
JEAN-PAUL HÉVIN
ジャン＝ポール ･エヴァン
ガレリアB1／TEL.03-5413-3676

記念すべき30周年のテーマは1930年
代を表現した“アネ トラント（30年
代）”。パリやトウキョウをイメージし
たデザインや、ミルクとビターを楽
しめるハート形などヴァレンタイン限
定ショコラ5個と、同店の代表作5個
を詰め合わせた贅沢なコレクション。

ボワットゥ ショコラ 10個入
オルロージュ  3,969円

Toshi Yoroizuka
トシ ヨロイヅカ
プラザ1F／TEL.03-5413-3650

唯一無二の味わいのショコラと
世界に誇る和素材のマリアー
ジュを提案。「和三盆」「ペー
シュ・シトロン」「フィグカシス」
「金ゴマキャラメル」のオリジナ
ルチョコレート4種。ひと口ご
とに、新鮮な驚きが広がります。

COLLECTION 2017
（4個入り） 1,900円

pâtisserie Sadaharu AOKI paris
パティスリー ･サダハル ･アオキ ･パリ
ガレリアB1／TEL.03-5413-7112

2017年フランスのショコラ品評会で最高位の栄誉を得た
「ユズ」「プラリネ ノワゼット」「アリバ」「セザム」のショ
コラに新作のプラリネピスターシュ、キュートなハート
のショコラを加えたパリ直輸入の新作アソートです。

AOKI 2018（6個入り） 3,078円
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JOHN LOBB
ジョンロブ ガレリア1F／TEL.03-6459-2425

柔らかなシープムートンで仕立てた靴磨き用のバッフィンググロー
ブは、ムートンの天然オイルでクリームなしでも艶が出る優れもの。
出張や旅先で重宝するシューホーンとセットで贈りたい。

BUFFING GLOVE ＆ Shoe horn 各16,200円

ISAIA Napoli 
イザイア ナポリ プラザ1F／TEL.03-6447-0624

ロゴの赤珊瑚やハンドジェスチャーをあしらったカフリンクス、プル
チネラのマネークリップ。イタリアの粋な小物をショコラに添えて。

カフリンクス 左62,640円、右75,600円
マネークリップ 54,000円

STRASBURGO
ストラスブルゴ ガレリア1F／TEL.03-3403-0777

丁寧に革を折りたたんだ折り紙のような造形美とバイカラーが印象的
なコインケース。手作りならではの温かみがしっくり手に馴染み、コ
インを出し入れする際の楽しいギミックで愛着の逸品になるはず。

セルジュ・アモルソ コインケース  各30,240円

 SAKE SHOP 福光屋
サケショップ フクミツヤ
ガレリアB1／TEL.03-6804-5341

「山田錦」で醸した純米大吟醸酒を、
ビターなヘーゼルナッツのガナッ
シュに贅沢に練りこんだ大人の
ショコラ。純米大吟醸酒のとろり
とやわらかなジュレが溢れ出しま
す。華やかな香り高い2種の味わ
いをセットに。数量限定販売。

純米大吟醸SAKEショコラ
（4個入り） 1,620円

CHOCOLATE
小さなショコラに想いを託して

GIFT 大切な人に贈る、こだわりの逸品

Ron Herman
ロンハーマン
ガーデンテラスB1

TEL.03-6447-0562（カフェ）

深紅のダークチョコレートにコーヒー風
味をマッチングした「カフェハート」やホ
ワイトがアクセントの「ロゴチョコ」のほ
か、トリュフ、ガナッシュなど、人気の
オリジナルチョコレート6種の詰め合わ
せ。シンプルかつオーセンティックな味
わいを楽しめます。数量限定販売。

Chocolate BOX for Valentine
（6個入り） 2,000円

ザ・リッツ・カールトン
カフェ＆デリ
ザ・リッツ・カールトン東京1F

TEL.03-6434-8711（レストラン予約専用）

紅茶の芳醇な香り漂う真っ赤なハートの
「アールグレイ」、ミルクチョコレートと合
わせた「ラズベリー」、フランス産の洋酒
とダークチョコレートを使った「シャン
パーニュ」の大人を魅了する3つの味わい。
ハートのパッケージで想いを伝えて。
※ハート缶はホワイトまたはメモラブルブルー

