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

ガールズトークに華咲く、いい女の美味しい時間

「女子会」
～平日、女性限定でお得なディナーコースを用意～

9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火）

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、平成 22 年 9 月 28 日（火）から 11 月 30 日（火）
までの期間、「女子会」キャンペーンを実施しています。
本キャンペーンでは、“いい女の美味しい時間”をテーマに、東京ミッドタウンの人気レストラン 8 店舗で、平
日、女性限定でお楽しみいただけるお得なディナーコースを用意しました。写真サービス（1 組 1 枚）も実施中。
女子会開催の記念に是非ご活用ください。
なおキャンペーン期間中 11 月 11 日（木）からは、東京ミッドタウンのクリスマスイベント「MIDTOWN
CHRISTMAS 2010」が開催され、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。
今秋、最高のロケーションで美味しいものを食べながら、ガールズトークに華を咲かせてみてはいかがでしょうか。

【概要】
期
概

間 ： 9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火）
要 ： 平日ディナー、女性グループ限定で楽しめるお得なコースを、東京ミッドタウンの人気レストラン
8 店舗で展開
対象店舗 ： Bodega Santa Rita（スペイン料理）
Botanica（イタリア料理）
cuisine française JJ（フランス料理）
CANOVIANO CAFE（イタリア料理）
HAL YAMASHITA 東京（和食）
La Colina（メキシコ料理）
NIRVANA New York（インド料理）
テナム（韓国料理）
※コース内容、金額等、詳細は次頁以降をご参照ください
■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
【本件取材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
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【コース内容】

※メニューは食材の仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください



Bodega Santa Rita （ガーデンテラス 1F／スペイン料理）
スペイン・ラマンチャ地方の田舎料理とタパスを中心に、店名でもある現地ワイナリー“ボデガサンタリタ”
からの自社輸入品含むスペイン産ワインは、じつに多種多様。お酒が強い女性同士、気どらず頑張りすぎな
い快適空間が、たまらない穴場の店です。
【名
【期

称】
間】

女子会特別コース
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
17:30～23:00（L.O.22:00）
月曜定休（祝日の場合、翌日休み）
【価
格】
6,000 円（税・サービス料込）
【コース内 容】
・グラスカヴァ
・タパス 8 品
・パエリア
・デザート
・カフェ
・パン
※2 名様以上の場合、前日までに要予約



Botanica （ガーデンテラス 4F／イタリア料理）
秋風に誘われて、天気の良い爽やかな日にはテラスでデザートを楽しめ、また緑豊かな景色を眺めながら、
ゆったりと心からリラックスしてお食事できる居心地良さ。
女性同士で会食に集い、秋の夜長を彩るのに相応しい上質な洗練された空間で、こだわりの食材を使用し
たイタリア料理を前に、自然と会話も弾みます。
【名
【期

称】
間】

レディースコース A
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
18:00～24:00（L.O.コース 21:00）
【価
格】
6,930 円（税・サービス料込）
【コース内 容】
・甘エビのマリネ ホワイトバルサミコ
風味のゼリーを添えて
・野菜のスパゲッティー
・熟成の和牛の炭火焼
・本日の特製デザート
・コーヒー
※2 名様以上の場合、前日 21:00 までに要予約
月・火
特別サービス

おすすめカクテル 1 杯をサービス
（予約時にお申し付け下さい）

2



cuisine française JJ （ガーデンテラス 2F／フランス料理）
食通なフランス人の舌と感性を歓ばせ、自らも笑顔が素敵なジョエル・ブリュアンの料理を堪能できる、ミッ
ドタウン唯一のフランス料理店。素材への愛情と責任が細部まで感じられるプロフェッショナルによるディナー
の饗宴は、大人の、いい女の味覚もうならせるでしょう。
【名
【期

称】
間】

女子会コース
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
18:00～24:00（L.O.21:30）
【価
格】
7,000 円（税・サービス料込）
【コース内 容】
・アミューズ
・冷たいオードブル
・温かいオードブル
・メインディッシュ
（魚又は肉をチョイス）
・デザート&コーヒー or 紅茶
（小さなスウィーツを好きなだけ）
※4 名様以上の場合、要予約（当日 OK）
月・火
特別サービス

食前酒サービス



CANOVIANO CAFE （デザイン・ウィング 1F／イタリア料理）
自然派イタリアンで知られる植竹シェフが手がける、滋味深い食材の豊かな風味を生かした、身体にやさ
しいメニューをご用意。口に入れて身体の一部になるからこそ食材にも興味を持ち、少しずつ色々な味わい
を楽しみ、そんなこだわり感度の高い女子たちも納得のコース構成です。
【名
【期

