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東京東京東京東京ミッドタウンマネジメントミッドタウンマネジメントミッドタウンマネジメントミッドタウンマネジメント株式会社株式会社株式会社株式会社    

平成 23 年 6 月 2 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 

 

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！ 

Tokyo Midtown News Letter 第第第第 24 号号号号 
～～～～Enjoy! 節電節電節電節電のののの夏夏夏夏    第第第第 1 弾弾弾弾～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Features ：：：： 夏夏夏夏をををを快適快適快適快適にににに過過過過ごすグッズごすグッズごすグッズごすグッズ・・・・メニューメニューメニューメニュー 
 

暑い夏を快適に過ごすグッズやメニュー、さらに節電や非常時に役立つ商品をご紹介します。 
 

� Idea Digital Code （（（（イデアイデアイデアイデア デジタルデジタルデジタルデジタル コードコードコードコード））））：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア 3ＦＦＦＦ／／／／03-5413-3668 

VINTO Fan     3,990 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

 

70 年代のビンテージデザインをイメージした Idea オリジナルの扇風機です。 

持ち運びに便利な小型サイズで、付属のキットを使えばアロマの香りを部屋中

に届けることができます。首振りや風力調整などの機能も付いた、この夏活躍

間違いなしの商品です。 
 
 
 
 

� MUJI（（（（ムジムジムジムジ）：）：）：）：ガーデンテラスガーデンテラスガーデンテラスガーデンテラス B1F／／／／03-5413-3771 

サーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター（（（（低騒音低騒音低騒音低騒音ファンファンファンファン））））  3,900 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

 

MUJI の扇風機は、インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインです。 

今年新発売のこちらの商品は、羽根を一から見直し、 

充分な風量を確保しながらも、動作音が静かなサーキュレーター。 

グリルが取り外せるため、羽根のお手入れが簡単です。 

 

1. Features ：：：：    夏夏夏夏をををを快適快適快適快適にににに過過過過ごすグッズ・メごすグッズ・メごすグッズ・メごすグッズ・メニューニューニューニュー 

2. Features ：：：：    東京東京東京東京のまんなかでいちばんのまんなかでいちばんのまんなかでいちばんのまんなかでいちばん気持気持気持気持ちのいいテラスちのいいテラスちのいいテラスちのいいテラス席席席席のあるレストランのあるレストランのあるレストランのあるレストラン 

3. Tokyo Midtown Stories ：：：：    日本古来日本古来日本古来日本古来のののの知恵知恵知恵知恵をををを生生生生かしたかしたかしたかした履物履物履物履物でででで暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏をををを涼涼涼涼しくしくしくしく過過過過ごすごすごすごす 

菱屋菱屋菱屋菱屋カレンブロッソカレンブロッソカレンブロッソカレンブロッソ店長店長店長店長、、、、泉泉泉泉さやかさんさやかさんさやかさんさやかさんインタビューインタビューインタビューインタビュー 
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東京東京東京東京ミッドタウンマネジメントミッドタウンマネジメントミッドタウンマネジメントミッドタウンマネジメント株式会社株式会社株式会社株式会社    

� とらやとらやとらやとらや：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア B1F／／／／03-5413-3541 

郵送扇郵送扇郵送扇郵送扇     1,050 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 
＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

切手を貼って郵送することができる扇子です。大正時代から虎屋に伝わる 

お菓子の見本帳から図柄を選びました。 

東京ミッドタウン店オリジナルの図柄もご用意しています。 
扇子で夏のご挨拶をしてみませんか。 
 
 

� itoya topdrawer （（（（イトーヤイトーヤイトーヤイトーヤ    トップドロワートップドロワートップドロワートップドロワー）：）：）：）：ガレリアガレリアガレリアガレリア 3F／／／／03-3423-1108 

伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル扇子扇子扇子扇子   3,570 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

ワイシャツの生地を使用した伊東屋オリジナルの扇子は、 

ビジネスシーンでも違和感なく使用できます。 

カラーも 5 色用意しており、恋人やご家族へのプレゼントにも最適です。 

 
� Flagship 212 KITCHEN STORE （（（（フラッグシップフラッグシップフラッグシップフラッグシップ トゥーワントゥートゥーワントゥートゥーワントゥートゥーワントゥー キッチンストアキッチンストアキッチンストアキッチンストア）））） 

：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア 3ＦＦＦＦ／／／／03-5413-7686 
    babble     1,780 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

  ＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

Karim Rashid 氏によるデザインに機能性を備えた、オシャレ＋エコフレンドリーな 

携帯用浄水ボトルです。陽性電荷を持つフィルターが内蔵されており、 

化学物質や不純物を取り除くことができる上に、150Ｌもの水をろ過することができます。 

 

� LIBECO HOME（（（（リベコリベコリベコリベコ    ホームホームホームホーム））））：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア 3F／／／／03-5647-8358 

カタリーナカタリーナカタリーナカタリーナ                             デュベカバーデュベカバーデュベカバーデュベカバー    シングルシングルシングルシングル 23,730 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

                              フラットシーフラットシーフラットシーフラットシーツツツツ シングルシングルシングルシングル 22,050 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

                              ピローケースピローケースピローケースピローケース    シングルシングルシングルシングル  7,350 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

リネン 100％で、湿気がこもらず、涼しく快適にお休みいただけるベッドアイテム。 

綾織りのシャンブレー生地を使用した心地よい肌触りで、寝苦しい夜を 

涼しく快適に過ごせます。 
 
 

� 遊遊遊遊    中川中川中川中川（（（（ユウユウユウユウ    ナカガワナカガワナカガワナカガワ）：）：）：）：ガレリアガレリアガレリアガレリア 3F／／／／03-6804-1310 

麻麻麻麻わたひめわたひめわたひめわたひめ座布団座布団座布団座布団    5,775 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

椅子やソファーなど、ちょうど良い小ぶりサイズの座布団。 

吸放湿性に優れた麻わたを使用しており、湿気をすばやく吸い取り外へ逃がすため、 

暑い夏も熱や湿気がこもらず、涼しくお過ごしいただけます。 
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� ミルクミルクミルクミルク＆＆＆＆パフェパフェパフェパフェ  よつよつよつよつ葉葉葉葉ホワイトコージホワイトコージホワイトコージホワイトコージ：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア B1F／／／／03-6804-6606 
フラッパフラッパフラッパフラッパ     400 円円円円（（（（税込税込税込税込）～）～）～）～ 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

 

期間限定で出店中のよつ葉ホワイトコージではさっぱりとしたカキ氷の上に 

コクのあるよつ葉ソフトクリームをトッピングしたフラッパを販売中。 

お味は宇治金時、ストロベリー、トロピカルをご用意しました。 

夏にぴったりの一品をご堪能ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� SAKE SHOP 福光屋福光屋福光屋福光屋（（（（サケシサケシサケシサケショップョップョップョップ フクミツヤフクミツヤフクミツヤフクミツヤ））））：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア B1F／／／／03-6804-5341 

冷冷冷冷やしやしやしやし甘酒甘酒甘酒甘酒                    1 パックパックパックパック 150g            242 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

         ＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞販売中販売中販売中販売中 

お正月など冬の飲み物というイメージがある甘酒ですが、福光屋では夏に飲む冷やし甘酒を販売。 

福光屋の甘酒は純米蔵仕込みで着色料、保存料、砂糖、食塩などは一切不使用。ジャパニーズヨーグルトと

言われるほど美容・健康効果が高い、甘酒の新たな一面を体験してください。 

冷やし甘酒は店内にある BAR でも、三温生姜をお付けしてお召し上がりいただけます。（税込 500 円） 

 

 

 

� pâttiserie Sadaharu AOKI paris （（（（パティスリー・サダハル・アオキ・パリパティスリー・サダハル・アオキ・パリパティスリー・サダハル・アオキ・パリパティスリー・サダハル・アオキ・パリ）））） 

：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア B1F／／／／03-5413-7112 

    マカロンアイスマカロンアイスマカロンアイスマカロンアイス    450 円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 

＜＜＜＜販売期間販売期間販売期間販売期間＞＞＞＞7 月上旬月上旬月上旬月上旬～～～～8 月中旬月中旬月中旬月中旬 

大人気サダハル・アオキのマカロンが、アイスになって数量限定で販売します。 

独自の配合で仕上げたアイスクリームにアーモンドを使って香ばしく焼き上げたマカロンをサンド。ショコラ、抹

茶、マンゴーの 3 種類から選べます。 

※※※※ミルクミルクミルクミルク＆＆＆＆パフェパフェパフェパフェ  よつよつよつよつ葉葉葉葉ホワイトコージホワイトコージホワイトコージホワイトコージ：：：：ガレリアガレリアガレリアガレリア B1F／／／／03-6804-6606 
＜＜＜＜営業期間営業期間営業期間営業期間＞＞＞＞9/29（（（（木木木木））））までまでまでまで（（（（予定予定予定予定）））） 
＜＜＜＜営業時間営業時間営業時間営業時間＞＞＞＞11：：：：00～～～～21：：：：00 
 

