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国立新美術館で開催の「ルーヴル美術館展」を記念して、
六本木の東京ミッドタウンに、この期間だけの限定
スイーツやスペシャルメニューが登場！ フランスに
ちなんだ選りすぐりのメニューをお楽しみください。

FRANCE
IN

MIDTOWN
5.30.Wed-9.3.Mon

～東京ミッドタウンでフランス散歩～

国立新美術館で開催の「ルーヴル美術館展」を記念して、
六本木の東京ミッドタウンに、この期間だけの限定
スイーツやスペシャルメニューが登場！ フランスに
ちなんだ選りすぐりのメニューをお楽しみください。

5.30.Wed

アート作品のようなスイーツでフランス気分を楽しめるカフェ

ラ・ブティック

JEAN‒PAUL HÉVIN

PALETAS

Toshi Yoroizuka

RECIPE & MARKET

ルーヴル美術館のメインエントランスを
イメージして作られたのは、鮮やかなイ
エローカラーが映えるセサミレモンピラ
ミッド。セサミが香るサクサクのタルト
に、セサミムースで包んだレモンキャラ
メルを重ねました。モダンなビジュアル
と爽やかな甘さをお楽しみください。

ラ・ブティック
チョコレート＆ペストリー

 ザ・リッツ・カールトン東京45F／TEL.03-6434-8711（レストラン予約）
11：00～23：00（L.O.22：30）

ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ
カフェ＆グルメショップ

 ザ・リッツ・カールトン東京1F／TEL.03-6434-8711（レストラン予約）
9：00～21：00 （イートイン11：00～L.O.フード20：00、ドリンク20：30）

Toshi Yoroizuka
スイーツ

フランスの伝統菓子パリブレストを鎧塚
シェフ流にアレンジ。ピスタチオクリー
ムとエクアドルショコラを使用したク
リームをたっぷりサンドした贅沢な逸品
です。ラズベリージャムとバニラアイス
クリームをアクセントに、そびえ立つエッ
フェル塔がパリ気分を演出してくれます。

トシ ヨロイヅカ  プラザ1F／TEL.03-5413-3650
11：00～21：00（L.O.サロン20：00）

パリブレスト ア ラ トシ 1,350円 ルーヴル展限定商品 セサミレモンピラミッド 864円 ルーヴル展限定商品

ヴェロネーゼの傑作、《美しきナーニ》
のプレートを添えた、まるでアートオブ
ジェのように美しいひと品。滑らかな
コーヒームースで、ビターチョコレート
のガナッシュと香ばしいアーモンドコー
ヒープラリネを包み、濃厚なグラサー
ジュショコラで贅沢に仕上げました。

オペラ 702円 ルーヴル展限定商品

11：00～21：00（L.O.フード19：00、ドリンク20：30）
ジャン＝ポール・エヴァン  ガレリアB1／TEL.03-5413-3676

ガナッシュと交互にサンドしたピスタチ
オ入りのチョコレート生地からほんのり
コニャックが香る、贅沢な大人のガトー
です。ルーヴル美術館のガラスのピラ
ミッドにオマージュを捧げたひと品を、併
設のカフェ〈バー ア ショコラ〉で、ゆっく
りと味わって。

JEAN PAUL HÉVIN
チョコレート

RECIPE & MARKET
デリカテッセン＆カフェ

11：00～21：00（L.O.20：30）
レシピ アンド マーケット  ガレリアB1／TEL.03-6438-9598

パリで料理の腕を磨いた兼子シェフが手
がけるのは、ホワイトチョコレートをコー
ティングしたキャラメルナッツとドライフ
ルーツの詰め合わせ。ルーヴル美術館の
ガラスのピラミッドをモチーフにしたパッ
ケージにトリコロールカラーがアクセント。
ギフトにもおすすめです。

