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東京ミッドタウンから様々なニュースを定期的にお届けします！

Tokyo Midtown News Letter 第 31 号
～東京ミッドタウン 開業 5 周年記念商品情報～
東京ミッドタウンは、2012 年 3 月 30 日（金）に開業 5 周年を迎えます。
この春は、開業 5 周年を記念し、各店舗から東京ミッドタウン限定品などの様々なアイテムを続々と発売しま
す。また、期間限定で店舗の垣根を越えた特別なコラボレーション企画も実施します。5 年間の感謝を込めて
お届けする選りすぐりの逸品に、是非ご期待下さい。

Features ： 東京ミッドタウン 開業 5 周年記念
■ 5 周年の「5」にちなんだアイテム
■ 5 周年限定モデル
■ 5 周年限定スイーツ
■ 5 周年記念スペシャルコラボレーション

東京ミッドタウン 5 周年の「5」にちなんだアイテム
東京ミッドタウン開業 5 周年を記念し、「5」にちなんだ商品を期間限定で販売します。

■AFRICA DIAMONDS（アフリカ・ダイヤモンド）：ガレリア 2Ｆ/03-5771-2780
アンティーク調ネックレス＆ピアスのセット
5,000,000 円（税込）
＜販売期間・時間＞3/27（火） 11：00～21：00
アフリカ大陸から届いた上質なダイヤモンドを中心に、様々なジュエリーを
取扱うダイヤモンド専門店が、アニバーサリーパーティーが開催される
3 月 27 日（火）に限り、5 周年にちなんで通常 10,000,000 円で販売中の
ネックレス&ピアスのセットを、「50%OFF」の「5,000,000 円」で販売します。
50%OFF
■WISE・WISE tools（ワイス ワイス トゥールス）：ガレリア 3F/03-5647-8355
5 周年記念グラス
3,150 円（税込）
＜販売期間＞3/27（火）～なくなり次第終了
ワイス ワイス トゥールスで人気のガラス作家・生島明水さんが、5 周年を記念して
特別にハンドメイドのグラスを作成しました。ポップでカラフルな仕上がりの 5 周年
記念グラスを 20 個限定で販売します。
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■MORABITO（モラビト）：ガレリア 1Ｆ/03-5413-0628
5 周年限定セット
50,000 円（税込）
＜販売期間＞3/27（火）～4/15（日）
ジュエリーと旅行鞄のメゾンとして 1905 年に創業し、ヨーロッパの社交界でも
愛されるモラビト。5 周年を記念して特別に 100,000 円相当の小物とネクタイ
2 本のセットを、「50,000 円」で販売いたします。
■菱屋カレンブロッソ（ヒシヤカレンブロッソ）：ガレリア 3F/ 03-5413-0638
エイ革のキーホルダー
4.725 円（税込）
＜販売期間＞販売中
上質なエイ革を使ったキーホルダーです。開業 5 周年にちなみ、通常販売している
黒に、東京ミッドタウン限定でベージュ、赤、アイボリー、こげ茶の 4 色を加え、
計 5 色で展開します。
■MUJI（ムジ）：ガーデンテラス B1F/03-5413-3771
限定 T シャツ
1,980 円（税込）
＜販売期間＞未定
ユニセックスでお使いいただける T シャツを、5 周年に合わせて 5 種類のカラーで展開。
東京ミッドタウン限定での販売です。

