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ホリデーギフトにぴったりのショップが登場！

東京ミッドタウンの新店オープン / 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）は、「ラグジュリアス＆コンフォート」をコンセプトに最高品
質の素材のみを使用した、“比べようのない心地よさ”を提供する『UGG® Australia』を11月20日（金）にオープン
します。
また、街中がイルミネーションで彩られる「ミッドタウン・クリスマス2015」の期間中に登場する、心躍るクリスマス
カードやギフトが揃うクリスマス市「マルシェ・ド・ノエル」や、期間限定店舗「治一郎」、食事をしながら光り輝く街並
を楽しめるレストランの情報をお届けします。今年も、東京ミッドタウンで素敵なクリスマスをお過ごしください。

◆ What’s New

プレミアムライフスタイルブランド『UGG® Australia』が11月20日（金）オープン！

◆ Features 1

「マルシェ・ド・ノエル」やバウムクーヘンが人気の「治一郎」が期間限定で登場！

◆ Features 2

きらめく光を眺めながら過ごす、スペシャルディナーを楽しめるレストラン

代表的なシープスキンブーツはもちろん、バッグやアクセサリーまで揃うショップが登場します

クリスマスのギフトにぴったりなグッズが幅広く揃います

クリスマスの特別感あるメニューとともに、イルミネーションを窓から臨むレストランをご紹介します

◆ What’s New プレミアムライフスタイルブランド『UGG® Australia』オープン！
「ラグジュリアス＆コンフォート」をコンセプトに、最高品質の素材のみを使用した、“比べようのない心地よさ”を
提供し続ける、 UGG® Australiaが11月20日（金）にオープンします。
世界でも屈指のクラフトマンシップを活かし、オリジナルのシープスキン
ブーツにとどまらない新鮮でイノベイティブなスタイルは、スリッポンや
スニーカー、サンダルなどのフットウェアをオールシーズンを通じて提案し
ています。ウィメンズ、メンズ向けに展開するアイテムは、アクセサリー、
スモールレザーグッズ、ハンドバッグに至るまで、様々な形で生活に寄り添
います。
ブランドコンセプトを全面的に打ち出し、リラックスできる空間に仕上げた
店内では、ブランドの世界観を感じていただきながらゆったりとお買いもの
いただけます。
▲イメージ
今回、オープンを記念して、お買い上げ頂いたお客様に先着でUGG®の
オリジナルマグカップをプレゼントいたします。

2015 Holiday Campaign

オープン記念
UGG® Australia東京ミッドタウン
店のオープンを記念して、お買い
上げ頂いたお客様に先着で
UGG®オリジナルマグカップを
プレゼントいたします。
※一部対象外商品あり
※数量限定

11月25日（水）～ 12月25日（金） の
期間中、30,000円以上（税抜）お買い
上げ頂いたお客様に先着でUGG®オ
リジナルのスノードームをプレゼント
いたします。
※数量限定

※画像は全てイメージ

【店 舗 名 】
【電話番号】
【場 所 】
【営業時間】
【取り扱い商品】

UGG® Australia （アグ オーストラリア）東京ミッドタウン店
03-6804-2375
※11月16日（月）より開通予定
ガレリア2F
11時～21時
ウィメンズ＆メンズ
定番のシープスキンブーツ、スリッポン、スニーカー、サンダルなどの
フットウェアをはじめ、バッグ、アクセサリー
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◆ Features 1 「マルシェ・ド・ノエル」やバウムクーヘンが人気の「治一郎」が期間限定で登場！
クリスマスギフトにも、自分へのご褒美にも。期間限定ショップのほか、ガレリアの各ショップも様々なホリデー
ギフトを提案します。華やかで気分が高揚するクリスマスシーズンにぴったりのものがきっと見つかるはずです。

マルシェ・ド・ノエル

期間限定

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」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クリスマス
カードやアクセサリーなど、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】
【時
間】
【場
所】
【出店店舗】

11月12日（木）～12月25日（金）（予定）
11：00～21：00
ガレリアB1 DEAN & DELUCA前
materi（マテリ）、Lil’ limo（リル・リモ）、
SANRIO クリスマスカード＆ギフトショップ