ピラミッド ホワイトアマンドショコラ 400円 ルーヴル展限定商品

11：00～21：00（L.O.20：30）
パレタス  ガレリアB1／TEL.03-6447-4445

トリコロールカラーがキュートなフロー
ズンフルーツバーは、フランス産チーズ
を使用したコクのあるジェラートをベー
スに、甘酸っぱいラズベリーソースとブ
ルーベリーソースを組み合わせた3色仕
立て。クルミの風味と歯ごたえが絶妙な
アクセントに。

PALETAS
カフェ

トリコロール 580円 ルーヴル展限定商品ピラミッド 668円



  6月2日（土）～10日（日）
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夏は涼しく、冬は暖か、オール
シーズン使える、ロングセラー
のささ和紙ルームシューズに、
外布地をカラフルな会津木綿
にした、お洒落なオリジナルア
イテムが誕生。サラサラの履き
心地で、足元をストレスフリー
にしてくれます。

ささ和紙×会津木綿の
オリジナルルームシューズ

ささ和紙×会津木綿のルームシューズ
各5,184円

WISE・WISE tools
（ワイス ワイス トゥールス／ガレリア3F）
TEL.03-5647-8355

マリネッラ ナポリ ガレリア1F／TEL.03-5413-7651

英国製の最高級シルクを使用し、ナポリの熟練職人による
丁寧な手仕事で仕立てられるタイは、各国王室をはじめ世
界中のVIPから愛される逸品。クラシカルなピンドットや
小粋な小紋柄が紳士的な襟元を演出します。

セッテピエゲ ピンドット （エンジ、ライトブルー）
各32,400円
ノヴェピエゲ 小紋柄 39,960円
セッテピエゲ 花小紋柄 39,960円

E.MARINELLA NAPOLI

ワイス ワイス トゥールス
 ガレリア3F／TEL.03-5647-8355

切子ガラスの技術を活かして生まれた八千代切子のミニ
グラス。底面には菊柄などの美しい紋様が刻まれ、内側を
覗き込むとガラスの煌めきと相まって、まるで万華鏡の
よう。お父さまとペアで楽しみたい粋なギフトです。

八千代切子 万華鏡杯（全4色）9,720円～
WISE・WISE tools

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

契約農家と特別栽培した酒米の最高峰・山田錦のみを使用した
純米大吟醸は、ふくよかな香りとキレのある味わいが魅力。父の
日仕様の特製ラベルは、桐箱入りの数量限定ボトルです。「お父
さん 日本一」のメッセージで、日頃の感謝の気持ちを伝えて。

純米大吟醸「お父さん 日本一」720ml 4,104円
SAKE SHOP 福光屋

WISE WISE tools

SHOP  INFORMATION

ブランド創立35周年を記念し、
創設者でありアーティストでも
あるヘレン・マリー・カミンス
キーの描いた作品と、ブランド
を象徴するラフィアのワイドブ
レードを組み合わせたカプセル
コレクションを発表。数量限定
のコレクションです。

創立35周年記念の
カプセルコレクション

HELEN KAMINSKI
（ヘレンカミンスキー／ガレリア2F）
TEL.03-3470-3341

〈パドカレ〉の20周年アニバーサ
リープロジェクトとして、グロッ
サリーグルメブランド〈メゾンブ
レモンド1830〉のポップアップ
ショップが登場。フレーバリー・
オリーブオイルをはじめ、人気
のトリュフ塩、コンフィチュール
などが揃います。

〈メゾンブレモンド1830〉
ポップアップショップ

pas de calais
（パドカレ／ガレリア2F）
TEL.03-6455-5570

  6月1日（金）～24日（日）

写真家・下元直樹の故郷、宮城・東北の色彩
の記憶を残した「Deserted Memories」をはじめ、
2010年以降の作品を展示します。日常の一瞬な
どを幾重にも重ねて表現した作品は、残像と記
憶が織りなす美しい色彩が魅惑的。

ART MEETS PEOPLE vol.026
下元直樹写真展

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

6/5（火）～6/24（日）
期間限定ショップ

やまとことばで「私とあなた」
という意味の〈わとな〉。伝統の
和の技を活かし、現代の生活に
フィットするモダンデザインの
表現と追求をコンセプトに、作
り手の優れた感性と技術が織
り成す、オリジナルアイテムを
多数ご紹介します。

