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2021年 12月 15日 

報道関係各位 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

【東京ミッドタウン】 

アイススケートや新春特別メニューを年明けから満喫！ 

「東京ミッドタウンのお正月 2022」開催 
2022年 1月 2日（日）～1月 16日（日） 

 
 

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2022年 1月 2日（日）から 1月 16日

（日）までの期間、新年を祝うおもてなしとして「東京ミッドタウンのお正月 2022」を開催します。 

華やかな料理でより一層晴れやかな時間をご提案する「ごちそうはじめ」は、新春にふさわしい今だけの特別な

御膳やコースをご用意しました。また、毎年恒例の獅子舞も登場しお正月に華を添えます。 

さらに 2月 27日（日）までの期間は、東京ミッドタウンの冬の風物詩「MITSUI FUDOSAN ICE RINK（三井不

動産 アイスリンク）」を開催しており、大切な方と過ごす時間を日中から夜まで満喫していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
禍(わざわい)を払い、福を呼ぶといわれている「獅子舞」が、今年も

太鼓と笛の音に合わせて館内を練り歩きます。 
 

【開 催 日】 2022年 1月 2日（日）、3日（月） 

【時 間】 1日 4回開催  ※すべて予定 

  ①11：00～11：30 ②13：00～13：50 

③15：00～15：30 ④16：30～17：20 

【場 所】 ガレリア館内 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 神田囃子睦会 

※飛沫感染防止対策をとった上で実施いたします。ソーシャルディスタンスを確保の上、ご鑑賞をお願いいたします。 

 

＜掲載時の一般の方のお問い合わせ先＞ 

東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100 

東京ミッドタウンホームページ   www.tokyo-midtown.com 

 

 

 

無病息災を願うお正月の恒例行事「獅子舞」 

▲過去の様子 

東京ミッドタウンではお客様と従業員の安全・安心を第一に考え、 

新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでおります。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/news/5054/ 

http://www.tokyo-midtown.com/
https://www.tokyo-midtown.com/jp/news/5054/
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新年にふさわしい華やかな美食で〝ごちそうはじめ〞をしてみませんか。縁起の良い食材や贅沢な料理たちが彩

る、幸先のよい一年の始まり。東京ミッドタウンならではのバラエティ豊かなラインナップをお楽しみください。 
 

【期 間】 2022年 1月 2日（日）～1月 16日（日） 

【参加店舗】 宮川町 水簾 / HAL YAMASHITA 東京 / SILIN 火龍園 / Artisan de la Truffe Paris / 鉄板焼ステ

ーキ 喜扇亭 / NIRVANA New York / Pizzeria-Trattoria Napule / THE COUNTER 六本木 / 

BAROLO / まるや本店 / UNION SQUARE TOKYO / Le Pain Quotidien / KNOCK CUCINA 

BUONA ITALIANA / RIO BREWING ＆ CO. BISTRO AND GARDEN 

【WEB サイト】 https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/5845/  

 

 

◆宮川町 水簾（ミヤガワチョウ スイレン） 

ガーデンテラス 3F / 03-5413-1881 
新春お祝い御膳（乾杯酒付き） 
7,000円（税込） ※サービス料込 ランチ 
京風おせちの美味と技が詰まった特別な御膳。 
おもてなしの心を感じる包丁技が見事です。 

 
 

 

 

 

 
◆HAL YAMASHITA 東京（ハル ヤマシタ トウキョウ） 
ガーデンテラス 1F / 03-5413-0086 

  迎春新和食御膳 2022 

6,480円（税込） ※サービス料別途 10% ランチ 

伝統的なお節料理を取り入れた新和食御膳。 
メインのお料理は、特選神戸牛炭火焼きです。 

 
 
 

 

 

◆SILIN火龍園（シリン／ファン・ロン・ユェン） 

ガーデンテラス 2F / 03-5413-0088 
新春お祝い御膳 
8,800円（税込） ※サービス料別途 10% ランチ ディナー 

色とりどりの料理が並ぶ王道中華。 
ふかひれや海老など豪華食材もたっぷりです。 

 

 

 

 
◆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 / 03-5413-3830 
L’Artisan New Year Lunch Course 

5,000円（税込） ランチ 
アミューズ、前菜、デザートまでトリュフ入り。 
唯一無二のスペシャルディッシュの饗宴です。 

 

 

 

 

新年の始まりを大切な人と過ごす「ごちそうはじめ」 

 

 

 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/5845/
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◆鉄板焼ステーキ 喜扇亭（テッパンヤキステーキ キセンテイ） 

ガーデンテラス 3F / 03-5413-7988 
新春彩りコース 

13,200円（税込） ※サービス料別途 10% ランチ 
特上の黒毛和牛を最も美味しい瞬間に食す、 
とびきり贅沢なひとときをお過ごしください。 

 

 

 

 
◆NIRVANA New York（ニルヴァーナ ニューヨーク） 
ガーデンテラス 1F / TEL.03-5647-8305 
NEWYEAR COURSE  

7,000円（税込） ディナー ※1月 3日（月）より提供 
近江牛のマドラスカレーを筆頭に、 
インド料理の奥深さに感動する洗練の 6皿です。 

 

 

 

 

 

◆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  / 03-5413-0711 
ナプレ新春贅沢コース 

