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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！
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～ 東京ミッドタウンのバレンタイン＆お得な「女性限定ディナー」情報 ～
1.

Special

： 東京ミッドタウンのバレンタイン情報！

2.

Special

： 女子会にオススメ「女性限定ディナー」情報！

東京ミッドタウンでは、バレンタインシーズンに向け、今年も東京ミッドタウン限定品を含む、様々なショコラを販売
します。今年は、フランスで最も権威のあるショコラ愛好家協会「クラブ・デ・クロクール・ド・ショコラ＇通称 C.C.C（」が
選ぶ 2012 年の優秀ショコラティエ「5 tablettes」に輝いた、ジャン＝ポール・エヴァン、アンリ・ルルー、パティスリー・
サダハル・アオキ・パリの 3 店舗のショコラも注目です！＇詳細は次頁をご確認下さい（
また、2013 年 1 月 27 日＇日（～3 月 10 日＇日（の期間、飲み放題付きのお得なディナーコースなどいつもより
リーズナブルに楽しむことができる、「女性限定ディナー」を開催します。女子会や記念日、歓送迎会、誕生日のお祝い
などにオススメです。本ニュースレターでは、これら女性に嬉しい情報をいち早くお届けします！

＜東京ミッドタウンのバレンタイン情報！＇p2～3（＞
)

東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

5tablettes

5tablettes

▲JEAN-PAUL HÉVIN
＇ジャン=ポール・エヴァン（
「ボワットゥ ショコラ 9 個入 ビズ」 4,725 円＇税込（

▲HENRI LE ROUX
＇アンリ・ルルー（
「コフレ・ルルー」 2,257 円＇税込（

＜女子会にオススメ「女性限定ディナー」情報！＇p4（＞
)
誕生日や結婚など特別なお祝いに女性だけで集まって盛り

上がる女子会にオススメの「女性限定ディナー」が登場します。
飲み放題付きのお得なディナーコースなど、人気レストランの
限定コースがリーズナブルに楽しめます！
【開催期間】2013 年 1 月 27 日＇日（～3 月 10 日＇日（
「女性限定ディナー」
３大特典
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1. Special ：東京ミッドタウンのバレンタイン情報！
東京ミッドタウンのバレンタインは、今年も東京ミッドタウン限定や先行販売の 4 品を含む、様々なショコラを
販売します。人気のショコラティエはもちろん、レストラン特製生チョコ、火遊びをイメージしたショコラ等、各店舗の
想いが込められたこだわりのラインナップです。今年は、「クラブ・デ・クロクール・ド・ショコラ＇通称 C.C.C（」※1
が選ぶ 2012 年の優秀ショコラティエ「5 tablettes」※2 に選ばれたジャン＝ポール・エヴァン、アンリ・ルルー、
パティスリー・サダハル・アオキ・パリの 3 店舗のショコラにも注目です。
1

※ ･･･「クラブ・デ・クロクール・ド・ショコラ＇通称 C.C.C（」
フランスで最も権威のあるショコラ愛好家協会の名称です。「C.C.C」のメンバーにはショコラティエ、パティシエ、ジャーナリスト
など著名人 150 人が名を連ね、世界中のショコラ愛好家が「C.C.C」の評価に注目しています。
2

※ ･･･「5 tablettes」
「C.C.C」が選ぶ優秀ショコラティエに与えられる賞です。2011 年度サダハル・アオキさんが日本人として初めて選ばれ、
注目を集めています。東京ミッドタウンの店舗では、2012 年度はジャン＝ポール・エヴァン、パティスリー・サダハル・アオキ・
パリに加え、アンリ・ルルーが受賞しました。

≪東京ミッドタウン限定 or 先行販売 バレンタインショコラ ラインナップ≫
東京ミッドタウン限定

5tablettes
東京ミッドタウン限定

5tablettes

東京ミッドタウン限定パッケージ

JEAN-PAUL HÉVIN ＇ジャン=ポール・エヴァン（
ガレリア B1F／03-5413-3676
『ボワットゥ ショコラ 9 個入 ビズ 』 4,725 円＇税込（
今年のテーマ「火遊び」をイメージした期間限定のショコラを含む
詰め合わせ。セクシーなリップの型のレーヴル ショコラとジャン＝
ポール・エヴァンの代表的なショコラ「コスタリカ」を、リップをかたどった
クリスタルを施したパッケージに入れて東京ミッドタウン店限定で
ご用意いたします。

HENRI LE ROUX ＇アンリ・ルルー（
ガレリア B1F／ 03-3479-9291
『コフレ・ルルー』 2,257 円＇税込（
アンリ・ルルーで人気があり定番のボンボンショコラ詰め合わせの
中に、フランボワーズのキャラメルをダークショコラでコーティングした
「ルイゾン・フランボワーズ」を東京ミッドタウン店限定商品としてご紹介。
甘酸っぱいフランボワーズとダークチョコレートの組み合わせが絶妙
です。

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
『パッション プラリネ』 8 個入り 2,730 円＇税込（
2012 年フランスパリの C.C.C.コンクールにて 2 年連続で 5 タブレット
を獲得したプラリネショコラ。スペイン産アーモンドとイタリア産へーゼル
ナッツを使用した自家製プラリネに、口どけなめらかなパッション
ガナッシュで仕立てました。東京ミッドタウン店先行販売です。

