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2020 年 12 月 7 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 

 

新たな年の幕開けは、六本木で優雅なひとときを。 

「東京ミッドタウンのお正月 2021」 
縁起良く華やかな「新春お祝い御膳」、無病息災を願う「獅子舞」も登場！ 

2021 年 1 月 2 日（土）～1 月 11 日（月・祝） 
 

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2021 年 1 月 2 日（土）から 1 月 11 日

（月・祝）までの期間、新年を祝うおもてなしとして「東京ミッドタウンのお正月 2021」を開催します。 

華やかな料理でより一層晴れやかな時間をご提案する「新春お祝い御膳」は、新春にふさわしい縁起の良い食

材を使った特別な料理をご用意しました。また、毎年恒例の獅子舞などお正月らしいイベントも登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく迎えた年の始まりに、大切な人とゆったりと特別感のある食事を味わいたい。そんなお客様の声から、「新春

お祝い御膳」を本年もご用意しました。牛や鯛、海老など縁起の良い食材を使ったメニューは、味のみならず見た

目でも、お正月ならではの華やかな料理をご堪能いただけます。ウェルカムドリンクやデザートの付いた特別なコ

ースとともに、上質な時間をお楽しみください。 
 

【期 間】 2021 年 1 月 2 日（土）～1 月 11 日（月・祝） 

【参加店舗】 SILIN 火龍園 / 鉄板焼ステーキ 喜扇亭 / 宮川町 水簾 / フィリップ・ミル 東京 / 

    Le Pain Quotidien / RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN / Pizzeria-Trattoria Napule /  

HAL YAMASHITA 東京 / NIRVANA New York / まるや本店 / UNION SQUARE TOKYO /  

THE COUNTER 六本木 

【WEB サイト】 https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/5303/index.html 
 

 

 

■ 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 オフィシャルサイト： www.tokyo-midtown.com 

 

 

縁起の良い食材を使った華やかな「新春お祝い御膳」 

▲イメージ 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/5303/index.html
http://www.tokyo-midtown.com/
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◆宮川町 水簾（ミヤガワチョウ スイレン） 

ガーデンテラス 3F / 03-5413-1881 

【商 品 名】 新春お祝い御膳 ※ウェルカムドリンク付き 

【価 格】 5,786 円（税抜） ※サービス料別 

【提供時間】 11:00～15:00（L.O.14:00） 

【予 約】 当日予約可 
 
お造り 3 点盛りをはじめ、旬の料理が散りばめられたお重。

鰻の入った白味噌のお雑煮など、繊細な包丁捌きを堪能

できる豪華な京風おせちをご提供します。 

 

 

 

◆SILIN 火龍園（シリン／ファン・ロン・ユェン） 

ガーデンテラス 2F / 03-5413-0088 

【商 品 名】  新春お祝い贅沢コース 

※デザート付き。テイクアウト可。 

【価 格】 12,000 円（税抜） ※サービス料別 

【提供時間】 ランチ 11:00～15:00（L.O.14:30） 

ディナー 17:00～24:00（L.O.22:00） 

※土・日・祝はランチ時間が 16:00 まで（L.O.15:00） 

※毎月第 1、第 3 火曜定休 

【予 約】 イートイン：当日予約可 /  

   テイクアウト：1 時間前までに要予約 

   （受取時間 12:00～15:00 /18:00～20:00） 
 

人気の特製海老のマヨネーズソースを含む六種の小鉢前

菜をはじめ、フカヒレの姿煮、国産黒毛和牛と、新春に相

応しい高級食材をふんだんに使った伝統とモダンを併せ

持つ洗練された広東料理です。 

 

◆UNION SQUARE TOKYO（ユニオン スクエア トウキョウ） 

ガーデンテラス B1 / 03-5413-7780 

【商 品 名】 2021 NEW YEAR COURSE ※デザート付き 

【価 格】 10,000 円（税抜） 

【提供時間】 17:00～23:00（L.O.22:00） 

【予 約】 当日予約可 
 
真鯛のクルード、ズワイガニのクラブケーキ、出汁が利い

た伊勢海老のタリオリーニと、魚介を堪能したあとは、仄

かな甘みが特長の上質な短角牛サーロイン。ニューヨーク

スタイルのレストランで優雅な新年のご馳走をお楽しみく

ださい。 

 

 
◆鉄板焼ステーキ 喜扇亭（テッパンヤキ ステーキ キセンテイ） 
ガーデンテラス 3F / 03-5413-7988  

【商 品 名】 新春彩りコース ※デザート付き 
【価 格】 12,000 円（税抜） ※サービス料別 
【提供時間】 11:00～15:00（L.O.14:30） 
【予 約】 当日予約可 
 
