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東京ミッドタウンから旬なニュースをお届けします！ 

Tokyo Midtown News Letter 第 52号 

～ 東京ミッドタウンのクリスマス最新情報 ～ 
 

 

 

 

 

 
 
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）では、この冬も、人気のイルミネーションで華やかなク

リスマスを演出し、またこの街を訪れる全ての方が幸せになりますように、との想いをこめて様々なおもてなし

でみなさまをお迎えいたします。このニュースレターでは、都会的なクリスマスの彩りとなる東京ミッドタウンお

すすめのクリスマスケーキの最新情報や、東京ミッドタウンの風物詩でもあるイルミネーションを楽しみながら

スペシャルな時を過ごせるレストラン、クリスマスを盛り上げる楽しい商品が揃う期間限定のクリスマスショップ

「マルシェ・ド・ノエル」の情報をお届けします。この冬もぜひ、東京ミッドタウンのクリスマスにご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Features ：大切な人と祝う聖夜に寄り添う、東京ミッドタウンのうっとりクリスマスケーキ 

    

2. Features   ： ギフトに最適！クリスマス市「マルシェ・ド・ノエル」・シアトル発「ククルザ ポップコーン」 

3. Features ： カラフルなツリーも登場！クリスマスを華やかに彩る装飾 

4. Features   ： クリスマスイルミネーションとともに楽しめるレストラン情報 

＜イルミネーションの見えるレストラン（P6）＞ 

 

＜東京ミッドタウン限定も豊富に揃う、クリスマスケーキ（P2~P3）＞ 

) 

▲サン・フルーツ 

あまおうシャルロット 

5,400円 

▲パティスリー・サダハル・アオキ・パリ 

サパン バンブー 

3,240円 

＜ギフトにおすすめの期間限定ショップ（P4～5）＞ 

▲クリスマス市 

「マルシェ・ド・ノエル」 

ガレリア B1F 

憧れを叶えるクリスマスケーキ ときめきのクリスマスケーキ 

▲ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ 

ブッシュドノエル 

32,400円 

▲NIRVANA New York 

（ニルヴァーナ ニューヨーク） 

ガーデンテラス 1F 

 

▲スターライトガーデン 

 

限定 限定

▲期間限定店 

シアトル発「ククルザ ポップコーン」 

ガレリア B1F 

限定
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1  Features ： 東京ミッドタウンのクリスマスケーキ 
 

東京ミッドタウンが誇るスイーツの名店から、今年も素敵なクリスマスケーキが登場。材料からこだわった、

スタイリッシュなクリスマスケーキです。毎年クリスマスケーキの発表を待ち焦がれるファンも多い人気店、 

サン・フルーツとアンリ・ルルーや、ザ・リッツ・カールトン東京のペストリーシェフ、徳永氏が手掛ける新作など、

東京ミッドタウンでしか手に入らないケーキをはじめ、クリスマスを贅沢な気分で過ごせるケーキをご紹介しま

す。 

 

＜東京ミッドタウン クリスマスケーキ ラインナップ＞ 

 

 

 

 

ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ ：プラザ 1F / 03-6434-8711 

『ブッシュドノエル』 32,400円（税込） 

＜予約期間＞受付中～12月 18日（木） 

＜店舗販売＞12月 19日（金）～12月 25日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENRI LE ROUX（アンリ・ルルー）：ガレリア B1F/ 03-3479-9291 

『ビュッシュ デクリネゾン チュアオ』 10,800円（税込） 

＜予約期間＞受付中～12月 7日（日） 

＜店舗販売＞12月 22日（月）～12月 25日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 憧れを叶える、クリスマスケーキ 

みんなで集まる日だからこそ選びたい、ゴージャスで夢のあるケーキ。東京ミッドタウン限定のケーキです。 

 

