅」より地下通路にて直結
　途中、段差があるため車椅子・ベビーカーをご利用のお客さまは
　日比谷線「六本木駅」で地上部に出てお越しください。
◦東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1

東京ミッドタウン・コールセンター
03-3475-3100 ［ 受付時間 10:00 – 21:00 ］

カフェのお供や手土産にぴったりの
旬素材を使った甘味や桜色のデザートを
ぜひお楽しみください。

TAKE OUT　販売期間 3/16～4月末

甘酒アプリコットネクター  ￥756
純米麹から作る甘酒と濃厚なアプリコットの酸味が相性抜群。

さくらババロア＆さくらゼリー  ￥1,026
花びら入りゼリーをのせたミルクババロアと桜ゼリーのセット。

TAKE OUT　販売期間 3/16～桜が散るまで　販売期間 3/16～4月末 TAKE OUT EAT IN

サケショップ フクミツヤ
SAKE SHOP 福光屋

ガレリアB1
03-6804-5341 サン・フルーツ ガレリアB1

03-5647-8388

いちご大福（4個入）￥850
自社農園の“春いちご”を白あんで包んだ柔らかな春の大福。

イガノサトモクモクテヅクリファーム
伊賀の里モクモク手づくりファーム

ガレリアB1
03-6434-0313

　販売期間 3/21～桜が散るまで TAKE OUT EAT IN　販売期間 3/15～4/20 EAT IN（喫茶のみ）

エクレール サクラ  ￥560
キルシュでほんのり香りづけした桜のクリームがたっぷり。

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

ガレリア B1
03-5413-7112とらや ガレリアB1

03-5413-3541

よもぎ餅  ￥1,080
特製の御膳餡とよもぎの香り、焼き目の香ばしさが絶妙です。

春限定のスイーツで
春を味わう

SPRING 
MENU 3/16 4/15-

FRI SUN

イベントガイド

EVENT GUIDE

○価格はすべて税込です。 ○掲載内容・価格は変更になる場合があります。 詳しくは各ショップまでお問い合わせください。
▶その他のメニューや詳細は、オフィシャルサイトまたは館内配布のリーフレットをご覧ください。
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ストリートミュージアム5

Spring Flower
Display4

Cheers Sparkling3

桜ライトアップ2

CHANDON 
Blossom Lounge1

春 を   味 わ う

Spring has arrived at Tokyo Midtown again.
This is the season of beginnings.

While your heart sours with fresh feelings and new challenges,
enjoy the cherry blossom viewing, eat, laugh, and make merry.

There is such precious joy to be found in these fleeting moments.
Enjoy the brilliant Spring to the optimum.

今年も東京ミッドタウンに春がやってきました。

春は、はじまりの季節です。

真新しい気持ちや新たなチャレンジに心躍らせながら

桜を見上げ、食べて、笑って、楽しんで。

束の間だからこそ愛おしい。華やぐ春をどうぞ存分に味わってください。

www.tokyo-midtown.com/jp/ambassador

「ambassador's photo」は
昨年の春 Instagramに寄せられた皆さまからの写真です。
東京ミッドタウンで素敵な写真を撮って、ぜひ投稿してください。

東京ミッドタウン2018春の味わい方

食
を
味わう

桜
を
味わう

アート
を
味わう

ambassador’s photo

CHANDON 
Blossom Lounge
シャンドン ブロッサム ラウンジ

CHANDON 
Blossom Lounge

Cheers Sparkling
～スパークリングワインの振る舞い～

ストリートミュージアム

　桜ライトアップ

Spring Flower
Display

桜ライトアップ
Cherry Blossom Illumination

Spring Flower Display
スプリング フラワー ディスプレイ

ストリートミュージアム
Street Museum

Cheers Sparkling
～スパークリングワインの振る舞い～

チアーズ スパークリング

イベントエリアマップ & 桜マップ
EVENT AREA MAP & SAKURA MAP

EVENT SCHEDULE
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センダイシダレ

カンザンヤエベニシダレ

オオシマザクラ

オオヤマザクラ

ウスゲヤマザクラソメイヨシノ

ヤマザクラ

イベントスケジュール



※過去の様子

※毎週金曜・土曜、桜の満開時期は21：00まで営業（L.O. 20：30）

※限定ボトルは
　数量限定

ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿いエリア
Midtown Garden, alongside Sakura Street

3/16 4/15-
FRI SUN

12:00 - 20:00 (L.O. 19:30)

