
VALENTINE CRANBERRY（左）、VALENTINE IYOKAN（右） 各1,944円
MIKAN 1,836円

カカオ豆からチョコレートになるまでの全行程を手作業で行う、人気のビーン 
トゥ バー専門店からは、クランベリーといよかんのフルーティなタブレットが登場。
みかんは東京ミッドタウン限定。和紙に施された美しいデザインも魅力です。

green bean to bar CHOCOLATE

期間限定ショップ  グリーン ビーン トゥ バー チョコレート ガレリアB1／
TEL.070-1217-6673 ※～2/14（木）まで

ボンボン ショコラ 5個詰合わせ
2,268円

口の中でソフトにとろける上質なショコラ。香ばしいゴマの「ウーヴル トワ」
や、ブランドを代表する、バラとライチとフランボワーズの「イスパハン」、 
ショウガ風味の「ルー」など、独創的な5種を楽しめるアソート。

PIERRE HERMÉ
PARIS

東京ミッドタウン限定

期間限定ショップ  ピエール・エルメ・パリ ガレリアB1／TEL.03-5485-7788（本社）
※～2/14（木）まで
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MIDTOWN ICE RINK
in Roppongi
開催中～3月3日（日）
11：00～22：00（受付は21：00まで）

［場所］ 芝生広場

Mar

& MORE INFORMATION JANUARY /  FEBRUARY

◯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」下車徒歩約1分
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東京ミッドタウンカード会員様へ大切なお知らせ

詳しくは、東京ミッドタウンオフィシャルサイトまで

いつも東京ミッドタウンを
ご愛顧いただきありがとうございます。

2019年春、東京ミッドタウンカードが生まれ変わります。

東京ミッドタウンカードカウンター（ガーデンテラスB1）
TEL：03-3408-0031（受付時間11：00-21：00）

［お問い合わせ］

東京ミッドタウンの芝生広場に、都内最大級の屋外アイススケート
リンクが今年も登場！ 都会のまん中とは思えない開放的な空間 
で、日中は青空とガーデンの緑に囲まれて、夜は美しいイルミネー
ションやビルの夜景の中でスケートを楽しめます。リンクサイドに
はスケート靴を履いたまま利用できる暖房完備の休憩エリアも 
オープン。スケートの後は、カフェチケットで温かいドリンクやアル
コールをお楽しみください。

大人（高校生以上）   2,000円
小人（中学生以下）   1,500円 

平　  日：

土・休日：

回数券（10枚綴り、貸靴料込み）   大人  14,000円、 小人  10,000円

○ロッカー使用料 100円　
○ワンコインレッスン 500円（1回30分）
　火・木曜日 15：30～16：00／水曜日 19：30～20：00
　※レッスン開始1時間前より受付にて募集いたします。

○入場料

大人（高校生以上）   2,300円
小人（中学生以下）   1,800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）

館内で利用できる
カフェチケット付き！

お子さまに人気のそりも
ご用意！
○貸出料 500円

※事故防止のため必ず手袋の着用をお願いいたします。 ※ヘルメットは無料でお貸出し
いたします。 ※手袋、靴下の販売もしております。 ※カフェチケット対象店舗は、チケット
中面をご覧ください。
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ショップ&レストランなど
ガレリア、ガーデンテラス、プラザ

芝生広場

サントリー美術館
ガレリア3F

21-21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン

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
ミッドタウン・ウェスト1F
★の展示は最終日16:00まで

MIDTOWN ICE RINK in Roppongi   開催中–3月3日（日）

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館 色彩の写真家（たびびと） 前田真三 出合いの瞬間をもとめて 第2部 「丘の時代」   開催中−2月28日（木）