お客様が集まるクリスマスに、ハッピーでリッチなサプライズをもた

らす限定ケーキは、チョコレートで作ったのこぎりやきのこが賑やか

に飾られ、パーティーシーンを盛り上げます。 

オレンジのバタークリームとチョコレートのガナッシュをチョコレート

の生地で巻き、大人も満足する仕上がりです。 

このケーキを手掛けたペストリーシェフの徳永純司氏は、パティシ

エ・コンクールの最高峰「クープ・デュ・モンド」の国内予選大会アシェ

ット・デセール チョコレート細工 B部門で優勝し、2015年にフランス

で行われる本大会の日本代表となることが決まっています。 

徳永シェフこだわりの、新作クリスマスケーキです。 

 

 

東京ミッドタウン限定 

今シーズンのアンリ・ルルーが東京ミッドタウンで贈るのは、星がき

らめく聖夜に誰もが夢見た、心躍るお菓子の家。香ばしい風味の 

ショコラの家の中に、希少なカカオ「チュアオ」のタブレットを使用した

ビュッシュを入れています。 

ビュッシュ・ド・ノエルは、口溶けのよいクレームブリュレや濃厚なガナ

ッシュの層にしっとりとしたダックワーズや甘酸っぱいビスキュイが重

なる、贅沢な味わい。見た目、味わいともにドラマティックな夜に 

ぴったりです。 
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サン・フルーツ：ガレリア B1F/ 03-5647-8388 

『あまおうシャルロット』 5,400円（税込） 

＜予約期間＞受付中～12月 19日（金）（予定） 

＜店舗販売＞12月 20日（土）～12月 25日（木）※限定 50台 

 

創業 80余年のフルーツ専門店からは、贅沢に盛られた「あまおう」が目を引く 

ケーキが登場します。バニラムースと苺の相性が抜群の、誰からも愛される東京 

ミッドタウン限定のケーキです。 

 

 

 

ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ ：プラザ１F/ 03-6434-8711 

『トライアングルクリスマス』 6,480円（税込） 

＜予約期間＞受付中～12月 18日（木） 

＜店舗販売＞12月 19日（金）～12月 25日（木） 

 ザ・リッツ・カールトンのペストリーシェフ、徳永氏が贈る、雪が舞い散るような 

デザインが印象的なショコラケーキ。フランス・ヴァローナ社のチョコレートを贅沢 

に使ったムースと甘酸っぱいフランボワーズの組み合わせをお楽しみいただけます。 

  

 

 

 

DEAN & DELUCA （ディーン ＆ デルーカ）：ガレリア B1F/ 03-5413-3580 

『アラボンヌー ストロベリー ショートケーキ』 6,480円（税込） 

＜予約期間＞11月 1日（土）～12月 17日（水） 

＜店舗販売＞12月 21日（日）～12月 25日（木） 

 

世界の美味しいものだけを選ぶ、食のセレクトショップ「DEAN  &  DELUCA」 

より、赤坂の名店「アラボンヌー」の特製ショートをお届けします。   

毎年多くの人の目を奪う、まさに“グッドルッキング”なこのケーキは、素材そのもののお

いしさと丁寧な技で仕上げた、パティシエによるパーフェクトなショートケーキです。 

 

 

 

JEAN-PAUL HÉVIN（ジャン=ポール・エヴァン）：ガレリア B1F/ 03-5413-3676 

『ビッシュビーハッピー』 5,940円（税込） 

＜予約期間＞11月 1日（土）～12月 8日（月） 

＜店舗販売＞12月 23日（火・祝）～12月 25日（木） 

 

“甘美な狂気”をテーマに創られた、今季のエヴァンからのクリスマスの贈りもの。 

「幸せでいよう」という、狂おしいほど楽観的なメッセージを込めたこのケーキで、 

ジャン＝ポール・エヴァンが選んだのは、フルーティな香りをたたえる、マダガスカル

産グランクリュカカオでできたショコラ ノワールのムース。大人の味わいのこのムー

スに、いちご、ゆず、ロゼ・シャンパーニュのカクテルジュレを散りばめています。 

  

 

・ ときめきのクリスマスケーキ 

こだわりのクリスマスを演出するのにふさわしい、贅沢で洗練されたケーキをご紹介します。 

 

東京ミッドタウン限定 

東京ミッドタウン限定 
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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 