［ 席数 ] 100席程度（予約不可）　　
［ 主催 ] 東京ミッドタウン　　［ 協賛 ] CHANDON　　
［ 運営 ] ザ・リッツ・カールトン東京

桜を眺めながら春の食を楽しむ恒例の「Blossom Lounge」は、 
今年初めて「CHANDON」とのコラボレーションラウンジを開催。 
ザ・リッツ・カールトン東京が手がける料理とプレミアムスパー
クリングワインとのマリアージュを楽しめる、贅沢な春のテーブ
ルをご用意しました。美味しい春を皆で味わいましょう。
Spring also brings the return of our Blossom Lounge, a seasonal fixture where 
you can sumptuously dine while also enjoying the brilliant cherry blossom. 
Enjoy the great pairing made in springtime heaven of cuisine by the Ritz-
Carlton Tokyo and some delicious sparkling wine. A luxurious seasonal spread 
awaits you. This year also marks our first collaboration with "CHANDON". 

Drinks

Best Recommended!

1 こだわりのラウンジメニューが勢ぞろい

シャンドンボトルの巨大なオブジェが出現
ミッドタウン・ガーデンの一角に、繊細で香り豊かな

「CHANDON」の泡をモチーフにした巨大なオブジェ
が登場します。頭上に広がる桜色のバブルアートオブ
ジェを、どうぞお見逃しなく。
One corner of the Midtown Garden will play host to a massive 
work of art, inspired by the delicately fragrant bubbles of 
"CHANDON". Make sure you don't miss this incredible piece of 
bubble-art, backed by stunning cherry-pink.

ドリンクメニュー 
Set Menu

セットメニュー

CHANDON 
Blossom Lounge
シャンドン ブロッサム ラウンジ

荒天中止

ホット桜 カクテル
Hot SAKURA Cocktail

￥700

桜 ノンアルコール カクテル
SAKURA Non-Alcohol Cocktail

￥600
桜マカロン／桜とチェリーのシュークリーム／桜と苺の抹茶ケー
キ／桜のジュレ トンカ豆のブランマンジェ／桜チョコレート

スパークリングセット
Sparkling set 

￥1,300

シャンドン ロゼ（グラス）／春野菜の地中海風オムレツ／
ミックスナッツ

春野菜とナッツを傍らに
気軽に楽しいひと時を

シャンドン ロゼ（ボトル）／自家製スモークサーモンコン
フィーとポテトサラダ／春野菜の地中海風オムレツ／パテ・ド・
カンパーニュ／スパークリングワイン風味のポテトチップス／
ミックスナッツ

※2名さま用

桜スパークリング
セット
SAKURA Sparkling set

￥7,500

シャンドン ロゼ
2018春限定ボトルと
5種のご馳走セット

食べて撮って春を満喫
シェアしたくなる一皿！

レモン風味と桜の香りの
甘酸っぱいカクテル

肌寒い日は温かな
白ワインベースの一杯で

シャンドン ロゼ(グラス) 
ストロベリーと共に
Chandon Rose (Glass) with Strawberry

￥850

フレッシュな苺と
きめ細かい泡の共演

桜スイーツプレート 5種
SAKURA Sweets plate 

￥2,800

どの席で春を味わいますか？

シャンドン ロゼ
Chandon Rose  

ボトル Bottle ￥4,500
グラス Glass ￥700

深い味わいと爽快な後口の
春色スパークリング

毎週火曜日は
レディースデー

シャンドン ロゼ
グラス￥700▶￥600で

ご提供！

▶その他のメニューや詳細は、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。 ○メニューは変更になる場合があります。

※イメージ

可愛らしい見た目と香りで春の訪れを感じさせる桜ス
イーツをご用意いたしました。この時期にしか味わえな
い期間限定の彩り華やかなスイーツで、ひと足早い春の
訪れをお楽しみください。

監修　ザ・リッツ・カールトン東京 
　　　ペストリーシェフ
　　　田仲秀章

Chef's 
Message
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※桜の開花状況によりライトアップの色が変わります。

※4/16（MON）より一部展示替えを行います。
［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン

［ 料金 ］ 無料　　
［ 主催 ］ 東京ミッドタウン
［ 特別協力 ］ フラワーアートアワード実行委員会

［ 人数 ］ 先着500名　
［ 料金 ］ 無料　　
［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　

［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン

3月30日は東京ミッドタウンの開業記念日。11周年を迎える喜び
と皆さまへの感謝の想いを込めて、先着500名さまにロゼスパー
クリングワインを振る舞います。春の訪れを祝う一杯をご一緒に。

東京ミッドタウンと、隣接する港区立檜町公園に咲き誇る8種類
約150本の桜たち。外苑東通りと芝生広場をつなぐ約200mの

「さくら通り」では、夕暮れとともに桜の木々を幻想的にライト
アップ。開花前はピンク色に、開花後は白色のライトで演出し
ます。東京のまん中で、夜桜散歩をお楽しみください。

躍動する季節にふさわしいダイナミックなフラワーアートが、ガ
レリア館内を春色に彩ります。2016年度の「フラワーアートア
ワード」優勝チームが手がける花作品にご注目ください。

The 30th March marks the anniversary of the opening of Tokyo Midtown. 
In order to share our joy and gratitude at reaching 11 years with all of our 
customers, we will be treating the first 500 people to arrive, with some rosé 
sparkling wine.