第29回 NHK学園生涯学習写真展★

2月8日（金）–14日（木）

中塚雅晴写真展「出雲大社平成大遷宮御修造」★

2月1日（金）–7日（木）
江口愼一写真展「風の詩集」★

2月15日（金）–21日（木）
小川誠写真展「3,000ｍのドラマ 北アルプス」★

2月22日（金）–28日（木）
2018年 毎日写真コンテスト優秀作品展★

 1月25日（金）–31日（木）

富士フォトネット（FPN）写真展「富士光彩」★

2月1日（金）–7日（木）
南佐和子写真展「ICELAND」–アイスランド 最果てのドラマ–★

2月15日（金）–21日（木）
黒原範雄写真展「自然との邂逅」★

2月22日（金）–28日（木）
木邑 旭宗写真展「LOVE & PEACE」★

1月25日（金）–31日（木）

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし   2月6日（水）– 3月31日（日）

民藝 MINGEI -Another Kind of Art展   開催中–2月24日（日）

「OBI KONBU」展   開催中–2月18日（月） 「民藝運動フィルムアーカイブ 特別上映イベント」  
2月21日（木）–24日（日）

JAGDAつながりの展覧会 Part 2 チャリティ・アート・タンブラー
2月1日（金）– 3月10日（日）

TOKYO MIDTOWN Valentineʼs Day   1月25日（金）– 2月14日（木） TOKYO MIDTOWN White Day   2月15日（金）– 3月14日（木）

TOKYO MIDTOWN WINTER PREMIUM PARTY   開催中–3月3日（日）

「河鍋暁斎」展開催記念 チケット付きランチメニュー   2月6日（水）–3月31日（日）

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN   2月1日（金）– 3月31日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

20×42ｍの都内最大級屋外アイスリンク

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/

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 

お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

（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。

［ショップ］ ［レストラン］

Facebook 東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

※価格は税込みです。 ※写真はイメージです。

1.25fri 2.14thu

The Ritz-Carlton 
Café & Deli

ハート缶 （5個入り）
3,456円 ※1/26（土）より販売

ハート缶のまん中には、キャラメル風味の真っ赤なハートのボンボンショコ
ラ。香り高い「シャンパーニュ」や、薔薇と甘酸っぱいラズベリーの「ローズ
ラズベリー ファンシー」など、大人を魅了する5つの味わい。
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 

JEAN-PAUL HÉVIN PLAIN PEOPLE

Toshi Yoroizuka

選ぶ楽しみ、贈る喜び、特別な日のとっておきショコラ
カジュアルなタブレットから、人気ショコラティエの名作まで、味も形もさまざま。

大切な人へ、自分へのご褒美に、あなただけのとっておきをセレクトして。

Tokyo Midtown

Valentine's Day

PALETAS

フルーツタブレットショコラ
各750円〜

カラフルなチョコレートバーに、ドライフルーツやナッツをトッピングしたポップ
で華やかなタブレット。木苺ローズ、抹茶柚子、マロンとブルーベリーなど選
ぶのも楽しい8種のフレーバーは、友チョコや自分へのギフトにおすすめ。
パレタス ガレリアB1／TEL.03-6447-4445

ロンハーマンカフェオリジナルチョコ （3個入り）
1,000円 ※2/1（金）より販売

ハートの「カシスルージュ」に、ガナッシュをブラックチョコでコーティングした
「パレ・オール」、レモン風味のホワイトチョコレートの人気オリジナルチョコ 
詰め合わせ。“THANK YOU”の文字でさりげなく感謝の想いを伝えて。
ロンハーマン ガーデンテラスB1／TEL.03-6447-0562（カフェ）

Ron Herman

オープニングトーク
2月1日（金）

ボワットゥ ショコラ 10個入 ヴォワヤージュ
4,428円

「VOYAGES-VOYAGE（旅すること）」をテーマに、自由の女神をデザインした
「リベルテ」や再会の情景を表現した「ハロー」など、新作ショコラを含む限
定コレクション。世界各地の旅の思い出をあしらったパッケージもキュート。
ジャン=ポール・エヴァン ガレリアB1／TEL.03-5413-3676

Yoroizuka Collection 2018 （4個入り）
1,900円

「2018 Salon du chocolat PARIS」で最高位の金賞を受賞したコレクション。
スモーキーな香りをつけ、隠し味に醤油とリンゴを使った「スモーク」のほか、
爽やかな酸味の効いた「マンゴライム」など、独創的な４種を堪能できます。
トシ ヨロイヅカ プラザ1F／TEL.03-5413-3650