『サパン バンブー』 3,240円（税込） 

＜予約期間＞受付中～12月 15日（月） 

＜店舗販売＞12月 22日（月）～12月 25日（木） 

 

食の都、パリで活躍中の青木定治氏のパティスリー。定番人気の抹茶のオペラ 

「バンブー」をクリスマスのスペシャルバージョンに仕立てました。 

 もみの木の愛らしいフォルムに、サダハル・アオキ自慢のマカロンも添えられた、 

愛する人との聖夜にそっと寄り添うケーキです。 

 

 

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

『ノエルキャラメルポワール』 4,100円（税込） 

＜予約期間＞受付中～12月 18日（木） 

＜販売期間＞12月 20日（土）～12月 25日（木） 

 

 東京ミッドタウンのパティスリーの中でも、常に賑わう名店からは、友人と過ごす 

聖夜に楽しさを添える愛らしいケーキが登場します。 

 洋梨の爽やかさが際立つたっぷりのキャラメルムースをショコラ生地が包みます。 

 
 
2  Features ： ギフトに最適！クリスマス市「マルシェ・ド・ノエル」  

期間限定店 シアトル発「ククルザ ポップコーン」 
 

毎年好評をいただいている、期間限定のクリスマスショップ「マルシェ・ド・ 

ノエル」（クリスマス市）がガレリア B1に今年も登場します。 
 
欧風のクリスマスオーナメントやリース、プレゼントに最適な木製オルゴール 

やカード、アクセサリーなど、クリスマスの気分を盛り上げるさまざまな商品が 

並びます。 

 

 期 間 ：11月 13日（木）～12月 25日（木） 

 時 間 ：11:00～21:00  

※12月 12日（金）からは 11:00～22:00（予定） 

 場 所 ：ガレリア B1竹林スペース  

  

＜店舗情報＞ 

materi（マテリ） 

クリスマスオーナメントなどを中心に、「クリスマス」にまつわる雑貨を 

豊富に揃える「materi」が今年も登場。 

海外より買い付けたクラシカル＆エレガントなアイテムで大人の 

クリスマスを演出します。 

 

Lil' limo(リル・リモ)  

 

Lil' limo(リル・リモ)では、北欧からのハンドメイドのニット小物・  

オリジナルオーダーが出来る天然石のアクセサリーをセレクト 

しました。 
※Lil' limoは Little limousineの略で「ちょっとした贅沢と心地良さ」の意味 

▲マルシェ・ド・ノエル 

▲ 「materi （マテリ）」商品イメージ 

東京ミッドタウン限定 
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SANRIO クリスマスカード＆ギフトショップ 

人気のクリスマスカードやシール、かわいらしい木製のオルゴールなどが 

揃います。お子様や友人へのプチギフトにぴったりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Features ： カラフルなツリーも登場！クリスマスを華やかに彩る装飾 
 

東京ミッドタウンの冬の風物詩とも言える、芝生広場「スターライトガーデン」を中心にしたイルミネーション。

クリスマス期間中は、その他にも様々な装飾で心ときめくクリスマスシーズンを演出いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ダイヤモンド・ダスト 

 ガーデンテラス 「フロストフラワー・シャンデリア」11月 13日（木）～12月 25日（木） 

「フロストフラワー」をモチーフにしたシャンデリアが登場。フロストフラワーとは、結氷した湖などに咲く霜の花

のことで、別名『天使の羽』と呼ばれます。厳冬期の降雪や風のない晴れた夜明けに見られる希少な自然現

象です。天使が舞い降りて来たかの様な煌めく光のオブジェを、ぜひ様々な角度からお楽しみ下さい。 

期間限定店 ： クリスマスシーズンはククルザ ポップコーンが登場！ 
 

アメリカ、シアトルで生まれ、全米でグルメなポップコーンとして愛されている「KuKuRuZa Popcorn（ククル
ザ ポップコーン）」。36種類のフレーバーと、丁寧に手作業で作りだす味わいが、日本でも大ヒットしています。  
このグルメポップコーンが、クリスマス期間中、東京ミッドタウンにも期間限定で登場します。 
「マルシェ・ド・ノエル」のすぐ近くに出店しますので、パーティシーズンの 