ハート缶（5個入り） 3,456円
東京ミッドタウン限定

ISETAN SALONE
イセタンサローネ
ガレリア1･2F／TEL.03-6434-7975

ヘルシー志向のあの人へ贈るなら、
イギリス発、オーガニック素材にこ
だわった保存料・乳化剤・精製糖不
使用のローチョコレート〈RAW HALO〉。
厳選したペルー産ローカカオとココ
ナッツシュガーをベースに、ゴジベ
リーなどさまざまなスーパーフード
とブレンド。12種のフレーバーから
お好みの味をセレクトして。
※フレーバーのラインナップは変更になる可
能性があります。

Organic Raw Chocolate Bar
各648円

※価格は税込みです。※写真はイメージです。
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三井不動産アイスリンク 
for TOKYO 2020

東京2020公認プログラム

開催中～3月4日（日）
11：00～22：00（最終受付は21：00）
※2/4（日）は11：30オープンとなります。
※荒天時、営業を中止する場合があります。
※イベント等により営業時間が変更になる可能性があります。
※イルミネーションの点灯時間は17：00から22：00です。

三井不動産は、不動産開発におけるゴールド街づくりパートナーとして、東京2020オリンピック・パラリンピックを応援しています。

芝生広場

都内最大級の屋外アイススケートリンクが期間
限定で今年もオープン。青空と緑に囲まれなが
らのデイスケート、イルミネーションの中での
ナイトスケートはどちらも贅沢なシチュエー
ション。東京2020ゴールド街づくりパートナー
である三井不動産が主催する東京2020公認プ
ログラムとして認証されたイベントです。

※上記金額はすべて税込、貸靴料が含まれています。
※事故防止のため必ず手袋を着用ください。

※付添料（3才以上）200円

会場  東京ミッドタウン 芝生広場 特設リンク
入場料  大人（高校生以上）1,500円

 小人（中学生以下）1,000円

お問い合わせ   東京ミッドタウン・コールセンター
TEL：03-3475-3100（受付時間 10：00～21：00）

 大人回数券（高校生以上・10枚つづり）12,000円
 小人回数券（中学生以下・10枚つづり） 8,000円

芝生広場

東京ミッドタウン・デザインハブ
ミッドタウン・タワー5F

FUJIFILM SQUARE

★の展示は最終日16:00まで
ミッドタウン・ウェスト1F

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

第13 回
美しい風景写真

100人展
日本山岳写真界の至宝・白簱史朗

フジクロームで描く 美しき日本の屋根

FUJIFILM SQUARE 開館10周年記念写真展

1月4日（木）-11日（木）

栗原義孝写真展
「～野にも山にも～ 茶の郷 風景写真」

 

1月19日（金）-25日（木）

E V ENT CALENDAR

開催中 -12月28日（木）

民俗写真の巨匠 芳賀日出男　伝えるべきもの、守るべきもの
　  

31月4日（木）- 月31日（土）
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 野生展 : 飼いならされない感覚と思考 開催中-2018年2月4日（日）
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休館日
12月26日（火）- 1月3日（水）

休館日
12月29日（金）-1月3日（水）

★

★

ブラジルの大地に
生きた写真家・

大原治雄

2017年毎日写真コンテスト優秀作品展
1月19日（金）-25日（木）

2017年第13回「名取洋之助
受賞作品写真展

小宮山隆司写真展
「オーロラの大地」 ※最終日14：00まで

★

★ 写真賞」
21月26日（金）- 月1日（木）

21月26日（金）- 月1日（木）
★開催中 -12月28日（木）

 