〈MY HONEY〉 BOUDDICA HONEY JEWELRY （6個入り）
3,132円

砂糖や添加物、合成甘味料を一切使わず、はちみつとカカオだけで作られ
たヘルシーショコラ。ゆず、ピーナッツ、フランボワーズ、ヘーゼルナッツ、 
ジンジャー、カカオニブをそれぞれあしらった美しく繊細なルックスも魅力。
プレインピープル ガレリア2F／TEL.03-6804-5158

pâtisserie
Sadaharu AOKI

paris

AOKI 2019 （6個入り）
3,078円

2018年フランスのショコラ品評会で最高位を受賞した「スル デル ラゴ」
「パッション」「プラリネ マッチャ」「ミエル セザム」の4種すべてを味わえる贅沢
なアソート。新作「フレーズ ピスターシュ」とハートの「プラリネ オレ」も添えて。
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ ガレリアB1／TEL.03-5413-7112

11：00   21：00 11：00   24：00

※貸靴料込み ※付き添いの方は入場料300円 

※荒天時は営業を中止する場合があります。 ※イルミネーションの点灯時間は17:00から
22:00です。 ※イベント等により営業時間が変更になる場合があります。 
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VALENTINE CRANBERRY（左）、VALENTINE IYOKAN（右） 各1,944円
MIKAN 1,836円

カカオ豆からチョコレートになるまでの全行程を手作業で行う、人気のビーン 
トゥ バー専門店からは、クランベリーといよかんのフルーティなタブレットが登場。
みかんは東京ミッドタウン限定。和紙に施された美しいデザインも魅力です。

green bean to bar CHOCOLATE

期間限定ショップ  グリーン ビーン トゥ バー チョコレート ガレリアB1／
TEL.070-1217-6673 ※～2/14（木）まで

ボンボン ショコラ 5個詰合わせ
2,268円

口の中でソフトにとろける上質なショコラ。香ばしいゴマの「ウーヴル トワ」
や、ブランドを代表する、バラとライチとフランボワーズの「イスパハン」、 
ショウガ風味の「ルー」など、独創的な5種を楽しめるアソート。

PIERRE HERMÉ
PARIS

東京ミッドタウン限定

期間限定ショップ  ピエール・エルメ・パリ ガレリアB1／TEL.03-5485-7788（本社）
※～2/14（木）まで
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MIDTOWN ICE RINK
in Roppongi
開催中～3月3日（日）
11：00～22：00（受付は21：00まで）

［場所］ 芝生広場

Mar

& MORE INFORMATION JANUARY /  FEBRUARY

◯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」下車徒歩約1分
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東京ミッドタウンカード会員様へ大切なお知らせ

詳しくは、東京ミッドタウンオフィシャルサイトまで

いつも東京ミッドタウンを
ご愛顧いただきありがとうございます。

2019年春、東京ミッドタウンカードが生まれ変わります。

東京ミッドタウンカードカウンター（ガーデンテラスB1）
TEL：03-3408-0031（受付時間11：00-21：00）

［お問い合わせ］

東京ミッドタウンの芝生広場に、都内最大級の屋外アイススケート
リンクが今年も登場！ 都会のまん中とは思えない開放的な空間 
で、日中は青空とガーデンの緑に囲まれて、夜は美しいイルミネー
ションやビルの夜景の中でスケートを楽しめます。リンクサイドに
はスケート靴を履いたまま利用できる暖房完備の休憩エリアも 
オープン。スケートの後は、カフェチケットで温かいドリンクやアル
コールをお楽しみください。

大人（高校生以上）   2,000円
小人（中学生以下）   1,500円 

平　  日：

土・休日：

回数券（10枚綴り、貸靴料込み）   大人  14,000円、 小人  10,000円

○ロッカー使用料 100円　
○ワンコインレッスン 500円（1回30分）
　火・木曜日 15：30～16：00／水曜日 19：30～20：00
　※レッスン開始1時間前より受付にて募集いたします。