5tablettes
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東京ミッドタウン限定

Botanica ＇ボタニカ（
ガーデンテラス 4F／03-5413-3282
『特製生チョコレート』 25 個入り 1,800 円＇税込（、12 個入り 680 円＇税込（
糖質を 80％カットしつつ、おいしさはしっかりキープした身体に
やさしい生チョコレート。相手の健康に気遣う気持ちをチョコレートに
込めて。

≪バレンタインショコラ ラインナップ≫
①SAKE SHOP 福光屋： ガレリア B1F／03-6804-5341
『ＳＡＫＥボンボンショコラ』 4 個入り 1,200 円＇税込（
②とらや： ガレリア B1F／03-5413-3541
『羊羹 au ショコラ』 1,470 円＇税込（
③京はやしや： ガレリア B1F／ 03-5413-0396
『日本茶トリュフチョコレート』 4 個入り 1,575 円＇税込（
④Toshi Yoroizuka ＇トシ ヨロイヅカ（： プラザ 1F／ 03-5413-3650
『シトロン』 1,000 円＇税込（
⑤DEAN & DELUCA ＇ディーン＆デルーカ（： ガレリア B1F／03-5413-3580
『マンディアン』 ＇ミルク（ 399 円＇税込（ ／ 『ブラウニー』 630 円＇税込（

▲①『ＳＡＫＥボンボンショコラ』

▲④『シトロン』

▲②『羊羹 au ショコラ』

▲③『日本茶トリュフチョコレート』

▲⑤『マンディアン』＇ミルク（／ 『ブラウニー』
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2. Special ：女子会にオススメ「女性限定ディナー」情報！
落ち着いた空間でゆったりと食事をしたい季節。大人の女性同士で旬の味を楽しめる、飲み放題付きの
「女性限定ディナー」コースが東京ミッドタウンに期間限定で登場します。「女性限定ディナー」には、お得な
「ドリンク飲み放題」の他に撮影した写真をその場で特製フォトフレームに入れて、人数分プレゼントする
「写真撮影無料サービス」と、お誕生日・ご結婚などお祝いの主役への「メッセージプレート」サービスの特典
がついてきます。この季節に味わいたい、美味しさと華やかさが魅力の贅沢な特別限定コースを紹介します。
【開催期間】 2013 年 1 月 27 日＇日（～3 月 10 日＇日（

≪女性限定ディナー実施店舗 ラインナップ≫

①SILIN 火龍園

②Pizzeria-Trattoria Napule

＇シリン／ファン・ロン・ユェン（

＇ピッツェリア・トラットリア ナプレ（

ガーデンテラス 2F/03-5413-0088

ガーデンテラス 1F/03-5413-0711

8,000 円相当→5,000 円＇税・サ込（

8,000 円相当→5,000 円＇税・サ込（

※土曜を除く／前日までに予約必要／17:00～20:00 スタートまで

※月・火・水のみ／3 日前までに予約必要／17:30～21:00 スタートまで

本格広東料理を味わえるお得なコース。名物の「車海老の

ナプレ自慢のピッツァなどの人気メニューを味比べできる贅沢な

特製マヨネーズ和え」を含めた全 5 品が楽しめます。

コースです。

③酢重ダイニング 六角

④NIRVANA New York

＇スジュウダイニング ロッカク（

＇ニルヴァーナ ニューヨーク（

ガーデンテラス 2F/03-5785-1717

ガーデンテラス 1F/03-5647-8305

8,000 円相当→5,000 円＇税・サ込（

7,500 円相当→4,800 円＇税・サ込（

※前日までに予約必要／16:00～22:00 スタートまで

※金・土除く／前日までに予約必要／17:00～21:00 スタートまで

野菜、魚、肉をバランスよく味わえるヘルシーなコース。

体にやさしい食材で盛り付けも美しいコース。

「真澄」などの日本酒も飲み放題で楽しめます。

大人気の「タンドリーチキンティッカ」を堪能できます。

⑤ orangé＇オランジェ（：プラザ 1F／03-5413-3600

6,000 円相当→4,800 円＇税・サ込（

→彩りと温かみたっぷりの季節料理を美酒とともに。気取らない料理で見た目も華やかなコース。

⑥ 平田牧場匠：ガーデンテラス 3F／03-6804-3729

6,000 円相当→5,000 円＇税・サ込（

→肌にいいコラーゲンたっぷりの豚肉をヘルシーに味わう。脂身の少ない三元豚ロースのしゃぶしゃぶと野菜をたっぷり楽しめるコース。

⑦ A971＇エーキューナナイチ（：プラザ 1･2F／03-5413-3210

4,500 円相当→3,500 円＇税・サ込（

→グループでワイワイ楽しみたい創作料理。女性好みの品々がデザートまでたっぷり味わえるコース。

⑧ La Colina＇ラ コリナ（：ガーデンテラス 1F／03-5413-0092

6,300 円相当→4,500 円＇税・サ込（

→スパイシーな美味をカジュアルな雰囲気で楽しむ。ボリュームたっぷりに代表的なメキシカンを味わうコース。

⑨ Ba-tsu＇バツ（：プラザ 1F／03-5413-6380

5,000 円相当→3,500 円＇税・サ込（

→各種そろえたドリンクとあつあつ料理のマリアージュ。ノンアルコールカクテルもそろえたリーズナブルな飲み放題コース。
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