日本の誇る技と
デザインの出会い

わとな -WATONA-
（ガレリアB1）
TEL.090-8538-6644

藍やインディゴにこだわる
〈45 R〉から、オリジナルのバン
ダナ柄をインディゴ染めのブ
ラウスにプリントしたリラッ
クスシャツが登場。爽やかな
ブルーのベースカラーが、ひと
足先に夏を感じさせてくれる
アイテムです。

夏の爽やかな風を呼ぶ
オリジナル柄のシャツ

45 R

（フォーティファイブ・アール／ガレリア1F）
TEL.03-3470-2245　

ABAKA RAYAS 31,320円
HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキー 
  ガレリア2F／TEL.03-3470-3341

マダガスカル産の最高級ラフィアと伝統的
なハンドクラフトが魅力の〈ヘレンカミンス
キー〉からは、ストライプバンドがアクセント
のローラブルハットの新作を。軽く、丸めて持
ち歩けるので、旅行にもおすすめです。

「ありがとう」の想いを込めて贈る、父の日ギフト

TOKYO MIDTOWN

6.1.Fri-6.17.Sun
FATHER'S DAY

※価格は税込みです。※写真はすべてイメージです。

シェービングブラシ 7,452円
ダブルエッジ レイザー 12,744円
シェービング デュエット（シェービン
グセラム 26、ポストシェーブ ローション 43） 
8,208円

Aēsop

インディゴバンダナブラウス29,160円

E.MARINELLA NAPOLI

英国製の最高級シルクを使用し、ナポリの熟練職人による
丁寧な手仕事で仕立てられるタイは、各国王室をはじめ世

から愛される逸品。クラシカルなピンドットや

シェービングブラシ 7,452円
ダブルエッジ レイザー 12,744円
シェービング デュエット
グセラム 26、ポストシェーブ ローション 43） 
8,208円

Aēsop

（左から）BLANDINE ミニウォレット（全2色） 19,440円
／ L字マルチケース（全6色） 各23,760円

ZANELLATO

ザネラート
  ガレリア2F／TEL.03-6447-4830

クラフトマンシップ宿るレザーアイテムを展開する〈ザネ
ラート〉からは郵便の消印をモチーフにしたカラフルな「BLA
NDINE」。8つのカードフォルダ付きのマルチケース、手のひ
らになじむミニウォレットはオンオフ問わず活躍しそう。

イソップ
  ガレリア2F／TEL.03-6804-6628

滑るような剃り味を作り出すセラムとソ
フトな毛先が心地よいブラシ、クラシカ
ルなフォルムのレイザー、そしてひげ剃
り後の肌を整えるローション。 爽快なそ
り上がりを叶えるアイテムをこだわり派
のお父さまへ。
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アントワーヌ＝ジャン・グロ《アルコレ橋のボナパルト（1796年11月17日）》　1796年　
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski /distributed by AMF-DNPartcom

“ルーヴルの顔”が国立新美術館に集結！

※金・土曜日は、6月は20：00まで、
7・8・9月は21：00まで 
※入場は閉館の30分前まで

【 休館日 】 毎週火曜日

【 開館時間 】  10：00～18：00
※8/14（火）は開館

企画展示室 1E（東京・六本木）

東京ミッドタウンに光のアートオブジェ
「LOUVRE Pyramide Objet」が登場！

【 期 間 】 5月29日（火）～ 7月31日（火）　
【 場 所 】ガレリアB1 DEAN & DELUCA前

ルーヴル美術館展開催を記念し、
パリのルーヴル美術館の中庭にあ
るガラスのピラミッドをモチーフ
にした「LOUVRE Pyramide Objet」が
期間限定で登場します。ピラミッ
ド内でさまざまな色に変化する光
の演出をお楽しみください。
※画像はイメージです。