手土産やプチギフトとして楽しく商品を選んでいただけます。また、 
マンスリーフレーバーを揃えた全セットは、東京ミッドタウン限定のご用意です。 
是非ご堪能ください。 
 
KuKuRuZa Popcorn（ククルザ ポップコーン） 
期 間 ：11月 13日（木）～12月 25日（木） 

時 間 ：11:00～21:00  

場 所 ：ガレリア B1 

▲イメージ 

▲フロストフラワー・シャンデリア 

 ガレリア 「ダイヤモンド・ダスト」11月 13日（木）～12月 25日（木） 

ガレリアの吹抜けには、冬だけに出現する光の奇跡“ダイヤモンドダスト”をテーマにした装飾が今年も登場。

雲間や山の稜線から太陽が差し込んだ時に、氷の粒が光を受けて輝く、『サンピラー（太陽柱）』と呼ばれる現

象を表現しました。 

 プラザ 1F 「ウェルカムツリー」11月 13日（木）～12月 19日（金） 

今年のクリスマスのテーマは「ミッドタウン・クルーズ」。地球から宇宙への旅を表現するイルミネーションが見

どころです。その出発地点となるプラザには、赤、白、黄、ピンク、緑などの高さ 2ｍ～3ｍのカラフルなお花の

ツリーが 5台登場し、皆様をお出迎えします。 

 

▲ウェルカムツリー 

※画像はすべてイメージ 
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4  Features ： クリスマスイルミネーションが見えるレストラン情報！ 
都心の冬の風物詩として人気の、東京ミッドタウンのイルミネーション（2014年 11月 13日～12月 25日）。

街全体が光に包まれる幻想的な景色を、ゆったりと眺めながらディナーが楽しめる 11店舗を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【その他のイルミネーションが見えるレストラン】 

 スターライトガーデンが見えるレストラン 

 淡悦 03-5413-8668 

 鉄板焼ステーキ喜扇亭 03-5413-7988 

 HAL YAMASHITA 東京 03-5413-0086 

 Bodega Santa Rita 03-5413-3101（店外席のみ） 

 SILIN 火龍園   03-5413-0088   

 

 

CANOVIANO CAFE 

(カノビアーノ カフェ） 

ガレリア 1F／03-5413-3226 

都会の喧噪を忘れ、緑に囲まれたロケ

ーションの中で、滋味深い食材の豊か

な風味を生かした、自然派イタリアンを

堪能できます。 

 

KNOCK CUCINA BOUNA 

ITARIANA 

（ノック クッチーナ ボナ イタリアーナ）

ガーデンテラス 2F／03-5413-3929 

11月 16日（日）に新たにオープンする

イタリア・ピエモンテ州の料理が楽しめ

るイタリアン。肉やチーズ、ナッツや

野菜を使ったメニューと、同州の人

気ワイン「バローロ」や「バルバレス

コ」各50種類をはじめとする、約200 

種類のワインがお手頃な価格で楽し

めます。 

 

▲スターライトロード 

▲シャンパンイルミネーション 

スターライトガーデン 2014 

 “宇宙旅行”をテーマにして、様々

な光の動きで星屑の浮遊感や宇宙の

無重力感を演出し、迫力ある幻想的な

イルミネーションのショーを約3分半に

わたって繰り広げます。日本初のイル

ミネーション演出装置となる「スティッ

クイルミネーション」がより立体的な輝

きを実現します。 

▲クリスマスイルミネーション 

▲ウェルカムイルミネーション 

 シャンパンイルミネーション／ 

ツリーイルミネーションが見えるレストラン 

 A971 03-5413-3210 

 Pizzeria-Trattoria Napule 03-5413-0711 

 La Colina 03-5413-0092 

 

NIRVANA New York（ニルヴァーナ ニューヨーク）  

ガーデンテラス 1F／03-5647-8305 

NY で多くの著名人に愛されていた伝説のレストラン。伝統的な 

インド料理を「モダンファインダイニング」としてスタイリッシュな空間

で提供します。目の前にスターライトガーデンが広がり、冬の夜を

演出します。 