▲マルシェ・ド・ノエル（昨年の様子）

贈るのも貰うのも嬉しい。種類豊富なクリスマスカード
ライトが点いたり音が鳴るのはもちろん、動画が見られる
カードも登場します。

相手の顔を思い描いて選ぶ、こだわりギフト
スイッチを入れるとライトが点
灯し、自動で雪が舞うスノー
ドームや、手土産にもぴったり
のクリスマスブーツなど自分に
も贈りたくなるようなギフトが揃
います。

期間限定
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⇑ 中央の絵がストーリー仕立てのムービーになるクリスマス
カード3,240円（左）、光と音で楽しめるカード 1,620円（右）
⇐ ランタン型のスノードーム＜電池式＞ 4,104円（左）、
プレゼントが入れられるポーラベア クリスマスソックス
1,620円（右）
※全て税込 / 画像はイメージ

治一郎（じいちろう）

しっとりとした舌触りで、贅沢な味わいのバウムクーヘンが人気の治一郎が期
間限定で登場します。
試行錯誤を重ね、地道にこつこつと努力を重ねて新たな美味しさを生み出した
職人技に敬意を表し、職人のひとりの名前を冠したというバウムクーヘン。
クリスマスシーズンの手土産などにぴったりの商品が揃います。
【期間】
【時間】
【場所】

11月12日（木）～12月25日（金）（予定）
11：00～21：00
ガレリアB1 とらや前

▲進化しつづけるしっとりバウム
治一郎のバウムクーヘン
1,944円（税込）

クリスマス限定アイテム

中川政七商店街（なかがわまさしちしょうてんがい）
ガレリアB1 03-6804-1310
「日本の工芸を元気にする！」をコンセプトにブランド展開する中川政七商店街
でその履きやすさからリピートするファンが多い「2＆9」。
奈良の工場でじっくりと作られた、クリスマス限定靴下が登場します。
温かな履き心地の靴下は、ペアでのプレゼントにもぴったりなカラーリング。これ
からの季節に喜ばれる贈り物になりそうです。
▲サンタクロースのくつした ホワイト
サンタクロースのくつした レッド
各2,160円
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クリスマス限定アイテム

箸長（はしちょう）
ガレリア3F 03-5413-0392
日本の伝統工芸品である漆器と職人が天然素材を使って一膳一膳作る高級箸
を紹介する箸長からは、食卓が華やぐ、クリスマス仕様の箸置きをご提案。
色も美しい京焼で、小さなリースやツリーがテーブルに並ぶだけで華やぎます。
▲クリスマス箸置 3,780円

クリスマス限定アイテム

bamford（バンフォード）
ガレリア2F ショップ：03-5413-4250／スパ：03-5413-4256
レディ・バンフォードが手がけた、英国発プレミアムラグジュアリーオーガニック
ブランド。今春初めての直営ショップが東京ミッドタウンにオープンしました。
クリスマス限定で登場するのは、ローズの香りが深いリラックスを誘う、ハンド
＆ボディローションやソープ、人気のリップバーム、ボディスプラッシュがセットに
なった「バンフォード ウィンターギフト」。自分へのご褒美にもぴったりのアイテム
です。

▲バンフォード ウィンターギフト
11,880円

◆ Features 2 きらめく光を眺めながら過ごす、スペシャルディナーを楽しめるレストラン
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（2015年11月12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。
スタイリッシュなインド料理を堪能できるコースメニュー

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
クリスマスコース 10,000円（税込・サービス料別）
実施期間：12月1日（火）～25日（金）
石垣牛とフォアグラのチェティナッドカレーをメインに、バラエティに富んだ全5
品のメニューをご用意。
デザートには雪だるまをイメージしたかわいらしいひと品が。
上質な素材を心ゆくまで味わうメニュー
Botanica（ボタニカ）
ガーデンテラス4F 03-5413-3282
クリスマスコース 14,040円（税込・サービス料別）
実施期間：12月22日（火）～25日（金）
フォアグラやフランス産鴨肉などを使用し、贅沢に仕上げた全6品のメニュー
をご用意。

イルミネーションを楽しめる、そのほかのレストラン
◆ 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）

◆ 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

▲スターライトガーデンの眺め
（NIRVANA New York）

•
•
•
•
•

A971 / 03-5413-3210
Pizzeria-Trattoria Napule / 03-5413-0711
La Colina / 03-5413-0092
CANOVIANO CAFE / 03-5413-3226
KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA / 03-5413-3929

■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
■東京ミッドタウンホームページ■ www.tokyo-midtown.com/
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