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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 22号 

～東京ミッドタウンのバレンタイン～ 

 

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、今冬もバレンタインを盛り上げる様々なアイテム

やメニューを各店舗で展開いたします。チョコレートはもちろん、二人で楽しめるレストランのカップルコースなど、

東京ミッドタウン限定商品も含め、選りすぐりのアイテム・メニューをご用意しました。 

大切なあの人への贈りものが、きっと見つかるはずです。 

 

 

 

 

バレンタインといえば、やはりチョコレート。東京ミッドタウンが厳選した様々なチョコレートを紹介します。 

 

【東京ミッドタウン限定チョコレート】 

■NoKA CHOCOLATE（ノカ チョコレート） 

：ガレリア 1F /03-5413-0072 

スノーフレーク BOX 2,800円（税込） 

＜販売期間＞1月中旬（予定）～ 

 

ハリウッドセレブにも根強いファンがいる、アメリカ・ダラスの 

チョコレート店「NoKA CHOCOLATE」から、雪の結晶をモチーフ 

にし、素材にこだわったダークとミルクのチョコレートが新登場。 

 

 

【和チョコレート】 

甘さ抑えめの和風チョコレートは、年上の方にも好評です。 

 

■京はやしや（きょうはやしや） 

：ガレリア B1F / 03-5413-0396 

日本茶トリュフチョコレート   630円（2個入・税込） 

日本茶ショコラ 1,155円（4個入・税込） 

抹茶生チョコレート 1,365円（税込） 

＜販売期間＞1月下旬（予定）～ 

 

東京ミッドタウンでも人気の老舗のお茶屋さんからお茶を用いた 

チョコレートが登場。程よく渋みがあるチョコレートは、少し大人な 

気分にさせてくれます。 

ミッドタウン 
限定 

チョコレート 



〒107-0052 東京都港区赤坂 9－7－1 ミッドタウン・タワー5F  Tel：03-3475-3141／Fax：03-3475-3144 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

■SAYA（サヤ）：ガレリア 3F / 03-5413-0709 

ちょこれーと豆    300円（税込） 

ほわいとちょこれーと豆   300円（税込） 

＜販売期間＞1月中旬～2/14 

 

豆菓子専門店「豆徳」のチョコレート豆は「ちょこれーと」、「ほわいとちょこれー 

と」の二種類の展開。お豆とチョコレートという甘しょっぱい組み合わせは、甘い 

ものが苦手な方にも喜んでいただけるはずです。 

 

 

【その他、選りすぐりチョコレート】 
■JEAN-PAUL HÉVIN（ジャン＝ポール・エヴァン） 

：ガレリア B1F / 03-5413-3676 

バロリュクス クリスタルクール  1,155円（税込） 

＜販売期間＞2/1～2/14 

 

世界トップクラスのショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァンのショコラブティック 

より、プラリネが香ばしいピンクのハート型のショコラを含む、季節限定ショコラ 

4個の詰合せを個数限定販売します。キラキラと輝くエレメントでハートのモチー 

フをデザインした BOX と一緒に渡せば、あなたの思いがきっと伝わるはずです。 

 

■Toshi Yoroizuka（トシ ヨロイヅカ）：プラザ 1F / 03-5413-3650 

TOSHIHIPO    600円（税込） 

＜販売期間＞未定 

 

ぽってりとしたヒップにほのぼのとした表情が魅力的なカバ型のチョコレート。 

チョコレートの中にはミルクチョコレートとサクサクナッツを忍ばせてあります。 

 

■HENRI LE ROUX（アンリ・ルルー）：ガレリア B1F / 03-3479-9291 

ショコラ・オ・キャラメル   2,100円（税込） 

＜販売期間＞1月中旬（予定）～ 

 

世界で唯一のキャラメリエ、アンリ・ルルーのすべてを体験できる日本初の

直営店から、バレンタイン期間中、ショコラを使用したスイーツを発売。 

キャラメルとショコラの絶妙なコラボレーションをお楽しみください。 

 

■pâtisserie Sadaharu AOKI paris 

（パティスリー・サダハル・アオキ・パリ）：ガレリア B1F / 03-5413-7112 

ショコロン    2,310円（4個入・税込） 

＜販売期間＞販売中 

 

人気のショコロンが、バレンタイン限定のドット柄で新しくなりました。 

マカロンをカカオ 100%のチョコレートを世界で初めて実現させた「ドモーリ」の

ショコラで包みあげており、絶妙な食感が美味しさを盛り上げます。 
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チョコレートではない、少しひねりのきいたプレゼントをご紹介します。 

 

 

■GREEN DOG（グリーン ドッグ）：ガレリア 1F / 03-5413-0050 

ドットわん 蒸しワンパン   1,029円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

 

ペットは、大切なパートナー。バレンタインは、サクサクしたパンの 

おやつで感謝の気持ちを伝えましょう。 

 

 

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

バレンタインデーバスタイムセット  4,988円（税込） 

＜販売期間＞1/28～2/14   

 

relaxury（relax＋luxury）を提唱する NY発のインテリアショップより、 

バレンタインにぴったりなバスタイムセットが登場。 

バスオイルは、黒ビールとシャンパンを合わせたカクテル、BLACK 

VELVETをイメージした大人の男性好みの香り。 

大切な人へ、上質なリラックスの時間をプレゼントしましょう。 

 