厳選された極上の高級黒毛和牛を最も美味しい瞬間に食

べられるのは鉄板焼専門店の特権です。旬の魚介、ステ

ーキ、鉄板で作るデザートなど、料理人の熟練された技を

楽しめる贅沢なコースで賑やかな新年をお祝いください。 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 
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◆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  
【商 品 名】 新春ニルヴァーナコース ※ウェルカムドリンク付き 
【価 格】 9,700 円（税抜） 
【提供時間】 17:00～24:00（L.O.22:00） 

※日・祝は 23:00 まで（L.O.22:00） 
【予 約】 当日予約可 
 
出汁が利いた真鯛のフィッシュカレーは、ボタニカルなスパイスで

新春のフレッシュな香りを演出します。スパイスとヨーグルトをまぶ

して焼き上げたオマール海老や和牛のタンドールなど、モダンなイ

ンド料理で特別な新年を。 

 
◆Pizzeria-Trattoria Napule（ピッツェリア・トラットリア ナプレ） 
ガーデンテラス 1F / 03-5413-0711  

【商 品 名】 新春贅沢コース※ウェルカムドリンク付き 
【価 格】 5,910 円（税抜） ※コペルト料別 
【提供時間】 ランチ 11:00～15:00（L.O.14:00） 

ディナー 17:30～24:00（L.O.22:00） 
【予 約】 当日予約可 
 
上質な脂がのった国産の赤身肉の炭火焼きや、ズワイガニを贅

沢に使用した本場の薪窯で焼き上げたピッツァでナポリ風新年

のおもてなし。特製デザートの盛り合わせまで存分に楽しめる優

雅なコース。 
 
◆まるや本店（マルヤホンテン） 
ガーデンテラス 3F / 03-5843-1708  
【商 品 名】 新春紅白長焼き膳 

【価 格】 6 切れ 5,682 円（税抜） / 4 切れ 4,091 円（税抜) 

【提供時間】 11:00〜23:00 

(月曜～土曜 L.O.22:00 / 日曜・祝日 L.O.21:00) 

【予 約】 当日予約可 
 
最良の鰻だけを厳選したまるや本店の新春紅白長焼き膳は、伝統

のたまりベースを使用したタレ焼きと、鰻本来の持ち味が凝縮され

た白焼きを存分に堪能できる新春のお祝いに相応しい御膳です。 

 

 

 

 

 

 2021 年を迎える純米大吟醸セット！ 

SAKE SHOP 福光屋 

ガレリア B1 / 03-6804-5341  
2021 年の干支である丑を描いたアートラベルは九谷焼・上出
長右衛門窯の六代目、上出惠悟氏の描き下ろしです。酒米の
最高峰「山田錦」を契約栽培し、伝統の技で丹念に仕込んだ、
初々しく上品な香りの高さが特長的な純米大吟醸酒は、新年は
じめの 1 本としてお楽しみいただくほか、贈り物としておすすめ
です。 

 

【商 品 名】 吟醸新酒セット （500mL 2 種 各 1 本 桐箱入） 

【価 格】 3,900 円（税抜） 

※季節・数量限定 

 ▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

大切な人への贈り物に「迎春の手土産」 
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 迎春に相応しい、縁起の良いお菓子。 

とらや  

ガレリア B1 / 03-5413-3541  
2021 年の歌会始のお題「実」にちなんだ羊羹です。「きざはし」
は「階」と書き、階段を指す言葉です。白の琥珀羹に紅・橙・黄
の煉羊羹を一段ずつ配し、夢に向かって着実に進み、積み重
ねた努力が実を結ぶまでのさまを表しました。 

 

【商 品 名】 御題羊羹『実りのきざはし』 

【価 格】 中形 1,800 円（税抜）、竹皮包 3,600 円（税抜） 

※1 月中旬までの期間限定 

 

 

 

 

     
禍(わざわい)を払い、福を呼ぶといわれている「獅子舞」が、今年も

太鼓と笛の音に合わせて館内を練り歩きます。 
 

【開 催 日】 2021 年 1 月 2 日（土）、3 日（日） 

【時 間】 1 日 4 回開催  ※すべて予定 

  ①11：00～11：30 ②13：00～13：50 

③15：00～15：30 ④16：30～17：20 

【場 所】 ガレリア館内 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 神田囃子睦会 

  ※飛沫感染防止対策をとった上で実施いたします。ソーシャルディスタンスを確保の上、ご鑑賞をお願いいたし

ます。 

 

 

 

※写真はイメージです。メニューは変更になる場合があります。 

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※1 月 2 日(土)～3 日(日)は営業時間が異なります。ラストオーダー時間の詳細は各店舗までお問い合わせください。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止および天災等の状況により営業時間の変更・休業となる場合がございます。

最新の情報はオフィシャルサイトをご確認ください。 

※価格は消費税抜きの本体価格です。別途サービス料が発生する店舗がございます。 

▲イメージ 

無病息災を願うお正月の恒例行事「獅子舞」 

▲過去の様子 
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