○入場料

大人（高校生以上）   2,300円
小人（中学生以下）   1,800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）

館内で利用できる
カフェチケット付き！

お子さまに人気のそりも
ご用意！
○貸出料 500円

※事故防止のため必ず手袋の着用をお願いいたします。 ※ヘルメットは無料でお貸出し
いたします。 ※手袋、靴下の販売もしております。 ※カフェチケット対象店舗は、チケット
中面をご覧ください。
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ガレリア3F

21-21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン

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
ミッドタウン・ウェスト1F
★の展示は最終日16:00まで

MIDTOWN ICE RINK in Roppongi   開催中–3月3日（日）

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館 色彩の写真家（たびびと） 前田真三 出合いの瞬間をもとめて 第2部 「丘の時代」   開催中−2月28日（木）

第29回 NHK学園生涯学習写真展★

2月8日（金）–14日（木）

中塚雅晴写真展「出雲大社平成大遷宮御修造」★

2月1日（金）–7日（木）
江口愼一写真展「風の詩集」★

2月15日（金）–21日（木）
小川誠写真展「3,000ｍのドラマ 北アルプス」★

2月22日（金）–28日（木）
2018年 毎日写真コンテスト優秀作品展★

 1月25日（金）–31日（木）

富士フォトネット（FPN）写真展「富士光彩」★

2月1日（金）–7日（木）
南佐和子写真展「ICELAND」–アイスランド 最果てのドラマ–★

2月15日（金）–21日（木）
黒原範雄写真展「自然との邂逅」★

2月22日（金）–28日（木）
木邑 旭宗写真展「LOVE & PEACE」★

1月25日（金）–31日（木）

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし   2月6日（水）– 3月31日（日）

民藝 MINGEI -Another Kind of Art展   開催中–2月24日（日）

「OBI KONBU」展   開催中–2月18日（月） 「民藝運動フィルムアーカイブ 特別上映イベント」  
2月21日（木）–24日（日）

JAGDAつながりの展覧会 Part 2 チャリティ・アート・タンブラー
2月1日（金）– 3月10日（日）

TOKYO MIDTOWN Valentineʼs Day   1月25日（金）– 2月14日（木） TOKYO MIDTOWN White Day   2月15日（金）– 3月14日（木）

TOKYO MIDTOWN WINTER PREMIUM PARTY   開催中–3月3日（日）

「河鍋暁斎」展開催記念 チケット付きランチメニュー   2月6日（水）–3月31日（日）

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN   2月1日（金）– 3月31日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

20×42ｍの都内最大級屋外アイスリンク

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/

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 

お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

（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。

［ショップ］ ［レストラン］

Facebook 東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

※価格は税込みです。 ※写真はイメージです。

1.25fri 2.14thu

The Ritz-Carlton 
Café & Deli

ハート缶 （5個入り）
3,456円 ※1/26（土）より販売

ハート缶のまん中には、キャラメル風味の真っ赤なハートのボンボンショコ
ラ。香り高い「シャンパーニュ」や、薔薇と甘酸っぱいラズベリーの「ローズ
ラズベリー ファンシー」など、大人を魅了する5つの味わい。
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 

JEAN-PAUL HÉVIN PLAIN PEOPLE

Toshi Yoroizuka

選ぶ楽しみ、贈る喜び、特別な日のとっておきショコラ
カジュアルなタブレットから、人気ショコラティエの名作まで、味も形もさまざま。

大切な人へ、自分へのご褒美に、あなただけのとっておきをセレクトして。

Tokyo Midtown

Valentine's Day

PALETAS

フルーツタブレットショコラ
各750円〜

カラフルなチョコレートバーに、ドライフルーツやナッツをトッピングしたポップ
で華やかなタブレット。木苺ローズ、抹茶柚子、マロンとブルーベリーなど選
ぶのも楽しい8種のフレーバーは、友チョコや自分へのギフトにおすすめ。
パレタス ガレリアB1／TEL.03-6447-4445