©Pyramide du Louvre, architecte I.M.Pei, Musée du Louvre

「ルーヴル美術館展」観覧券で
お得なサービスをご用意！

期間中、「ルーヴル美術館展」
の鑑賞券（半券）を東京ミッド
タウン内の対象ショップへご
提示いただきますと、お会計
割引やプレゼントなどのお得
なサービスが受けられます。
ぜひご利用ください。

 詳細は、オフィシャルサイトまた
は館内にて配布のパンフレットを
ご覧ください。

Restaurant  &Bar

六本木テラス フィリップ・ミル
フランス料理

“山のイタリアン”〈KNOCK〉で楽しめるのは、素材の彩りを
活かしたトリコロールの3種のパスタ！ 旬のトマトをふん
だんに使ったトマトソース、レモンとケッパーの酸味を効
かせたクリームソース、サラダケールとほうれん草たっぷ
りのジェノベーゼ。その日の気分に合わせてどうぞ。

KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA
カジュアルイタリアン

ノック クッチーナ ボナ イタリアーナ  ガーデンテラス2F／TEL.03-5413-3929
11：00～15：00（L.O.14：30）／17：00～24：00（フードL.O.22：00）

RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN
クラフトビール＆ビストロ

モンブランが名物のルーヴル美術館近くのカフェ〈アンジェリーナ〉にオ
マージュを込めたスイーツ。人気商品のガトーショコラをアレンジし、ベ
ルギーから直輸入のホワイトビール「セリスホワイト」のジュレを飾った、
煌びやかで、ちょっと大人なモンブランです。

リオ・ブルーイング・コー ビストロアンドガーデン
  プラザ1F／TEL.03-3403-0808

11：00～24：00（L.O.については店舗にお問い合わせください）

ルーヴル美術館のピラミッ
ドを透明な飴で表現した、
アートなひと皿。フラン
ス ヴァローナ社のカライ
ブショコラを使った濃厚な
ガナッシュとチョコレート
クリームの層に、フランボ
ワーズソースを効かせた魅
惑の逸品です。

  ガーデンテラス4F／TEL.03-5413-3282
11：00～15：30（L.O.14：00）／17：30～23：00（L.O.21：00）

ルーヴル展限定商品
※前日までの要予約

ルーヴル美術館のピラミッドに見立てた
ショコラガナッシュとフランボワーズの
タルト仕立て 2,160円

厳選トマトが美味いから !  1,512円 
レモン・クリーム＆ケッパー 1,382円
ほうれん草ジェノベーゼ 1,468円

※ランチ 1,400円

※ディナーのみ

※ディナーのみ

パリに本店を構えるトリュ
フ料理の名店〈Artisan de la 
Truffe Paris〉からは、フラン
ス皇帝ナポレオンの故郷で
つくられたワインなど、彼
にゆかりのあるワインをご
用意。フランス産の上質な
トリュフを使ったメニュー
と一緒にご堪能ください。

フレンチレストラン

Artisan de la Truffe Paris

アルティザン ドゥ ラ トリュフ パリ
  ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-3830

11：00～15：30（L.O.14：30）／17：30～23：00（L.O.22：00）
土・日・祝11：00～23：00（L.O.22：00）

ナポレオンの愛したワイン
グラス1,620円～　ボトル 8,100円～ ルーヴル展限定商品

ガトーショコラのモンブラン仕立て
セリスホワイトのジュレ 918円 ルーヴル展限定商品

HAL YAMASHITA 東京
新和食

“日仏の融合”をテーマに、エグゼクティブシェフ山下春幸のスピリッツを受け生み出
されたのは、フランス産の真鴨と日本の伝統調味料をフュージョンした、絵画のよう
に美しいひと皿。低温で火入れし、旨味を閉じ込めてしっとりと仕上げた真鴨に、赤
味噌とマデラ酒、チョコレートを合わせたビターでコクのあるソースを添えて。

ハル ヤマシタ トウキョウ  ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-0086
11：00～15：00（L.O.14：30）／17：30～24：00（L.O.23：00）
※月曜定休（祝日の場合翌日休み）

