FOOD & CAFE
FUKAGAWA SEIJI 1894
ROYAL KILN & TEA

IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC
ガレリア3F［ Galleria 3F ］

カフェ&グルメ
チケット

ガレリア3F［ Galleria 3F ］

焼菓子とコーヒーのセット

紅茶

Baked sweets and coﬀee set

Tea

ガレット（バニラ・チョコ）は、芳香なバターの厚焼きクッ
キー。
マカデミアナッツとクッキーのサクサク食感。パウンド
ケーキ
（バナナ・くるみとかぼちゃ・クランベリー）
は、
しっとり
とした食感のパウンドケーキ。焼き菓子と相性のよい、苦みや
酸味がまろやかなコーヒーとのセットです。

深川製磁の器で日本有数の紅茶鑑定士が厳選した紅茶を
いただけます。
マイルドな味わいのディンブラ、世界最大紅
茶産地のアッサム、
フレーバーティの代表ベルガモットの香
り豊かなアールグレイ、爽やかな味わいのフルーツアイス
ティーの中からお選びいただけます。

※焼菓子はガレットかパウンドケーキをご用意いたします。

※コーヒーはホット・アイスどちらも可
（レギュラーサイズのみ）

SAKE SHOP 福光屋

伊吹うどん

SAKE SHOP FUKUMITSUYA

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。 * This photo is for illustrative purposes.

ukafe
ガレリア2F［ Galleria 2F ］

オーガニックコーヒー
又はアールグレイ（ホット・アイス）

MAISON KAYSER

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

Lemonade (hot/soda)

Organic coﬀee or Earl grey (hot/iced)

コーヒーは、JAS認定を受けているブラジル産オーガニック
コーヒー豆をお店で挽いています。アイスコーヒーはじっく
り時間をかけたコールドブリューです。
アールグレイは、
ベー
スの茶葉をベルガモットで香り付けしたフレーバーティー。
香り高く飲み心地のいい紅茶です。

レモン果汁にはちみつを加えた、
シンプルな定番のレモネー
ド。
ごくごく飲める、
すっきり爽やかな味わい。

NISHIKIYA KITCHEN

MOTSUNABE・MIZUTAKI KOGANEYA

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

DEAN & DELUCA

レモネード Mサイズ（ホット/ソーダ）

もつ鍋・水炊きKOGANEYA

IBUKIUDON

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

参加店舗の対象メニューと引き換え / redeemable menu
サン・フルーツ

THE SWEET DYNASTY HONG KONG

SUN FRUITS

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

クロワッサンと
ダイヤモンド（バニラクッキー）

エッグタルトと
ソフトドリンクセット

発酵バターを使用した自慢のクロワッサン、バニラ風味の
クッキー。

店内で焼き上げる糖朝特製の「エッグタルト」
と、
ソフトドリ
ンクのセットです。

Croissant and Diamant (Vanilla Cookie)

TACO RiCO

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

粥茶館 糖朝

イチゴジュース
Strawberry juice

Egg tart with soft drink set

※
「季節のエッグタルト」
もお選びいただけます。
（数量限定）

※売り切れの時はお勧めのジュースとなります。

※12/23、12/24、12/25はご利用いただけません。
※提供時間：13:00-20:00

お肉の専門店 スギモト

PHO NAM

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

この時期お勧めのイチゴをふんだんに使ったジュースです。
イチゴが無いときはその時のお勧めのジュースを提供いた
します。

Meat speciality store Sugimoto

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

Cafe & Gourmet Ticket

甘酒アップルジンジャー（ホット）
Apple Ginger Amazake (hot)

糀甘酒にりんご果汁、生姜、
シナモン、バニラを加えとろりと
したアップルパイのような味わいに仕上げました。
フーフー
しながら飲むと美味しい、
身体が温まるドリンクです。

酒かすアイス・みりん粕グラノーラ
トッピング（カップ）

【東京ミッドタウン アイスリンク カフェ＆グルメチケット】 A案
160mm×76mm／上質紙
（しおらい）110kg／オフセット 4C×スミ1C／50,000枚／表面ナンバリング
（5ケタ）
／ホログラムあり

かけうどん、
ぶっかけうどん、
いりこ醤油うどん
Kake, Bukkake, Iriko Soy Sauce

かけうどんは、
コク深いすっきりとした出汁が特徴。ぶっか
けうどんは、
ざるつゆをぶっかけた讃岐の定番うどん。
いりこ
醤油うどんは大根おろしにすだちを絞り、特性いりこ醤油を
かけたうどんです。