フィリップ・マリニグ写真展
、ここで神々

1月12日（金）-18日（木）
※開催予定。詳細はデザインハブWEBサイトをご確認ください。

KOKODE KAMIGAMI ----

21_21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン

サントリー美術館
ガレリア3F

ショップ＆レストラン
TOKYO MIDTOWN VALENTINE’S DAY　1月25日（木）-2月14日（水）

TOKYO MIDTOWN RESTAURANT WEEK “Choose what course?”　1月19日（金）-3月15日（木）

三井不動産アイスリンク for TOKYO 2020　開催中-3月4日（日）

民俗写真の巨匠 芳賀日出男　伝えるべきもの、守るべきもの　開催中-3月31日（土）

栗原義孝写真展「～野にも山にも～ 茶の郷 風景写真」
開催中-1月25日（木）

2017年 第13回「名取洋之助写真賞」受賞作品 写真展
1月26日（金）-2月1日（木）

2017年 毎日写真コンテスト優秀作品展
開催中-1月25日（木）

小宮山隆司写真展「オーロラの大地」
1月26日（金）-2月1日（木）

阪口正太郎写真展「あらら、こんなところに。」
2月9日（金）-15日（木）

小川康博写真展「日本海沿い」
2月16日（金）-22日（木）

田中 進 写真展「山里が輝くとき ～開田高原～」
2月9日（金）-15日（木）

第28回 ＮＨＫ学園生涯学習写真展
2月2日（金）-8日（木）

須釜 聡 写真展「やさしき能登」
2月16日（金）-22日（木）

野生展：飼いならされない感覚と思考　開催中-2月4日（日）

フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年
開催中-1月28日（日）

寛永の雅 江戸の宮廷文化と遠州・仁清・探幽
2月14日（水）-4月8日（日）

ギャラリー3

ギャラリー
1&2

YUIMA NAKAZATO Exhibition - HARMONIZE -
2月21日（水）-25日（日）

東京ミッドタウン・デザインハブ・冬のワークショップウィーク
2月1日（木）-11日（日）

開館中-2月12日（月・祝）

田島征三と木の実のワークショップ　1月27日（土）

★★

★★

★

★★

★★

 ※詳細は「21_21 DESIGN SIGHT」WEBサイトをご確認ください。期間中、田島征三によるインスタレーションを展示

TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

発行＝東京ミッドタウンマネジメント株式会社  〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1

◯都営地下鉄大江戸線「六本木駅」 8番出口と直結
◯東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結
◯東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
◯東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分
◯都バス都01「六本木駅前」より徒歩約2分 ◯ちぃばす「六本木七丁目」・「檜町公園」下車徒歩1分
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東京ミッドタウンカード新規会員募集中 !

card.tokyo-midtown.com

東京ミッドタウンでのご利用金額100円（税抜）
ごとに1ポイント貯まります。入会金、年会費
は永年無料！ 駐車場平日1 H無料！

VISA／JCB／アメリカン・エキスプレスから
お選びいただける、クレジット機能付きのポ
イントカードです。入会金・年会費は永年
無料！ 駐車場土・日・祝も1 H無料！

東京ミッドタウンカードカウンター
TEL：03-3408-0031
（受付時間11：00 - 21：00）

ガーデンテラスB1 
東京ミッドタウンカードカウンターへ
（受付時間11：00 - 21：00）

※アメリカン・エキスプレスのみ年会費 3,000円（税抜）が必要です。

東京ミッドタウンカード

東京ミッドタウンカード《セゾン》

［お問い合わせ］ ［ご来店は］

Mar

お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

イベントやショップの案内、最新トピックスなど、
お客様に役立つ情報をお届けします。

http://www.tokyo-midtown.com/jp/mail/

03-3475-3100 （受付時間 ： 10：00-21：00）

ショップ・レストランの営業時間

※ 一部店舗により異なります。詳しくは東京ミッドタウン・コールセンターまでお問い合わせください。
※ 掲載している情報は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

11：00   21：00 11：00   24：00［ショップ］ ［レストラン］

Facebook

オフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com

東京ミッドタウン

メールマガジン
登録募集 