「日仏の融合」真鴨の低温調理 赤味噌のマデラ酒ソース、
チョコレートの余韻で 1,980円 ルーヴル展限定商品

5.30.Wed-9.3.Mon

The Art of Portraiture in the Louvre Collections

（サ別）

フランスにインスパイアされたメニューを堪能できるレストラン
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夏は涼しく、冬は暖か、オール
シーズン使える、ロングセラー
のささ和紙ルームシューズに、
外布地をカラフルな会津木綿
にした、お洒落なオリジナルア
イテムが誕生。サラサラの履き
心地で、足元をストレスフリー
にしてくれます。

ささ和紙×会津木綿の
オリジナルルームシューズ

ささ和紙×会津木綿のルームシューズ
各5,184円

WISE・WISE tools
（ワイス ワイス トゥールス／ガレリア3F）
TEL.03-5647-8355

マリネッラ ナポリ ガレリア1F／TEL.03-5413-7651

英国製の最高級シルクを使用し、ナポリの熟練職人による
丁寧な手仕事で仕立てられるタイは、各国王室をはじめ世
界中のVIPから愛される逸品。クラシカルなピンドットや
小粋な小紋柄が紳士的な襟元を演出します。

セッテピエゲ ピンドット （エンジ、ライトブルー）
各32,400円
ノヴェピエゲ 小紋柄 39,960円
セッテピエゲ 花小紋柄 39,960円

E.MARINELLA NAPOLI

ワイス ワイス トゥールス
 ガレリア3F／TEL.03-5647-8355

切子ガラスの技術を活かして生まれた八千代切子のミニ
グラス。底面には菊柄などの美しい紋様が刻まれ、内側を
覗き込むとガラスの煌めきと相まって、まるで万華鏡の
よう。お父さまとペアで楽しみたい粋なギフトです。

八千代切子 万華鏡杯（全4色）9,720円～
WISE・WISE tools

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

契約農家と特別栽培した酒米の最高峰・山田錦のみを使用した
純米大吟醸は、ふくよかな香りとキレのある味わいが魅力。父の
日仕様の特製ラベルは、桐箱入りの数量限定ボトルです。「お父
さん 日本一」のメッセージで、日頃の感謝の気持ちを伝えて。

純米大吟醸「お父さん 日本一」720ml 4,104円
SAKE SHOP 福光屋

WISE WISE tools

SHOP  INFORMATION

ブランド創立35周年を記念し、
創設者でありアーティストでも
あるヘレン・マリー・カミンス
キーの描いた作品と、ブランド
を象徴するラフィアのワイドブ
レードを組み合わせたカプセル
コレクションを発表。数量限定
のコレクションです。

創立35周年記念の
カプセルコレクション

HELEN KAMINSKI
（ヘレンカミンスキー／ガレリア2F）
TEL.03-3470-3341

〈パドカレ〉の20周年アニバーサ
リープロジェクトとして、グロッ
サリーグルメブランド〈メゾンブ
レモンド1830〉のポップアップ
ショップが登場。フレーバリー・
オリーブオイルをはじめ、人気
のトリュフ塩、コンフィチュール
などが揃います。

〈メゾンブレモンド1830〉
ポップアップショップ

pas de calais
（パドカレ／ガレリア2F）
TEL.03-6455-5570

  6月1日（金）～24日（日）

写真家・下元直樹の故郷、宮城・東北の色彩
の記憶を残した「Deserted Memories」をはじめ、
2010年以降の作品を展示します。日常の一瞬な
どを幾重にも重ねて表現した作品は、残像と記
憶が織りなす美しい色彩が魅惑的。

ART MEETS PEOPLE vol.026
下元直樹写真展

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

6/5（火）～6/24（日）
期間限定ショップ

やまとことばで「私とあなた」
という意味の〈わとな〉。伝統の
和の技を活かし、現代の生活に
フィットするモダンデザインの
表現と追求をコンセプトに、作
り手の優れた感性と技術が織
り成す、オリジナルアイテムを
多数ご紹介します。