カップもつ鍋（醤油／味噌／旨辛）

レモンクリームチキンカレー、
ごはん

プルップルの国産ホルモンをお好みの味のスープでお召し上が
りいただけます。

ニシキヤキッチン一番人気！レモンの爽やかな風味と生ク
リームのまろやかさが特長のチキンカレーです。

Motsubabe (cup)

Lemon Cream Chicken Curry, Rice

ガーリックシュリンプカレー、
ごはん
Garlic Shrimp Curry, Rice

（ハラペーニョ添え）
Jalapeno Cheese & Chicken Tacos

チキンフォー

松阪牛入り煮込みハンバーグ

米で出来た麺のさっぱりとしたベトナムスープヌードルです。

湯せんで簡単調理！コクのあるデミグラスソースがハンバー
グと良くあいます！

Chicken pho

濃厚なとろーりチーズがグリルチキンと絡み合う冬限定の
「あったかタコス」です。すっきりとしたハラペーニョのピリ
辛トッピングが体をぽかぽかにしてくれます。

Stewed Hamburger Steak with Matsusaka Beef

ハワイの料理「ガーリックシュリンプ」をイメージしたカレーで
す。エビの旨みがたっぷりソースに溶け込んでおり、具材にはゆ
でエビとヤングコーンを使用し、食感も楽しく満足感のあるカ
レーです。

Sake-Lees Ice Cream (cup)

純米大吟醸の酒粕を混ぜ込んだアイスクリームです。
みりん
の風味が豊かなグラノーラをトッピングしました。
ノンアル
コールでお召し上がりいただけます。

<表面>

あったかチーズチキンタコス

※ラストオーダー：閉店30分前

カフェ＆グルメチケット
フード＆カフェ

選べるメニューと引き換え

フード＆カフェの対象メニューはこちらからご確認いただけます▶

or

レストラン＆バー

お会計から500円 OFF

有効期間：2023年 3月14日（火）まで

ホログラム

平田牧場

DEAN & DELUCA CAFE

HIRATABOKUJYO

プラザB1［ Plaza B1 ］

ガレリアB1［ Galleria B1 ］

ANTICO CAFFÈ AL AVIS

KINEEL

プラザB1［ Plaza B1 ］

プラザB1［ Plaza B1 ］

FRUITS IN LIFE

Toshi Yoroizuka

プラザB1［ Plaza B1 ］

プラザB1［ Plaza B1 ］

ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ
The Ritz-Carlton Café & Deli

ミッドタウン・タワー1F［ Midtown Tower 1F ］

TMT HSK CW BF

<裏面>

カフェ＆グルメチケット
ご利用についてのご注意

レストラン＆バー 対象店舗

ガーデンテラス

Artisan de la Truﬀe Paris／THE COUNTER 六本木／
SILIN 火龍園／SUSHI TOKYO TEN 、
／
酢重ダイニング 六角／鉄板焼ステーキ 喜扇亭／
てんぷら山の上 Roppongi／NIRVANA New York／
KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA／
HAL YAMASHITA 東京／BAROLO／
Pizzeria-Trattoria Napule／フィリップ・ミル 東京／
まるや本店／宮川町 水簾／UNION SQUARE TOKYO

プラザ

OBICÀ MOZZARELLA BAR／orangé／千里馬南翔小籠／
RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN／
Le Pain Quotidien

●対象店舗にて１会計につきお一人様１枚ご利用いただけます。
●対象メニューの詳細は、表面のQRコード、
もしくは各店舗にてご確認ください。
●対象メニューは品切れとなる場合があります。
●未成年者の飲酒は法律で禁じられています。
未成年者はアルコール飲料との引き換えはできません。
●店舗により、営業時間、
ラストオーダー、
メニュー提供時間が異なります。
また、状況により休館や営業時間の変更、改装、休業となる店舗がございます。
●休館や営業時間の変更、休業となった場合、本割引券の期限延長はいたしません。
●店内レジカウンターでのお支払いに限りご利用いただけます。

You will Recieve Cafe & Gourmet Ticket when you check
in the reception. You will get a service at stores listed
below during an available period.
●商品券、
ギフト券、
その他ご利用店舗が指定するものにはご利用できません。

※Billboard Live TOKYOを除くレストラン＆バー全店対象

●記載の有効期限内に限りご利用いただけます。
（期限を過ぎた場合は無効となります。）
●現金とのお引替え、釣り銭のお出しはできません。
●ご精算後のご利用はできません。

●転売、複写、転載、偽造等については禁止します。

●紛失、盗難等に対して、
当社はその責を負いません。

店舗押印欄

●期間中、都合によりサービスが終了となる場合があります。

東京ミッドタウン日比谷・東京ミッドタウン八重洲ではご利用いただけません。

発行元：東京ミッドタウンマネジメント株式会社

※招待券をご利用のお客様は対象外となります。
*However, guests with Invitation Tickets are not eligible for this Cafe & Gourmet tickets.