称】
間】

【価
格】
【コース内 容】

女性限定コース（野菜を中心としたコース）
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
18:00～23:00（L.O.21:30）
7,000 円（税・サービス料込）
・食前酒（ノンアルコールも可）
・縞海老とカラスミの冷製カペッリーニ
・水牛のモッツァレラチーズとフルーツ
トマトのカプレーゼ風サラダ
フリウリ産生ハム添え
・北海道産帆立貝のソテー
・生うにと九条ねぎのスパゲッティーニ
・メインディッシュ（以下からチョイス）
- 沼津港直送白身魚のポワレ フレッシュトマトとケッパーのソース
- 豚肉のポワレ 季節の焼き野菜と共に
・デザート（お好みのデザートをチョイス）
・カフェ
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 HAL YAMASHITA 東京 （ガーデンテラス 1F／和食）
女子会にあわせて品数・ボリューム・そしてヘルシーなコースをご用意。秋にちなんだ前菜や無花果の揚げ
出し等、少し涼しくなった秋の夜を楽しみながらディナーをお楽しみください。
【名
【期

称】
間】

【価
格】
【コース内 容】

紅葉
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
17:30～24:00（L.O.コース 22:30）
7,000 円（税・サービス料込）
・HAL YAMASHITA 八寸
・三重県産かんぱちカルパッチョ香味
野菜と酢橘の風味
・ガーリックや酢橘の効いたソースに
香味野菜
・無花果の揚げ出し
・ヘルシークイーンポークロースト
・世界最高のエクアドル産チョコレートの
魅惑のショコラケーキ

 La Colina （ガーデンテラス 1F／メキシコ料理）
軽快で陽気なスタッフ、ミュージシャンが奏でるラテンのムードに胃も心も満たされて、自然と笑顔になれる
お店。庭園を望むテラス席や店内の空間は、ここが東京であることを一瞬忘れてしまうほどです。
【名
【期

称】
間】

【価
格】
【コース内 容】

月・火
特別サービス

艶★女子会
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
17:00～24:00
（L.O.フード 22:30、ドリンク 23:00）
5,500 円（税・サービス料込）
・牛ヒレとハモンセラーノのチューブ
・マグロとオリーブのピンチョス
・フィッシュタコス
ハーブと白身魚とワカモレのタコス
・アンガスビーフ・ストリップロインの
グリル ハニーローストペッパーの香り
・シェフからのスイーツギフト
グラスシャンパンサービス
4 名様以上はボトルサービス＋1,000 円でフリードリンク付
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 NIRVANA New York （ガーデンテラス 1F／インド料理）
NY で多くの著名人に愛されながら 2002 年に惜しまれつつ 30 年以上の歴史を閉じ、東京ミッドタウンに復
活したインド料理の名店。
今回はスパイスの薫りに包まれた旬の食材たっぷりのスペシャルコースをご用意しました。滋味深い秋野菜
とスパイスの効能で夏の暑さに疲れた身体を内側から美しく、食欲の秋を心地よく刺激してくれます。
【名
【期

称】
間】

女子会プラン
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
17:00～24:00（L.O.22:00）
【価
格】
5,000 円（税・サービス料込）
【コース内 容】
・パパダム４種のチャツネ添え
・秋の野菜のサラダタブレ
・ベジ・タリープレート
～２種の旬野菜のカレーとバスマティ
ライス、全粒粉のナン
・安納芋のスイートポテトパイ
・石垣島の無農薬島バナナのソルベ
・チャイまたはコーヒー
※2 名様以上の場合、前日までに要予約
月・火
特別サービス

飲み放題プラン通常 2,500 円（オプション）を
月・火のみ 1,000 円でご提供



テナム （ガーデンテラス 2F／韓国料理）
鮮度の高い野菜が多く使われ、従来の辛いイメージを払拭するような素材本来の味を際立たせる韓国料理
で、心も身体も温まる、健やかに美味しいおもてなしを。夏の間エアコン疲れした身体を、生姜の発汗作用で芯
から温め、どんぐりの解毒作用で血流促進、健康のバランスを整えます。
【名
【期

称】
間】

【価
格】
【コース内 容】

韓流女子会コース
9 月 28 日（火）～11 月 30 日（火） ※平日限定
17:30～24:00（L.O.22:30）
5,000 円（税・サービス料込）
・コエンザイム Q10 美容のカクテル
・参鶏湯（サムゲタン）
・どんぐりの和えもの
・梨のセンチェ
・メイン（以下からチョイス）
- 霜降り和牛焼肉、プルコギ、チャプチェ、
豚キムチ
- チヂミ（野菜、海鮮、桜海老、牛スジと
わけぎのピリ辛風味）
・五味子ゼリーのデザート
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