 

■NoKA CHOCOLATE(ノカ チョコレート)：ガレリア 1F /03-5413-0072 

ローズ チョコレートバスオイル 700円（税込） 

     2,300円（3個入 BOX・税込） 

＜販売期間＞販売中 

 

チョコレート店から、保湿効果のある砂糖をベースにカカオバター・シアバターオイ

ルを配合したバスオイルが登場。ローズチョコレートの香りに癒されながら、乾燥

しがちな季節のお肌にたっぷり潤いを与えてくれます。 

 

 

■TSUTAYA Lifestyle CONCIERGE（ツタヤ ライフスタイル コンシェルジュ） 

：プラザ 1F / 03-5413-3774 

ホテル ・コスト    2,940円（税込） 

＜販売期間＞販売中 

 

甘いものが苦手なあの人には、お洒落な空間を演出する音楽が大人

のバレンタインデーを彩る、素敵な CDをプレゼントしてみてはどうでし

ょうか。 

バランスの取れた選曲が心地よい一枚です。 

プレゼント 
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限定 
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カップルでお楽しみいただけるメニューやサービスをご用意しました。 

 

【カップルメニューのあるレストラン】 

 

■NIRVANA New York（ニルヴァーナ ニューヨーク）：ガレリア 1F / 03-5647-8305 

カップルコース   10,000円（2名様分・税込） 

＜期間＞未定 

1970年代、NYに誕生し多くの著名人に愛された伝説的インド料理

レストランから、バレンタイン限定のカップルコースが登場。お二人で

取り分けながらゆっくりとお楽しみください。 

 

【コース内容】 ・パパダムと 2種のチャツネ 

  ・天使の海老とアボガドのタルタル 

  ・春野菜のサラダブーケ・ドーサ 

  ・タンドリーハーブチキン 

  ・4種のカレーとナーンのプレート 

  ・ダークチョコレートのクルフィとムース、焼き菓子盛合せ、食後にスパイスティー 

 

 

■Bodega Santa Rita（ボデガ サンタ リタ）：ガレリア 1F / 03-5413-3101 

バレンタインカップルコース  11,000円（2名様分・税込） 

＜期間＞1/26～3/3 

150種以上のスペインワインや豚の串焼きなど、スペイン・ラマンチャ 

地方の料理を楽しめる「Bodega Santa Rita」が、バレンタインにふさ 

わしいメニューを厳選しました。 

 

【コース内容】 ・人気のタパス(前菜)を 6品 

  （イベリコ豚の生ハム、スペインオムレツ、 

トルティージャ、小エビの土鍋焼きなど） 

  ・イベリコ豚の串焼き 2品 

  ・パエリア 

  ・デザート 

 

 

■ROTI American Wine Bar & Brasserie 

（ロティ アメリカン ワインバー アンド ブラッセリー） 

：ガレリア 1F / 03-5413-3655 

ハートのピーカンナッツブラウニー 1,500円（税込） 

＜期間＞1/26～3/3 

 

サクサクとした食感のピーカンナッツを入れて焼き上げた、ハート型

のブラウニー。周りには色鮮やかなミックスベリーソースをたっぷり添

えました。バレンタインにぴったりの見た目も味も甘いスイーツです。 

二人で楽しむメニュー・サービス 
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【その他、サービス】 
 

■加圧トレーニング Visionary Works 

（カアツトレーニング ヴィジョナリー ワークス）：ガレリア 2F / 03-6447-2123 

バレンタインカップルコース（※要予約）  8,400円（税込） 

＜期間＞1/26～2/14 

 

バレンタイン限定で体感加圧トレーニングのカップルコースが登場。 

通常 2名様 16,800円のところを半額の 8,400円でご提供します。 

レンタルウェア・シューズなども完備しており、手ぶらでご来店可能です。 

ワンランク上のトレーニングを体験すれば、二人の愛も深まるはず。 

 

 

 

【同時開催イベント】 
 

■シティ アイスリンク in 東京ミッドタウン 

 

2011年 1月 7日（金）から 2月 28日（月）まで、広さ 800㎡（20ｍ×40ｍ）、 

最大200人を収容できる都内最大級のアイススケートリンクが芝生広場に登場し

ます。17時以降は、リンクの周囲がイルミネーションで美しくライトアップされ、 

ナイトスケートも楽しめます。 

この季節ならではのスポーツを一緒に楽しむバレンタインはいかがでしょうか。 

 

 【開 場 期 間】： 2011年 1月 7日（金）～2月 28日（月） 

   （期間中無休・荒天時は中止の場合あり） 

 【営 業 時 間】： 11：00～22：00（最終受付 21：00） 

   ※17：00～ナイトスケート 

(イルミネーションライトアップ) 

 【料 金】： 大人（高校生以上） 1500円 

   小人（中学生以下） 1000円（貸靴料・消費税込み） 

 【お問合せ先】： 「シティ アイスリンク in 東京ミッドタウン」事務局 

   TEL：0570-017-154（11～19時/年内は平日のみ受付） 

   URL：http://www.imgjapan.com/rink/ 

▲前回の様子 