昨年ご好評いただいた、よつ葉乳業直営店、「ミルク＆パフェ  

よつ葉ホワイトコージ」が、今年も期間限定オープンしました。 

北海道十勝産の乳製品を使用した、美味しいソフトクリームたっぷりのパフェやもっちりクレープ、ミルク

ドリンクもおすすめです。 
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ZETTA：10,710 円（税込） 

伊勢木綿のバッグ：17,850 円（税込） 

Pizzeria-Trattoria 
Napule 
（ガーデンテラス）
のテラス席 

Ba-tsu（プラザ）
のテラス席 

2. Features ：：：：    東京東京東京東京ののののまんなかまんなかまんなかまんなかでいちばんでいちばんでいちばんでいちばん気気気気持持持持ちのいいちのいいちのいいちのいいテラステラステラステラス席席席席のあるレストランのあるレストランのあるレストランのあるレストラン 
ガーデンテラスではミッドタウン・ガーデンを眺めながら、プラザでは心地よい街の喧噪のなかで、ランチ

やディナーはいかがでしょうか。節電の夏は、自然の風を感じて過ごしませんか。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tokyo Midtown Stories ：：：：    日本古来日本古来日本古来日本古来のののの知恵知恵知恵知恵をををを生生生生かしたかしたかしたかした履物履物履物履物でででで暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏をををを涼涼涼涼しくしくしくしく過過過過ごすごすごすごす 
菱屋菱屋菱屋菱屋カレンブロッソカレンブロッソカレンブロッソカレンブロッソ店長店長店長店長、、、、    泉泉泉泉さやかさんさやかさんさやかさんさやかさんインタビューインタビューインタビューインタビュー        （ガレリア 3F／03-5413-0638） 

  

大正 15 年創業の和装履物店「菱屋」直営店である菱屋カレンブロッソ。大幅な節電が求められる今夏、

昔ながらの知恵を生かして、暑い夏を乗り切る同店の商品が注目を浴びています。今回は店長である、泉

さやかさんにお客様の声や今夏のオススメ商品などを聞きました。 

 

Ｑ.幅広い年代のお客様がご来店されるカレンブロッソの最近の売れ筋商品を教えて 

もらえますか？ 
 

Ａ. やはり今夏は冷房を控えることが予想されるためか、素足でお履き頂ける ZETTA 

（メンズ）や花緒サンダル（レディース）が好調です。蒸れない履物を探しているという 

ことでご来店される方が多く、私服勤務のビジネスマンの方からは社内履きとして 

ZETTA をご購入頂くこともあります。 

 

Ｑ.社内履きに雪駄なんて、素敵ですね。 

他にも今年のオススメ商品があれば教えてください。 
 

A. 今年、新発売になった伊勢木綿のバッグがおすすめです。伊勢木綿ならではの 

風合いの柔らかさや軽やかさがあるので、夏にピッタリの商品です。 

【【【【テラステラステラステラス席席席席のあるレストランのあるレストランのあるレストランのあるレストラン】】】】 
＜＜＜＜ガーデンテラスガーデンテラスガーデンテラスガーデンテラス＞＞＞＞ 
B1F： ・Union Square Tokyo（アメリカン） 
1F： ・HAL YAMASHITA 東京（新和食） 
    ・Pizzeria-Trattoria Napule（イタリアン） 
 ・La Colina（メキシカン） 
 ・NIRVANA New York（インド料理） 
2F： ・VINOTECA（イタリアン） 
    ・cuisine française JJ（フレンチ） 
 ・SILIN 火龍園（中華） 
3F： ・鉄板焼ステーキ 喜扇亭（鉄板焼） 
    ・てんぷら山の上 Roppongi（てんぷら） 
    ・淡悦（日本料理） 
4F： ・Botanica（インターナショナル） 
 
＜＜＜＜プラザプラザプラザプラザ＞＞＞＞ 
1Ｆ： ・Ba-tsu（スペイン料理） 
 ・orangé（ジャパンビストロ） 
      ・A971（和バール＆カフェ） 