日本の誇る技と
デザインの出会い

わとな -WATONA-
（ガレリアB1）
TEL.090-8538-6644

藍やインディゴにこだわる
〈45 R〉から、オリジナルのバン
ダナ柄をインディゴ染めのブ
ラウスにプリントしたリラッ
クスシャツが登場。爽やかな
ブルーのベースカラーが、ひと
足先に夏を感じさせてくれる
アイテムです。

夏の爽やかな風を呼ぶ
オリジナル柄のシャツ

45 R

（フォーティファイブ・アール／ガレリア1F）
TEL.03-3470-2245　

ABAKA RAYAS 31,320円
HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキー 
  ガレリア2F／TEL.03-3470-3341

マダガスカル産の最高級ラフィアと伝統的
なハンドクラフトが魅力の〈ヘレンカミンス
キー〉からは、ストライプバンドがアクセント
のローラブルハットの新作を。軽く、丸めて持
ち歩けるので、旅行にもおすすめです。

「ありがとう」の想いを込めて贈る、父の日ギフト

TOKYO MIDTOWN

6.1.Fri-6.17.Sun
FATHER'S DAY

※価格は税込みです。※写真はすべてイメージです。

シェービングブラシ 7,452円
ダブルエッジ レイザー 12,744円
シェービング デュエット（シェービン
グセラム 26、ポストシェーブ ローション 43） 
8,208円

Aēsop

インディゴバンダナブラウス29,160円

E.MARINELLA NAPOLI

英国製の最高級シルクを使用し、ナポリの熟練職人による
丁寧な手仕事で仕立てられるタイは、各国王室をはじめ世

から愛される逸品。クラシカルなピンドットや

シェービングブラシ 7,452円
ダブルエッジ レイザー 12,744円
シェービング デュエット
グセラム 26、ポストシェーブ ローション 43） 
8,208円

Aēsop

（左から）BLANDINE ミニウォレット（全2色） 19,440円
／ L字マルチケース（全6色） 各23,760円

ZANELLATO

ザネラート
  ガレリア2F／TEL.03-6447-4830

クラフトマンシップ宿るレザーアイテムを展開する〈ザネ
ラート〉からは郵便の消印をモチーフにしたカラフルな「BLA
NDINE」。8つのカードフォルダ付きのマルチケース、手のひ
らになじむミニウォレットはオンオフ問わず活躍しそう。

イソップ
  ガレリア2F／TEL.03-6804-6628

滑るような剃り味を作り出すセラムとソ
フトな毛先が心地よいブラシ、クラシカ
ルなフォルムのレイザー、そしてひげ剃
り後の肌を整えるローション。 爽快なそ
り上がりを叶えるアイテムをこだわり派
のお父さまへ。
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アントワーヌ＝ジャン・グロ《アルコレ橋のボナパルト（1796年11月17日）》　1796年　
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski /distributed by AMF-DNPartcom

“ルーヴルの顔”が国立新美術館に集結！

※金・土曜日は、6月は20：00まで、
7・8・9月は21：00まで 
※入場は閉館の30分前まで

【 休館日 】 毎週火曜日

【 開館時間 】  10：00～18：00
※8/14（火）は開館

企画展示室 1E（東京・六本木）

東京ミッドタウンに光のアートオブジェ
「LOUVRE Pyramide Objet」が登場！

【 期 間 】 5月29日（火）～ 7月31日（火）　
【 場 所 】ガレリアB1 DEAN & DELUCA前

ルーヴル美術館展開催を記念し、
パリのルーヴル美術館の中庭にあ
るガラスのピラミッドをモチーフ
にした「LOUVRE Pyramide Objet」が
期間限定で登場します。ピラミッ
ド内でさまざまな色に変化する光
の演出をお楽しみください。
※画像はイメージです。

©Pyramide du Louvre, architecte I.M.Pei, Musée du Louvre

「ルーヴル美術館展」観覧券で
お得なサービスをご用意！

期間中、「ルーヴル美術館展」
の鑑賞券（半券）を東京ミッド
タウン内の対象ショップへご
提示いただきますと、お会計
割引やプレゼントなどのお得
なサービスが受けられます。
ぜひご利用ください。