ロンハーマンカフェオリジナルチョコ （3個入り）
1,000円 ※2/1（金）より販売

ハートの「カシスルージュ」に、ガナッシュをブラックチョコでコーティングした
「パレ・オール」、レモン風味のホワイトチョコレートの人気オリジナルチョコ 
詰め合わせ。“THANK YOU”の文字でさりげなく感謝の想いを伝えて。
ロンハーマン ガーデンテラスB1／TEL.03-6447-0562（カフェ）

Ron Herman

オープニングトーク
2月1日（金）

ボワットゥ ショコラ 10個入 ヴォワヤージュ
4,428円

「VOYAGES-VOYAGE（旅すること）」をテーマに、自由の女神をデザインした
「リベルテ」や再会の情景を表現した「ハロー」など、新作ショコラを含む限
定コレクション。世界各地の旅の思い出をあしらったパッケージもキュート。
ジャン=ポール・エヴァン ガレリアB1／TEL.03-5413-3676

Yoroizuka Collection 2018 （4個入り）
1,900円

「2018 Salon du chocolat PARIS」で最高位の金賞を受賞したコレクション。
スモーキーな香りをつけ、隠し味に醤油とリンゴを使った「スモーク」のほか、
爽やかな酸味の効いた「マンゴライム」など、独創的な４種を堪能できます。
トシ ヨロイヅカ プラザ1F／TEL.03-5413-3650

〈MY HONEY〉 BOUDDICA HONEY JEWELRY （6個入り）
3,132円

砂糖や添加物、合成甘味料を一切使わず、はちみつとカカオだけで作られ
たヘルシーショコラ。ゆず、ピーナッツ、フランボワーズ、ヘーゼルナッツ、 
ジンジャー、カカオニブをそれぞれあしらった美しく繊細なルックスも魅力。
プレインピープル ガレリア2F／TEL.03-6804-5158

pâtisserie
Sadaharu AOKI

paris

AOKI 2019 （6個入り）
3,078円

2018年フランスのショコラ品評会で最高位を受賞した「スル デル ラゴ」
「パッション」「プラリネ マッチャ」「ミエル セザム」の4種すべてを味わえる贅沢
なアソート。新作「フレーズ ピスターシュ」とハートの「プラリネ オレ」も添えて。
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ ガレリアB1／TEL.03-5413-7112

11：00   21：00 11：00   24：00

※貸靴料込み ※付き添いの方は入場料300円 

※荒天時は営業を中止する場合があります。 ※イルミネーションの点灯時間は17:00から
22:00です。 ※イベント等により営業時間が変更になる場合があります。 
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▶ 詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。 

■ クラフトビール＆ビストロ ■

RIO BREWING & CO．
BISTRO AND GARDEN
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

東京江戸野菜と東京Xの
グリル盛り合わせコース   
4,500円
［全3品］前菜盛り合わせ／東京江戸野菜のチョップドサラダ／東京Xと 
冬野菜のグリル盛り合わせ
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全25種） 
●前日までに要予約（2名様～） ※6名様以上の予約でデザートをサービス

対象時間  17:00～24:00（コースL.O.22:00）

■ シャンパンビストロ ■

orangé
オランジェ  
 プラザ1F／TEL.03-5413-3600

orangé
シーズナルコース Winter  
6,500円
［全11品6皿］前菜６種盛（キャロットラペ、ノルウェーサーモンのマリネなど）／
フレンチフライと黒トリュフ／牛蒡とクワトロチーズのピザ／牡蠣と春菊の
クリームペンネ／岩中地豚のグリル／季節のデザート
●飲み放題150分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全23種）  
●前日23時までに要予約（2～20名様）
※6名様以上の予約でコース価格を6,000円にお値引き

対象時間  17:00～L.O.21:00

■ コンテンポラリーグリル ■

タワーズ
 ザ・リッツ・カールトン東京 45F
　TEL.03-6434-8711

タワーズ 
プレミアムグリルコース   
17,241円（サ別）

[全３品] ロブスターのビスク／ジョン・ストン アイリッシュビーフ リブアイ
300g／デザート（柚子スフレ）
●飲み放題90分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全15種）　
●当日予約可（2名様～） ※6名様以上の予約でお一人様におひとつ〈ラ・ブティック〉
のケーキ（お持ち帰り用）をサービス

