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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！ 

Tokyo Midtown News Letter 第 25号 

～Enjoy! 節電の夏 第 2弾～ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tokyo Midtown Stories ： 暑い夏にオススメ。身体の中から美しくなるヴィーガン料理が大好評 

“BEAUTY FOOD, DRINK & BEAUTY MUCH MORE” ukafe広報担当、高畑千里さんインタビュー 

（ガレリア 2Ｆ／03-6438-9920） 

従来のオーガニックフードの価値観にとらわれず、常に新しい料理を提供している ukafeでは、ヴィーガン*  

料理のみを提供するフードイベント、“ukavege”が昨年 11月から開催されており、多くのお客様の支持を集め

ています。今回は広報担当、高畑千里さんに“ukavege”の企画意図やお客様の声などを聞きました。 

 

■ ukavege ：ukaオリジナルヴィーガンメニューを、ビュッフェスタイルで楽しむことができるイベント 

        毎週月曜日 18：30～（入場から 2時間制）・2,000円（飲み物代別）・各回 30名様限定 

 
* ヴィーガン：肉や魚、卵、乳製品などの動物性素材を一切取らない純菜食主義者の人のこと 

 

Q．“ukavege”を始めたきっかけを教えてください 

 

Ａ．“ukavege”はベジタリアンである女性スタッフの野菜を使ったイベントを行いたいという 

提案と、お客様に野菜の美味しさ、楽しさをもっと知っていただきたいという ukafeの 

思いがきっかけでした。ヴィーガン料理は低カロリーであり、美容、健康にも良いなど、 

身体の中から美しくなることができます。 

“ukavege”ではヴィーガン料理にこだわりを持った方だけではなく、野菜嫌いのお子様や 

肉や魚も食べるという方など、様々なお客様に楽しんでいただきたいと思っています。 

 
 

Q．お客様の声や反応などはいかがですか？ 

 

Ａ．お客様は女性が中心ではありますが、男性や外国人のお客様など 

様々な方にご参加いただいております。ご自身のブログで 

紹介してくださる方も多く、認知度は大きく上がっていると思います。 

また、食への不安が増している昨今、自らが食べる物に対するこだわりや 

意識が高まっている方が多くなっていると感じています。 

1. Tokyo Midtown Stories ： 暑い夏にオススメ。身体の中から美しくなるヴィーガン料理が大好評 

       “BEAUTY FOOD, DRINK & BEAUTY MUCH MORE” ukafe広報担当、高畑千里さんインタビュー 

2. Campaign ： 東京ミッドタウンの人気店舗を食べ歩く、スタンプラリー開催 

 「HOT & SPICY ! COOL & SWEET !」キャンペーン 

3. Features ： 夏を快適に過ごすグッズ  
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Q．“ukavege”の今後の展開などがあれば教えてください 

 

Ａ．7月末には、金曜日の夜に素敵な音楽の中でヘルシーなヴィーガン料理とワインを召し上がっていただく

“ukavegefriday”を企画しています。今までの ukavegeとは異なる、新しい形でのイベントを実施予定です。 

他にも、日本とフランスの様々なウェルビーイングを探究しセルフケアの大切さを伝えている SHIGETA  

主宰の Chico さんによるサラダフェア―を 6月から展開中です。おしゃれでからだに良いサラダを召し上が

っていただける期間限定メニューで、大変ご好評いただいております。 

 

野菜がからだに良いことはわかっていても、忙しい毎日では、十分に野菜を採るのは難しいものです。 

この夏は、東京ミッドタウンの「ukafe」で、たっぷりのお野菜を贅沢に味わい、身体の中からきれいになってはいか

がでしょうか？ 

 

 

 

2. Campaign ： 東京ミッドタウンを食べ歩く、スタンプラリー開催 

「HOT & SPICY ! COOL & SWEET !」キャンペーン 

 

 「HOT & SPICY ! COOL & SWEET !」キャンペーン 

＜開催期間＞7/16～8/28  参加店舗：合計 35店  キャンペーンメニュー：合計 51品予定 

 

東京ミッドタウン内の人気飲食店舗がこのキャンペーンのために用意した、スパイシーメニューとコールドスイ

ーツを食べ歩く、スタンプラリーを実施。3店舗食べ歩くごとに暑い夏を乗り切るオリジナルグッズをプレゼントし

ます。開催期間は前半（7/16～8/7）と後半（8/8～8/28）に分かれており、対象店舗とオリジナルグッズが変更する

ため、期間を通してお楽しみいただけます。その一部を下記にてご紹介いたします。 

※詳細は東京ミッドタウン HP（www.tokyo-midtown.com）にてご案内いたします。 

 

 

 

 

■ 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 

レッドバジルチキン    2,000円（税込） 

赤唐辛子、ヨーグルト、スパイスに漬け込んだチキンをタンドールで焼き上げた、 

バジル風味が特徴のスパイシーなチキンです。 

 

■ 平田牧場匠：ガーデンテラス 3F／03-6804-3729 

平田牧場特製コラーゲン入り夏野菜カレー  1,200円（税込） 

平牧三元豚の骨から作ったコラーゲン入りの特製カレーにパプリカ・ナス・ 

カボチャなどの夏野菜をトッピングしたスパイシーメニューです。 

 

