平成 23 年 10 月 6 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

今回は東京ミッドタウン限定「銘店の調味料」の詰め合わせが新登場！

東京ミッドタウン オリジナル BOX 第二弾発売
2011 年 11 月 10 日（木）～ 発売開始
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2011 年 11 月 10 日（木）より、東京ミッドタウン内
の人気ショップから選りすぐりの逸品を詰め合わせたオリジナル BOX 2 種「スイーツの宝石箱」と、初登場
「銘店の調味料セット」を発売します。
東京ミッドタウンがオリジナル BOX を発売するのは今年 6 月に続き 2 回目。前回大変好評だった「スイーツ
の宝石箱」は、引き続き「Toshi Yoroizuka」や「pâtisserie Sadaharu AOKI paris」など東京ミッドタウンならで
はのスイーツショップ 4 店舗に加え、今回は「ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ」のスイーツが新たに加わり、
計 10 品の様々なスイーツが楽しめる商品です。また、今回初登場となる「銘店の調味料セット」は「SAKE
SHOP 福光屋」と「茅乃舎」の人気調味料をはじめ、「遊 中川」の花ふきん、「箸長」のさいばしなど、東京ミッド
タウンの和の銘店から選りすぐりの商品を集めました。各商品とも、売り切れ次第終了となります。
是非お歳暮の贈答や、手みやげにご活用ください。
スイーツの宝石箱
大好評

銘店の調味料セット

税込 3,800 円（計 10 品）

初登場
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左：ケークマントン
右：タブレット・ショコラ（抹茶）

左：ピスタチオのマドレーヌ
右：紅芋のマドレーヌ

税込 3,800 円（計 6 品）
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ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ

箸長

ホワイトスノー
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【発売期間】
【販売店舗】

11/10（木）～（売り切れ次第終了）
Green DeLi （ガレリア B1F/03-5413-7510）

福光屋
右：三年熟成 福みりん
左：しそ昆布

■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

その他のおすすめ お歳暮商品
【スイーツギフト】
東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

■とらや：ガレリア B1F / 03-5413-3541

■JEAN-PAUL HÉVIN：ガレリア B1F / 03-5413-3676
コフレ Go-Hô-Bi（仮） 5,250 円（送料無料・税込）

東京ミッドタウン店限定ギフトボックス
2,625 円～（税込）
東京ミッドタウン店限定のギフトボックスに、お好きな
ものをお詰めいたします。定番の羊羹や季節商品の
他、セレクト雑貨との詰め合わせも可能です。

カカオの新鮮な香りと味わいを、一口づつ包み込んだ
小さなチョコレート「プティパレ」10 枚と、裏面をショコラで
コーティングした軽やかな食感のサブレ「サブレゴホウビ」
10 枚の詰め合わせです。

東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

■Four leaves cafe Msweets
：ガレリア B1F/03-3478-7778
プレミアム・アソート 4,500 円（税込）

■HENRI LE ROUX：ガレリア B1F/03-3479-9291
東京ミッドタウン限定ギフトセット
5,775 円（送料無料・税込）
素材を一つ一つ厳選したキャラメルと人気の焼き菓子
のセット。アンリ・ルルーならではの温かさを感じて
いただける贈り物です。

Four leaves cafe Msweets 自慢の洋菓子 3 種類に
卵を使わず焼き上げたサクサク食感のサブレ 10 種類を
お楽しみ頂ける、お歳暮限定の詰め合わせです。

東京ミッドタウン限定
■NōKA CHOCOLATE：ガレリア 1F/03-5413-0072
マーベラスチョコレートクッキー＆ブラウニー 3,150 円（税込）
アメリカンタイプの大きなチョコレートクッキーと人気の
ブラウニーを詰め合わせました。マーベラスクッキーが 3 枚、
ブラウニーが 4 個入っています。