対象時間  17:30～L.O.22：00

トリュフ尽くしのコース
6,000円（通常7,000円）の

特別価格が
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

飲み放題付き

飲み放題付き

W I N T E R  
P R E M I U M  

P A R T Y

SHOP INFORMATION

diptyque 六本木

左から「フレグランスキャンド 
ル」センティフォリアローズ、 
ダマセナ（190g） 各9,288円

TIME & STYLE MIDTOWN（ガレリア3F）

（ディプティック ロッポンギ／ガレリア1F）
TEL.03-6804-5415

ローズの香りに包まれる
2019スプリングコレクション

お気に入りのインテリアにきっと出合える！

Davidoff of Geneva/Salon des Parfums

WISE・WISE tools

サントリー美術館 shop×cafe

ISETAN SALONE

shiro

（ダビドフ オブ ジュネーブ／サロン デ パルファム／ガレリア１F）
TEL.03-5413-0093

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

（サントリービジュツカン ショップ バイ カフェ／ガレリア３F）
TEL.03-3479-8600

（イセタンサローネ／ガレリア１・2F）
TEL.03-6434-7975

（シロ／ガレリア3F）
TEL.03-3403-4646

洗練されたブレンドで、スパイシーさと
甘みのある後味が豊かに広がる味
わいです。ボックスには城や神社など 
が描かれ、海外の方へのギフトにも 
おすすめです。

陶芸家・米田文が生み出す、手の上
に乗る雛壇。小さいながら、背面や
底面にまで施された絵付けの細やか
さは驚くほど。女の子の幸せを願う、 
大切にしたいお雛様です。

春を迎えるこの時期限定の甘味は、
五色の麩が美しいくず湯。なめらかな
吉野の本くずと、もちもちとした生麩
の食感をお楽しみください。

英国ならではのセンスやユーモアに溢れ、 
人に微笑みをもたらすものづくりを展開する 
アニヤ・ハインドマーチ。靴紐を思わせるレザー
のリボンをあしらった新作バッグなど、19年
春夏コレクションを期間限定でご紹介します。

保湿力の高いカカオ脂やアーモンド油を 
配合したチョコレートの香りのボディク 
リーム。ホイップクリームのようなテクスチャー
で、肌にのせると体温でとろけて、しっとりと
保湿します。

優雅に香る
日本限定シガー

細やかさに魅了される
九谷焼の小さなお雛様

五色の生麩に春を感じる
美しいくず湯をご賞味あれ

英国のセンス溢れる
アニヤ・ハインドマーチの世界

甘いチョコレートの
香りに癒されて

 1月30日（水）～3月5日（火）

 ～３月14日（木）

 ～2月28日（木）

■ ベーカリーレストラン ■

Le Pain Quotidien
ル・パン・コティディアン   プラザ1F
TEL.03-6804-5879

120分飲み放題付 
冬の味覚パーティプラン   
4,000円
［全8品］オーガニックブレッド／アボカドフムス&トルティーヤチップス／ 
チキンコブサラダ／海老と下仁田ネギのアヒージョ／フレンチフライ／ 
紅ズワイガニのシーフードタルティーヌ／大海老と牧草牛のグリル 冬野菜の
根菜ラタトゥイユ添え／プチデザート
●飲み放題120分付き（赤・白ワイン、生ビールなど全13種） 
●6名様以上は前日までに要予約（2～20名様） 
※6名様以上の予約でお土産をプレゼント