Every spring, 150 cherry blossom trees are fully in blooms along Sakura 
Street and illuminated beautifully at night. Before blooming, cherry blossom 
trees are lighten up in pink. And after blooming, they become in white.

Dynamic flower art, perfectly suited to the lively activity of spring, will 
colorfully decorate the interior of the Galleria. Take note of the work by the 
team that won the 2016 "Flower Art Award".

Tokyo Midtown Award 2017 Art Competition winners will exhibit their 
lastest works on the street of the B1F of Plaza, such as installations and 
paintings etc. Witness the talents of tomorrow.

東京ミッドタウンでは、六本木のまん中で
咲き誇る桜を眺めながら、ゆっくりとお食
事をお楽しみいただけます。
At Tokyo Midtown, you can enjoy a relaxed 
fine dining experience while appreciating the 
multitude of cherry trees blooming in the heart 
of Roppongi.

桜の見えるレストラン
Restaurant & Bar

※お席によっては桜がご覧になれない場合がございます。

 Artisan de la Truffe Paris（フランス料理）
 GRILL ＆ WINE GENIE'S TOKYO

 （カジュアルフレンチグリル＆ワインバー）
 SILIN 火龍園（中国料理）
 酢重ダイニング 六角（和食）
 鉄板焼ステーキ 喜扇亭（鉄板焼）
 NIRVANA New York（インド料理）
 KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA

 （カジュアルイタリアン）
 HAL YAMASHITA 東京（新和食）
 Pizzeria-Trattoria Napule（イタリアン）
 宮川町 水簾（和食）※テラス席のみ

 Union Square Tokyo（アメリカン）
 六本木テラス フィリップ・ミル（フランス料理）

3/30
FRI

※なくなり次第終了11:00 -
プラザ1F キャノピー・スクエア 
Plaza 1F, Canopy Square

3/16 4/15-
FRI SUN

ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿い/
ガーデンテラス前
Midtown Garden, Sakura Street / Garden Terrace

 17:00 - 23:00 3/16 4/15-
FRI SUN

ガレリア 1F ツリーシャワー
Galleria 1F, Tree Shower

9:30 - 0:00 （ガレリア1F開館時間）

3/16 5/27-
FRI SUN

プラザB1 メトロアベニュー 
Plaza B1F, Metro Avenue

6:30 - 0:30 （プラザB1開館時間）

展示作品

「Urban Shade」  
遠藤有奈

「空を支える
二本の柱」  
大野光一

「息吹きの園」
松本千里

「手と霞」
七搦綾乃

「都市を解剖して
忘却を得る」
金子未弥

「景色と大きさ」
山根英治

Works

毎年開催している、世界へ羽ばたく花作
家たちによる都市空間を利用したアート
コンペです。グランプリ受賞者は日本代
表としてフランス「アート・フローラル国
際コンクール」に挑みます。

フラワーアートアワードとは？

 TITLE 

「春色に包まれて」
"Wrapped in Spring Colors" 透明感のある光の中で、軽やかに心弾むように咲き

誇る桜色の美しいグラデーションを創出。春風を感じ
るように、ふんわり舞い上がるAiryな表現と可憐な花
で、新しい季節の生命力溢れる喜びを伝えます。

ARTIST

大泉麗仁
Reito Oizumi  

やまぐちとくえ
Tokue Yamaguchi  

モランジュ麗逢
Reio Morange  

Concept

※過去の様子

明日を担う若手作家を発掘・応援する、デザインとアートのコン
ペティション「Tokyo Midtown Award」。2017年度アートコンペ
受賞作家6名が本展覧会のために制作した作品を展示します。

桜ライトアップ Spring Flower Display

Cheers Sparkling
～スパークリングワインの振る舞い～

ストリートミュージアム

Cherry Blossom Illumination スプリング フラワー ディスプレイ

チアーズ スパークリング

Street Museum

荒天中止

※過去の様子

※イメージ