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

タコとオクラとガルバンゾーのスパイシーサラダ  525円（税込）／100ｇ 

スペイン・アンダルシア地方をイメージしたタコと野菜のサラダ。 

カイエンペッパーやクミンを使ったスパイシーな夏にぴったりの料理です。 

 

スパイシーメニュー ※一部抜粋 
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■ Bodega Santa Rita（ボデガ サンタ リタ）：ガーデンテラス 1F／03-5413-3101 

自家製カヴァシャーベット    700円（税込） 

スペインのスパーリングワインをシャーベットにした、 

暑い夏にピッタリの大人のシャーベットです。 

 

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

グラスプラリネクラッカントゥ   1,260円（税込） 

ヘーゼルナッツのプラリネの香ばしさとゆずと洋ナシの爽やかさが 

絶妙なハーモニーを醸し出すアイスクリームとチューブジュレのマリアージュです。 

 

■ Four leaves cafe Msweets（フォーリーブスカフェ エムスウィーツ） 

：ガレリア B1F／03-3478-7778 

クリスタルゼリー    390円～（税込） 

季節のベリーヌとして、清涼感のあるゼリーをご用意しました。 

とろりとしたやわらか食感のゼリーはのどごしが印象的です。 

 

3. Features ： 夏を快適に過ごすグッズ 

今年も暑い夏が目の前にやってきました。今回は東京ミッドタウン内の商業店舗から暑い夏を快適に過ごす

ためのメニューやグッズを紹介いたします。 

 

 

バスグッズ 
 

暑い夏こそ、バス関連グッズを使ってさっぱり汗を流しませんか？東京ミッドタウンには夏を快適に過ごすバ

スグッズが揃っています。 

 

■ uka（ウカ）：ガレリア 2F／03-5413-7236 

炭酸パワークレンジング    8,400円／75min（税込） 

＜提供期間＞提供中 

 

今までのスパのマッサージとは一線を画すマッサージが ukaに登場。 

頭皮をつまみ血行を促進、毛穴の中の汚れを絞り出すようなマッサージと炭酸水の泡がシャンプーでは落とし

きれない毛穴の汚れを取り去り、頭皮や毛髪に活力を与える、アンチエイジングなヘッドスパです。 

 

 

■ STYLE MEETS PEOPLE（スタイル ミーツ ピープル）：ガレリア 3F／03-5413-3705 

MIDNIGHT RELAX ボディーソープ ミントフラッペ 2,310円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

 

カクテルのミントフラッペをイメージした、すっきりとした清潔感のあるやさしいミントの香り。 

ボディソープは富山湾沖から採取された海洋深層水と深層水塩、北アルプスのスパウォーター、 

植物由来の保湿成分などを配合しました。 

芳香な香りでやさしく洗い上げ、お肌はしっとりと健やかに保ちます。 

コールドスイーツ  ※一部抜粋 
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■ AFRICA DIAMONDS（アフリカ・ダイヤモンド）：ガレリア 2F／03-5771-2780 

ダイヤモンド・バスジュエリー    1,800円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

 

ダイヤモンド専門店、AFRICA DIAMONDSが販売する天然の 

ダイヤモンドパウダーが入ったバスオイル。保温効果の高い海塩、保湿効果の 

高いアフリカ産のシアバターを配合し、高い入浴効果が期待できます。 

微粒子ラメとダイヤモンドパウダーが輝き、入浴後の肌を上品に輝かせます。 

 

  香りグッズ 
 

夏は汗のにおいなどが気になる季節でもあります。東京ミッドタウンには素敵な香りだけではなく、虫除け効

果を持つ商品もありますので、お気に入りの香りを探してみてください。 

 

■ RROZESTT（ロゼスト）：ガレリア 1F／03-5413-3700 

Acca kappa デオドラントスティック   3,990円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

ラベンダーと西洋ビャクダンの 2つの地中海植物から抽出される精油を調合して 

生み出されるホワイトモスの爽やかな香りが人気のデオドラントスティック。 

スティックタイプは肌に優しく、強力な制汗作用があるため男女を問わず人気の商品です。 

 

Carthusia ソリッドパフューム   10,500円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

アルコールを使用していないため、揮発が緩やかで持続時間が長いだけでなく 

天然成分のみで作られていることから、肌にも優しい練り香水。 

コンパクトサイズのため屋外でも使いやすく、一塗りすれば虫除け対策にもなります。 

 

 

■ Terracuore（テラクオーレ）：ガレリア 2F／03-5413-3591 

テラクオーレ ヴァーベナ サマーブリーズ オードトワレ 3,990円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

甘く爽やかなヴァーベナの香りで心地よいひとときが楽しめるトワレ。 

ヴァーベナの香りは古来から幸運のシンボルとされてきました。 

夏らしい爽やかな香りをお探しの方にオススメです。 

 

 

■ IDÉE SHOP（イデーショップ）：ガレリア 3F／03-5413-3455 

バズオフ アウトドア ボディスプレー   1,470円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

オーガニック先進国オーストラリアの人気アロマブランド「パーフェクトポーション」の 

アウトドアスプレー。 

虫が嫌うことで知られるシトロネラが含まれており虫除けスプレーとしても活躍する商品です。 

また、ドイツのナチュラルコスメ認定機関「BDIH」の認定を受けているため、敏感肌の方や 

お子様にも安心してお使いいただけます。 