対象時間  17:00～23:00（L.O.20：30）

■ イタリアン ■

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
TEL.03-5413-0711 

Meta e Meta    
5,500円（コペルト料別）

対象時間  17:30～24:00（L.O.22：00）

■ フレンチレストラン ■■ インド料理 ■

■ アメリカン ■ ■ カジュアルフレンチグリル＆ワインバー ■

■ 中国料理 ■■ 鉄板焼 ■

■ 和食 ■ ■ 新和食 ■

Artisan de la Truffe ParisNIRVANA New York

Union Square Tokyo GRILL & WINE GENIE’S TOKYO

SILIN 火龍園鉄板焼ステーキ 喜扇亭

宮川町 水簾 HAL YAMASHITA 東京

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

ニルヴァーナ ニューヨーク
  ガーデンテラス1F／TEL.03-5647-8305

ユニオン スクエア トウキョウ
  ガーデンテラスB1／TEL.03-5413-7780

グリル アンド ワイン ジーニーズ トーキョー
  プラザ１F／TEL.03-6434-9406

シリン／ファン・ロン・ユェン
  ガーデンテラス2F／TEL.03-5413-0088

  ガーデンテラス3F／TEL.03-5413-7988 

  ガーデンテラス3F／TEL.03-5413-1881 ハル ヤマシタ トウキョウ
  ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-0086

ADT L'Artisan Party Plan
6,000円

Hot Spices Plan
6,500円

シーズナルコース

15,120円（サ別）
冬のあったかパーティシェアプラン 
7,500円

ワインと中華で新年会
6,819円（サ別）

フリーフロー付きランチコース
15,120円（サ別）

ウィンタープレミアムパーティプラン

15,000円
冬の味覚コース
6,800円（サ別）

［全5品］前菜盛り合わせ／ADTオリジナルシーザーサラダ／たっぷり 
トリュフのクリームソースタリアテッレ／米沢豚のロースト トリュフソース／
本日のデザート
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全45種） 
●前日までに要予約（4名様～） ※6名様以上の予約で飲み放題が150分に

[全6品] 冬野菜と鴨肉 シトラスのサラダ／タンドリーチキン カリフワラー
とトマトのロースト添え／バターチキンのカレー／ズワイガニのケララ 
カレー／プレーンナン／デザート ※乾杯シャンパン１杯サービス
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全16種） 
●前日までに要予約（2～60名様） ※6名様以上の予約でチーズナンをサービス

［全5品］ ズワイガニのサラダ／フォアグラソテー／タリアテッレ キャビア
＆キャビアクリーム／福岡産ふるの牛のテンダーロインステーキ（130g）／
季節のデザート、食後のカフェ
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全19種） 
●前日までに要予約（2～8名様） 
※6名様以上の予約で飲み放題のスパークリングワインをシャンパンにグレードアップ

［全6品］ 三元豚のパテ ド カンパーニュ／ラタトゥイユ／本日の魚介の一品／
彩りサラダ／ジャガイモのクリームグラタン“ドフィノワーズ”／ポトフ
●飲み放題120分付き（シャンパン、赤・白ワイン、生ビールなど全7種） 
●前日までに要予約（2～6名様） ※6名様以上の予約でデザートをサービス

［全9品］前菜3点盛り合わせ／吸い物／サラダ／本日のお魚とホタテ／
焼き野菜／黒毛和牛ステーキ（ヒレ・ロース選択可）／ガーリックライス／
香の物、赤出汁／本日のデザート
●シャンパン飲み放題60分付き 
●当日予約可（1～4名様、14:00までの入店に限る）

［全8品］先付3種（セコガニの茶わん蒸し、海老芋の和え物など）／向付 
2種（炙りイカのウニのせ、寒平目のあん肝巻き）／椀（鯛のかぶら蒸し）／
マナガツオの幽庵焼き／八寸3種／フグの小鍋／ごはん、赤だし／昆布巻き
※仕入れ状況等によりメニューは変更となる場合があります。
●スパークリングワイン飲み放題120分付き 
●前日までに要予約（1～8名様） ※6名様以上の予約で一品サービス

［全5品］前菜（もなか）／旬の鮮魚のカルパッチョ／フォアグラソテー付き
煮込みハンバーグ／ごはん、味噌汁、香の物／ひと口デザート
●当日予約可（２名様～） ※6名様以上の予約でひと口デザートをもう1品サービス