 詳細は、オフィシャルサイトまた
は館内にて配布のパンフレットを
ご覧ください。

Restaurant  &Bar

六本木テラス フィリップ・ミル
フランス料理

“山のイタリアン”〈KNOCK〉で楽しめるのは、素材の彩りを
活かしたトリコロールの3種のパスタ！ 旬のトマトをふん
だんに使ったトマトソース、レモンとケッパーの酸味を効
かせたクリームソース、サラダケールとほうれん草たっぷ
りのジェノベーゼ。その日の気分に合わせてどうぞ。

KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA
カジュアルイタリアン

ノック クッチーナ ボナ イタリアーナ  ガーデンテラス2F／TEL.03-5413-3929
11：00～15：00（L.O.14：30）／17：00～24：00（フードL.O.22：00）

RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN
クラフトビール＆ビストロ

モンブランが名物のルーヴル美術館近くのカフェ〈アンジェリーナ〉にオ
マージュを込めたスイーツ。人気商品のガトーショコラをアレンジし、ベ
ルギーから直輸入のホワイトビール「セリスホワイト」のジュレを飾った、
煌びやかで、ちょっと大人なモンブランです。

リオ・ブルーイング・コー ビストロアンドガーデン
  プラザ1F／TEL.03-3403-0808

11：00～24：00（L.O.については店舗にお問い合わせください）

ルーヴル美術館のピラミッ
ドを透明な飴で表現した、
アートなひと皿。フラン
ス ヴァローナ社のカライ
ブショコラを使った濃厚な
ガナッシュとチョコレート
クリームの層に、フランボ
ワーズソースを効かせた魅
惑の逸品です。

  ガーデンテラス4F／TEL.03-5413-3282
11：00～15：30（L.O.14：00）／17：30～23：00（L.O.21：00）

ルーヴル展限定商品
※前日までの要予約

ルーヴル美術館のピラミッドに見立てた
ショコラガナッシュとフランボワーズの
タルト仕立て 2,160円

厳選トマトが美味いから !  1,512円 
レモン・クリーム＆ケッパー 1,382円
ほうれん草ジェノベーゼ 1,468円

※ランチ 1,400円

※ディナーのみ

※ディナーのみ

パリに本店を構えるトリュ
フ料理の名店〈Artisan de la 
Truffe Paris〉からは、フラン
ス皇帝ナポレオンの故郷で
つくられたワインなど、彼
にゆかりのあるワインをご
用意。フランス産の上質な
トリュフを使ったメニュー
と一緒にご堪能ください。

フレンチレストラン

Artisan de la Truffe Paris

アルティザン ドゥ ラ トリュフ パリ
  ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-3830

11：00～15：30（L.O.14：30）／17：30～23：00（L.O.22：00）
土・日・祝11：00～23：00（L.O.22：00）

ナポレオンの愛したワイン
グラス1,620円～　ボトル 8,100円～ ルーヴル展限定商品

ガトーショコラのモンブラン仕立て
セリスホワイトのジュレ 918円 ルーヴル展限定商品

HAL YAMASHITA 東京
新和食

“日仏の融合”をテーマに、エグゼクティブシェフ山下春幸のスピリッツを受け生み出
されたのは、フランス産の真鴨と日本の伝統調味料をフュージョンした、絵画のよう
に美しいひと皿。低温で火入れし、旨味を閉じ込めてしっとりと仕上げた真鴨に、赤
味噌とマデラ酒、チョコレートを合わせたビターでコクのあるソースを添えて。

ハル ヤマシタ トウキョウ  ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-0086
11：00～15：00（L.O.14：30）／17：30～24：00（L.O.23：00）
※月曜定休（祝日の場合翌日休み）

「日仏の融合」真鴨の低温調理 赤味噌のマデラ酒ソース、
チョコレートの余韻で 1,980円 ルーヴル展限定商品

5.30.Wed-9.3.Mon

The Art of Portraiture in the Louvre Collections

（サ別）

フランスにインスパイアされたメニューを堪能できるレストラン
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