■pâtisserie Sadaharu AOKI paris
：ガレリア B1F/03-5413-7112
Moyenne boite（モワイヤンボワット） 5,000 円（税込）
フランス産発酵バターが香る焼き菓子や人気の
トランシュオランジュ等を詰め合わせました。
トランシュケーク、サブレ、クッキー、トランシュオランジュ、
フロランタンなど焼菓子 14 種 14 品が入っています。

東京ミッドタウン限定
■ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ
：ミッドタウン・タワー1F/03-3423-8000 （ホテル代表）
紅茶と焼き菓子の詰め合わせ 5,000 円（税込）
ギフトとして最適な紅茶と焼き菓子を詰め合わせました。
紅茶は、冬にぴったりのチョコレートフレーバー。
焼き菓子とのマリアージュをお楽しみください。

▲ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ
紅茶と焼き菓子の詰め合わせ（イメージ）
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【グロサリー等のギフト】
東京ミッドタウン限定
■お肉の専門店 スギモト：ガレリア B1F / 03-6804-1329
キュルノンチュエ人気商品セット 8,000 円（税込）
飛騨高山の「キュルノンチュエ」の東京での唯一の常設売店
である東京ミッドタウン店。
普段、店舗で取り扱いのない商品を含むキュルノンチュエ
人気商品 6 種類を詰め合わせました。

▲お肉の専門店スギモト
キュルノンチュエ人気商品セット（イメージ）

東京ミッドタウン限定
■茅乃舎：ガレリア B1F /03-3479-0880
冬の人気商品セット
5,407 円（送料無料・税込）
人気商品のだしや生七味に、白胡麻ドレッシング、
つぶぽん酢、生姜混ぜ込みご飯の素を詰め合わせにしました。
お料理本つきで冬の料理の幅が広がる、人気商品セットです。

▲茅乃舎
冬の人気商品セット（イメージ）

東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

■平田牧場：ガレリア B1F/03-5647-8329
平田牧場プレミアムギフト 5,000 円予定（送料無料・税込）

■SAKE SHOP 福光屋：ガレリア B1F/03-6804-5341
御歳暮ギフトセット
5,980 円（送料無料・税込）
今年最初に絞りあがった「初あげ純米大吟醸」は溌剌とし
たフレッシュさと上品な香りを合わせ持つ生原酒です。
本来ならば蔵内だけに振舞う祝い酒を選りすぐりの酒肴
と合わせてセットにしました。

食べ切りサイズの便利なプレミアムパックのグルメギフトです。
お取り寄せ商品として人気の高い、平牧金華豚みそ漬けに
金華豚や三元豚の風味の良いプロシュート生ハムなどを
組み合わせた、バラエティ豊かで贅沢なギフトです。
いつでも新鮮な美味しさが味わえるプレミアムパックは
贈り物にはもちろん、ご自宅にも最適なセットです。※配送のみ

東京ミッドタウン限定
■鈴波：ガレリア B1F/03-5413-0335
魚介味淋粕漬詰め合わせ 5,250 円（送料無料・税込）
守口漬の「大和屋」の漬ける技を肴に生かした魚介味醂

■浅野屋：ガレリア 1F / 03-5413-3575
浅野屋東京ミッドタウンオリジナルセット
5,313 円（送料無料・税込）

淋漬けは魚の臭みが少なく酒粕のほんのりとした香りが
軽井沢限定商品 6 アイテムを贅沢に詰め合わせたギフトセット。
食欲をかきたてます。今回お歳暮用に特別ご用意した送
プレミアムフルーツライは、フランスの最高級オレンジピール
料無料込みのギフトです。※配送のみ
を使用。たくさんのお客様から、人気のある商品を
軽井沢からお届けします。

【フルーツギフト】
■サン・フルーツ：ガレリア B1F / 03-5647-8388
静岡県産マスクメロン（1 個 1.3kg）
10,500 円（税込）
ガラス温室の中で、1 本のツルに 1 個のメロンを実らせた
贅沢な静岡県産マスクメロン。
とろけるような甘さと、果汁たっぷりの果実が楽しめます。

サン・フルーツ
静岡県産マスクメロン（イメージ）
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