平成 22 年 10 月 19 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

クリスマスに向けて様々な商品を続々入荷！

「MIDTOWN CHRISTMAS 2010」
限定ケーキなど選りすぐりの情報をご紹介
東京ミッドタウン＇事業者代表 三井不動産株式会社（は、11 月 11 日＇木（から東京ミッドタウンのクリスマス
イベント「MIDTOWN CHRISTMAS 2010」を開催し、今年もクリスマスを盛り上げる様々な商品を各店舗で販
売いたします。今年はフード＆カフェ 3 店舗で東京ミッドタウン限定のケーキをご用意するなど、選りすぐりのア
イテムを揃えました。
なお、期間中は約 2,000 ㎡の芝生広場に青色 LED で壮大な宇宙を表現した「スターライトガーデン」、その
他街路樹のライトアップや、サンタとキャンドルライトで作る「サンタツリー」など、イルミネーションを中心とした
様々な演出を街全体で実施し、東京ミッドタウンを訪れる方々を楽しませます。
イルミネーションを楽しんだ後は、特別な夜のためにギフトやケーキを探してみてはいかがでしょうか。
■東京ミッドタウン限定 クリスマスケーキ

限定

限定

限定

▲ビッシュ ベネズエラ

▲マロンショコラ

▲チーズケーキ グラティチュード

【アンリ・ルルー】
6,300 円＇税込（
フローラルでやわらかい口当たりの
ベネズエラ産ショコラをふんだんに
使用し、繊細かつ重厚感のある味
わいに仕上げております。
◇予約期間：12/1～12/20
◇店舗販売：12/23～12/25

【サン・フルーツ】
4,200 円＇税込（
チョコレートのムースとマロンのムー
スの間にマロングラッセ。 シックな
色合いの大人のクリスマスケーキで
す。
◇予約期間：12/1～12/25
◇店舗販売：12/22～12/25

【patisserie Sadaharu AOKI paris】
3,150 円＇税込（
ミルキィなチーズクリームとさくさくし
たヘーゼルナッツクッキー。パリらし
いアーティスティックなデザインに仕
上げました。
◇予約期間：～12/13
◇店舗販売：12/23～12/25

■その他のクリスマスケーキ 【本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先】
東京ミッドタウン ＰＲ担当
金子、河村
TEL：03-3475-3141 ／ FAX：03-3475-3144 ＇東京ミッドタウンマネジメント株式会社（
島、三角＇ミカド（ TEL：03-4570-3167 ／ FAX：03-3486-3727 ＇株式会社プラップジャパン（
携帯：080-5887-1093

▲ストロベリーショートケーキ
【DEAN&DELUCA】
6,300 円＇税込（
ア ラ ボン ヌーの坂本シェフが手がけるショート
ケーキ。ふんわりと軽やかなスポンジに、泡のよう
な口どけの生クリーム。ぎっしりとのせたいちごの
酸味と甘さが際立ちます。
◇予約期間：11/3～12/22
◇店舗販売：12/22～12/25

▲クリスマスヴィンテージチョコレートケーキ
【NoKA CHOCOLATE】
5,000 円＇税込（
リッチなチョコレートムースの中に、甘酸っぱいフラン
ボワーズのクリームブリュレがしのばせてあります。
◇予約期間：10 月下旬～12 月上旬
◇店舗販売：12/23～12/25

▲クリスマスケーキ
【京はやしや】
2,835 円＇税込（
石臼挽き抹茶をふんだんにスポンジと生クリームに
使用しました。抹茶の程良い苦味と苺の酸味をバラ
ンスよく層にしました。
◇予約期間：11/20～12/19
◇店舗販売：12/23～12/25

▲カップケーキクリスマス
【Manhattan Deli】
3,500 円＇税込（
アメリカで定番のカップケーキに、ミニサイズのアイ
シングクッキーをデコレーションした、かわいいカップ
ケーキの 10 個セット。
◇予約期間：12/1～12/20
◇店舗販売：12/10～12/25