東京ミッドタウン 5 周年限定モデル
■FABIO RUSCONI/Castaner（ファビオ ルスコーニ／カスタニエール）：ガレリア 2F / 03-3408-8682
（左）ROMOLO（1 色展開）
42,000 円（税込）
（右）SERENA （2 色展開）
36,750 円（税込）
＜販売期間＞未定
2008 年の秋、世界初の直営店としてオープンした抜群の履き心地と高い
デザイン性を誇るイタリアのシューズブランド、ファビオ ルスコーニ。
今回、5 周年モデル 2 種類を販売します。
■KURA CHIKA（クラチカ）：ガレリア 1F / 03-5772-5232
PORTER LINK
38,850 円（税込）
＜販売期間＞未定
吉田カバンのオンリーショップに、東京ミッドタウン限定アイテムが入荷。
機能性に優れた、レザー製の 2 ウェイバッグです。
■DRESSTERIOR（ドレステリア）：ガレリア 1F / 03-5413-7110
オリジナル シルクワンピース
36,750 円（税込）
BARACHINI＜ビジューサンダル＞
23,100 円（税込）
＜販売期間＞未定
スタンダードを基本にその時代のトレンドをミックスした品格ある発信にこだわり
続けるセレクトショップ。5 周年オリジナルのワンピースは、今季のキーカラーで
あるグリーンを使った、フォーマルシーズンにもぴったりの一着です。同じくグリ
ーンを使った、カジュアルからリゾートでのラグジュアリーなシーンでも合わせら
れる、ビジューサンダルも販売します。
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東京ミッドタウン 5 周年限定スイーツ

■Toshi Yoroizuka（トシ ヨロイヅカ）：プラザ 1F / 03-5413-3650

SAKURA berry
＜販売期間＞3 月中旬～未定
1,200 円（税込）
あわい桜色のデザートを用意しました。
甘酸っぱい苺とフランボワーズをアクセントに、ふんわりと香る桜の風味をお楽しみください。
サンク
＜販売期間＞3 月中旬～未定
490 円（税込）
5 周年を記念した特別なケーキ。“サンク”とはフランス語で「5」を意味しています。
大きな愛で支えてくださった方々への感謝の気持ちを込めて…。
生き生きとのびやかな春の息吹をイメージして作りました。

■pâtisserie Sadaharu AOKI paris（パティスリー・サダハル・アオキ・パリ）：ガレリア B1F / 03-5413-7112
ポンポネット ナチュール ／ ポンポネット ミックス（ナチュール・マッチャ）
735 円/20 個入（税込）
＜販売期間＞3/27（火）～5/6（日）
開業 5 周年を記念して東京ミッドタウン店限定で発売される一口サイズの丸い
フィナンシェ。フランス産発酵バターを使用した焦がしバターの香りと、アーモンド
パウダーとヘーゼルナッツパウダーの絶妙な配合によるリッチな仕上がりが
特徴です。焼きたてのさっくりとした食感と、熱が冷めた後のしっとりとした
食感が楽しめます。

■JEAN-PAUL HÉVIN（ジャン＝ポール・エヴァン）：ガレリア B1F / 03-5413-3676
パリートウキョウ
3,570 円/12 個入（税込）
＜販売期間＞3/30（金）～4/8（日）
東京ミッドタウンをイメージするグリーンと、ジャン＝ポール・エヴァンをイメージする
ショコラ色の焼菓子の詰合せ。鮮やかなグリーンのマドレーヌは新作です。
パリの街角を描いたボックスは、5 周年を記念するデザインです。
【5 周年記念スペシャルコラボレーション】
■ABC Cooking Studio plus international（エービーシークッキングスタジオ・プラスインターナショナル）
：ガレリア B1F / 03-5413-3476
■茅乃舎（かやのや）
：ガレリア B1F / 03-3479-0880

×

ABC クッキングスタジオ × 茅乃舎 スペシャルレッスン
5,000 円/人（税込）
＜開催日＞
3/27（火）12：00～、3/28（水）19：00～、4/8（日）16：00～
＜定員＞各回 32 人
＜問い合わせ＞ 電話（03-5413-3476） HP（URL：https://odl.abc-cooking.co.jp/）
予約受付期間：2/10（金）～レッスン開催前日 17：00 まで
※お席の数に限りがありますので、ご予約はお早めにお願いします
東京ミッドタウン開業 5 周年を記念し、料理を楽しく学べる「ABC クッキングスタジオ プラスインターナショナル」
と、確かな味と品質が幅広い支持を得ている調味料・おだしの専門店「茅乃舎」が、期間限定のスペシャルコラボ
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レーションレッスンを実施します。レッスンでは、茅乃舎の茅乃舎だし、生七味を使用。実際に使った調味料をお
東京ミッドタウンマネジメント株式会社
買い求めいただくこともできます。