金華豚たっぷりコロッケ 2個

レモネード Mサイズ（ホット/ソーダ）

カプチーノ（ホットのみ）

焼き立てフィナンシェ（プレーン）5個入

お好きなスムージー

ボンボンショコラ（2個）

ホットチョコレート ラズベリー エスプーマ

贅沢に金華豚をたっぷりと使用したコロッケを2個提供い
たします。

レモン果汁にはちみつを加えた、
シンプルな定番のレモネー
ド。
ごくごく飲める、
すっきり爽やかな味わい。

香り高いエスプレッソにきめ細やかに泡立てたミルクを注
ぎます。バリスタが描くラテアートもご一緒にお楽しみくだ
さい。

しっとりとした食感の生地に、
お口に広がる芳醇なバターの
香り。
コク深いアーモンドの香ばしさ。気候や温度に気を配
り、焼き加減を見極めたKINEELオリジナルのフィナンシェ
です。

当店おすすめのデトックススムージーからお好きなものを
お選びいただけます。

ボンボンショコラ2個入りになります。お味はランダムにな
りお選びいただけません。

カカオ80％のビターチョコレートを使用したホテルオリジ
ナルのホットチョコレートと、
さっぱりとしたラズベリーエス
プーマとの相性をお楽しみください。

Kinkaton Pork croquette

Lemonade (hot/soda)

アルコールサービス

Cappuccino (hot only)

Financier (Plane)

グリーンティラッテ（ホット/アイス）

One alcoholic drink is free.

※一部対象外商品あり

季節のHOTジュース

Hot Chocolate with Raspberry Foam

ザ・リッツ・カールトン東京
スペシャルブレンドティー

ほっこり甘くてあたたかな季節限定ドリンク。

抹茶の香りとほのかな渋みを感じる甘さ控えめの抹茶ラテ
です。

RESTAURANT & BAR
ガーデンテラス

Bonbon de Chocolat

Seasonal hot juice

Green tea latte (hot/iced)

ビール、ハイボール、
グラスワイン(赤・白)のうちお好みのド
リンクを提供いたします。

Detox smoothie of your choice

The Ritz-Carlton, Tokyo Special Blend Tea

アッサムティーにシナモンやクローブなどでスパイシーな香
りを付けたホテルのブレンドティーです。

お会計より500円OFF / ¥500 discount
プラザ

Garden Terrace

Plaza

●本券は1会計につきお一人様1枚ご利用いただけます。 ●本券は換金できません。
●本券のみのご利用時はおつりは出ません。

●他サービス・割引との併用はできません。

●対象メニューの詳細は、各店舗にてご確認ください。

●営業時間、
メニュー提供時間、
ラストオーダーは店舗により異なります。

フレンチレストラン

ハンバーガーレストラン

中国料理
Chinese

Sushi

Japanese
SUJU Dining Rokkaku

Food grilled on a hot plate
TEPPANYAKI STEAK KISENTEI

てんぷら

Tempura
TEMPURA YAMANOUE Roppongi

インド料理

イタリアン
Italian

Bar specializing in French champagne

カジュアルイタリアン

新和食

イタリア料理

イタリアン

フランス料理

うなぎ・ひつまぶし

和食

アメリカン

クラフトビール&ビストロ

ベーカリーレストラン

French

Hamburger Restaurant

寿司

●未成年者の飲酒は法律で禁じられています。未成年者の方は、
アルコール飲料との引換えはできません。

和食

鉄板焼

Indian

シャンパンビストロ

●対象メニューは品切れとなる場合がございます。品切れの場合はご利用いただけません。
●期間中、都合によりサービスが終了となる場合がございます。
●
●
●
●
●
●

One ticket per person can be used per transaction.
● Tickets are not redeemable for cash.
No change given.
● Tickets cannot be used with other discounts or services.
Please check at each store for details on eligible items/menus.
Business hours, the supported period for ticket items, and last orders may vary depending on the store.
Underage drinking is prohibited by law. Minors cannot exchange tickets for alcoholic drinks.
Eligible items/menus may be sold out.
● Services may be terminated depending on the circumstances.

Casual Italian

Japanese fusion

Italian

Italian

French

Eel / Hitsumabushi (ﬁnely chopped eel over rice)
MARUYA-HONTEN

Japanese
Miyagawacho Suiren

American

Craft Beer & Bistro

Bakery & Restaurant

中華・点心

Chinese foods & dumplings