5,500円（税込） ※席料別途 500円（税込） ランチ ディナー 
薪窯で焼き上げるピッツァや牛肉のラグーなど 
南イタリアの味を楽しむ陽気なテーブルを。 

 

 

 

 

 
◆THE COUNTER 六本木（ザ・カウンター ロッポンギ） 
ガーデンテラス B1 / 03-5413-6171 
和牛フィレバーガーコース 

3,300円（税込） ※表示価格は 1名様の料金 ディナー 
※前日までに要予約 ※2名様よりオーダー可能 
ジューシーな和牛フィレ肉とオニオンフライの 
ゴージャスなバーガーを豪快に。 

 

 

 

 

 

◆BAROLO（バローロ） 

ガーデンテラス 1F / 03-5413-3655 
新春 国産サーロイン ローストビーフ コース 
5,800円（税込） ディナー 
香味野菜の香りづけと熟成のひと手間が違う 
絶品ローストビーフが主役です。 
 

 

   

 

 

▲写真は 2名様分 
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東京ミッドタウンの冬の風物詩、「MITSUI FUDOSAN ICE RINK（三井不動産 アイスリンク）」が今年もウィンター

シーズンを通してお楽しみいただけます。都内の屋外スケートリンクでは最大級かつ、本物の氷の上でスケートが

できるアイスリンクは、夜になると氷上をキャンバスに見立て、光が絵を描くように幻想的で色彩豊かな演出が加

わります。澄み切った冬の空の下、ガーデンの木々と都会のビル群に囲まれた、この街ならではのスケート体験を

ぜひお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUI FUDOSAN ICE RINK開催概要 

開 催 期 間 2021年 11月 18日（木）～2022年 2月 27日（日） 
※2022年 1月 1日（土・祝）は休館日 

名  称 MITSUI FUDOSAN ICE RINK（三井不動産 アイスリンク） 

営 業 時 間 
11:00～21:00（受付 20:00まで）  

※荒天時や当日の気温により、営業時間や開催内容が予告なく変更・中止になる場合があります。 

会  場 芝生広場 

料  金  【滑 走 料】 大人（高校生以上） / 平日：2,000円、土・日・祝日：2,500円 

 小人（中学生以下） / 平日：1,500円、土・日・祝日：2,000円 

 ※貸靴料込、館内で利用できるカフェチケット付 

 ※年末年始期間 12月 18日(土)～1月 3日(月)は土・日・祝日料金となります 

【入 場 料】 付き添いの方 / 200円 

【その他料金】 貸切料 5万円 / 1時間 

 ※貸切可能時間 9:00～10:30  

 ワンコインレッスン / 500円 

            ※火・水・木(祝日と年末年始期間：12月 18日(土)～1月 3日(月)を除く)の 

               15:00～15:30/16:00～16:30/17:00～17:30の各 30分を予定しています 

 そり（ペンギン、スノーマン） / 20分 500円 

 手袋、靴下販売 / 各 300円 

 ロッカー / 100円～                              ※価格は全て税込 

リンクサイズ 20m × 42m （840㎡） 

備  考 ・詳細はこちらをご覧ください。  

 https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/icerink/ 
・混雑時は入場を制限いたします。 

・事故防止のため必ず手袋の着用をお願いしております。ヘルメットは無料でお貸出しいたします。 

・感染症対策としてマスクの着用をお願いしております。 

主催・企画 東京ミッドタウン 

協 賛 

三井不動産株式会社 

お問い合わせ 03-3475-3100 （東京ミッドタウン・コールセンター） 

＼好評開催中／ 

「MITSUI FUDOSAN ICE RINK」 

青空の下、都会の真ん中で自然を感じるアイススケートを 

▲(左)昼のイメージ (右)夜のイメージ 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/icerink/
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＼スケートの後は暖かい館内で、カフェ＆グルメチケットを使ってお得にひと休み／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスリンクの滑走料には、東京ミッドタウン館内約 30店舗でご利用いただけるお得なカフェ＆グルメチケットが

ついています。「ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ」や「IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC」など人気店舗のドリン

クやスイーツはもちろん、「TACO RiCO」ではタコスとスープのセットなど、冷えた体に嬉しいフードメニューもお召

し上がりいただけます。また、「THE COUNTER 六本木」や「宮川町 水簾」など対象のレストラン＆バーでは、

500円 OFFのサービス券としてご利用が可能です。 

※1会計につきお一人様 1枚ご利用できます。 

＜対象店舗はこちら＞https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/icerink/resources/pdf/cafeticket_jp.pdf 

 

 

※ 掲載写真はイメージです。 

※ 価格は消費税込みです。別途サービス料が発生する店舗がございます。 

※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※ 年末年始は営業時間が異なります。詳細は各店舗までお問い合わせください。 
※ 最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大および天災等の
 状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。 
 

 

 

 

東京ミッドタウンは、広大なグリーンと 6つの建物からなる複合都市です。 

街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。 
 

四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや 

「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。 

そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。 
 

それらを融合させることで 

訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/ 

 

 

 

■「三井不動産９BOX感染対策基準」について 

当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、今

後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医

学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産９BOX

感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、

住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示

することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。 

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。 

※参考リリース：https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/ 

東京ミッドタウンについて 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/icerink/resources/pdf/cafeticket_jp.pdf
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/