▲アンヴィ ドゥ ヴォレ

▲ヴィッシュ ヴォワヤージュ

▲マルコ・ポーロ

【JEAN-PAUL HÉVIN】

【JEAN-PAUL HÉVIN】

【JEAN-PAUL HÉVIN】

5,775 円＇税込（
フランボワーズのジュレをショコラ
入りのヘーゼルナッツの生地で巻
き込み、ガナッシュで包み込んだ
ケーキ。

5,250 円＇税込（
ショコラのビスキュイとムースを
重ねたなめらかな口どけ＇冷凍
配送用（。

5,460 円＇税込（
ビスキュイで空高く羽ばたく願望を表
現。オレンジ風味のショコラノワール
のムースをまとっています。
■クリスマス限定商品
◇予約期間：11/3～
◇店舗販売：12/22～12/25

◇予約期間：11/3～
◇店舗販売：12/22～12/25

◇予約期間：11/3～
◇店舗販売：12/22～12/25

▲クリスマス限定ダイアモンドペンダント
【アフリカダイアモンド】
100,000 円＇税込（
0.50 カラット イエローゴールドとホワイトゴールドの
ダイアモンドペンダントをそれぞれ限定 5 本で発売。
11/27～12/26 の間は、10 万円以上お買い上げのお
客様にアフリカ産スパークリングワイン＇187ml（をプ
レゼントするキャンペーンも実施します。
◇販売期間：11/11～12/26

▲携帯ストラップ
13,650 円＇税込（
▲キーチャーム
24,150 円＇税込（
▲チェーン付チャーム
39,900 円＇税込（
【MARNI】
マルニよりクリスマス限定のアクセサリーが登場。
ロマンティックなコットンフラワーとメタルチェーンとの
コンビネーションが特徴的なチャームをつけて、
マルニならではのコーディネートをお楽しみ下さい。
◇販売期間：11 月中旬～

▲ル・クリスタル・ド・ネージュ

▲こけし飾り サンタ／こけし飾り トナカイ

【クリスチャントルチュ】
15,750 円＇税込（
雪の結晶を散りばめた様なホワイト・プラチナカラー
とグリーンで仕上げた、静寂な銀世界を思わせるオ
リジナルリースです。

【遊中川】
2,940 円＇サンタ・税込（／2,310 円＇トナカイ・税込（
遊中川と「卯三郎こけし」のコラボレーションにより生
まれた商品です。彫刻や焼き絵をほどこし、職人が
一つ一つ丁寧に手描きした遊中川のオリジナルサン
タです。

◇販売期間：12/1~12/25

◇販売期間：10/20～12/25

▲アンヴィタシオン ドゥ ボーテ コール

▲カラーチャートクリスマスカード

【グラン マリコール】
20,790 円(税込)
サロンブランドだからこそ出来るコンセプトに基づいた
ホームケアによる『美への招待』。この夏話題を呼んだ
「ピュア マンスールラピドゥ」をはじめとする厳選された
アイテムは、綺麗になりたい女性へ贈る大満足のクリ
スマスコフレ決定版。

【itoya topdrawer】
294 円(税込)
伊東屋のオリジナルブランド、カラーチャートよりクリス
マスカードが新登場。色鮮やかなデザインはフランス
人デザイナーによるものです。箔押しとエンボス加工
が施された高級感溢れるカードになっています。

◇販売期間：12/1～12/25＇数量限定（

◇販売期間：11/1～12/25

その他クリスマスイベント
■ Scandinavian Xmas shop＇スカンジナビアンクリスマスショップ（
北欧のヴィンテージ家具とクリスマス雑貨に出会えるクリスマス限定ショップ。
サンタクロースの手伝いをするという妖精トムテの人形や、スノードーム、ウールの
ブランケットなど北欧の温かさに触れられるグッズが揃います。
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11 月 11 日＇木（～12 月 26 日＇日（11：00～21：00
＇12 月 17 日＇金（～12 月 25 日＇土（11：00～22：00 （
オリジナルスノードーム
ガレリア B1F 催事スペース
オリジナルスノードーム(S 1,470 円 M2,520 円 L 3,780 円/税込)
サンタオーナメント＇S 1,680 円 M 1,890 円 ツリー2,520 円/税込（
オリジナルウール 100％ブランケット(S 14,700 円 M 19,950 円/税込)
080-3398-9643＇スカンジナビアンクリスマスショップ直通（