香りが一層高まる冬の黒トリュフをふんだんに使った、トリュフ
ソースでいただく米沢豚のローストや、トリュフたっぷりのタリア
テッレなど、アミューズからデセールに至るまで、上質なトリュフの
芳醇な香りと味わいを堪能できる贅沢なコースです。

能登産のカブや足柄産のトマトなど、全国から直送される新
鮮な食材を上質なスパイスで味わい深く調理。越前産のズワイ
ガニを使ったケララカレーはこの時期だけのプレミアム！ 巧み
なスパイス使いに舌鼓を打ちながら、体も芯から温まります。

メインの最高級黒毛和牛「ふるの牛」のテンダーロインは、都内
ではここでしか味わえないという逸品。その他、旬のズワイガニの
サラダ、フォアグラのソテー、キャビアを使ったタリアテッレなど、
豪華食材をふんだんに使ったプレミアム感満載の限定コースです。

三元豚を香草とお酒で漬け込んで作るこだわりのパテドカン
パーニュをはじめ、シャンパンに合う冬のメニューが勢揃い。 
メインのポトフは牛の希少部位“たすき”を鶏や野菜のブイヨン
で柔らかく煮込んだ逸品。大人の空間でプレミアムな夜を。

豆腐ベースの調味料、腐乳を使った旬菜の炒め物や点心など、
シリンの人気メニューが堪能できる嬉しいコース。土鍋仕立ての
白湯スープは、コラーゲン豊富でまろやかな旨味の逸品。シャン
パンやワインとのペアリングで、料理とのマリアージュを楽しんで。

熟練の目利きが厳選する黒毛和牛は、サシも美しく舌の上で
とろける柔らかさ。鯛や帆立、ハマグリなど、厳選されたフレッ
シュな旬の魚介や野菜に加え、シャンパンのフリーフローも 
楽しめる、まさに贅沢づくしのコースです。

京都・宮川町の和食の名店からは、京都らしい遊び心を堪能で
きる雅なコース。旬のタラを使ったミニフィッシュバーガーや、 
ふぐに色鮮やかな野菜が添えられたてっちり小鍋など、小さな
器で次 と々供される美しく繊細な世界に、目も舌も満たされます。

土鍋仕立ての煮込みハンバーグは、フォアグラのソテーを添え
た濃厚な味わいが人気の絶品メニュー。オーダーごとにスト 
ウブの鍋で炊きあげるご飯と共に、熱々をいただけます。極上 
素材を駆使した新和食の数々をお楽しみください。

対象時間  17:30～23:00（L.O.20：30）対象時間  月－土 17:00～24:00、日・祝 17:00～23:00（L.O.22：00）

対象時間  17:00～23:00（L.O.22：00） 対象時間  17:00～24:00（L.O.21：00）

対象時間  17:00～24:00（L.O.22：00） ※第1・3火曜定休対象時間  11:00～15:00（L.O.14：00）

対象時間  月－土17:00～24:00、日・祝17:00～23:00（コースL.O.20：00） 対象時間  17:30～24:00（L.O.23：00）  ※月曜定休、祝日の場合は翌日休み

ダビドフ エクスクルーシブ ジャパン 2018 
70,000円（10本入り）

〈アニヤ・ハインドマーチ〉
Shoe Lace 139,320円

ショコラ ホイップ ボディクリーム
3,456円（数量限定） 生麩のくず湯  918円

米田 文  雛壇各種 10,800円～

シャンパン、赤・白ワインの
ペアリングが
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

シャンパン飲み放題が
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

ふぐやセコガニなど
旬の魚介が
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

フォアグラと旬の鮮魚が
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

乾杯シャンパンと越前漁港
直送のズワイガニが
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

“ふるの牛”の
テンダーロインが
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

シャンパン飲み放題と
“たすき”のポトフが
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

TOKYO MIDTOWN

INTERIOR CAMPAIGN

● 1万円（税別）以上ご購入で配送料無料
● 5,000円（税別）以上ご購入で500円商品券プレゼント！（先着順）2大特典

W I N T E R  PR E M I U M  PA R T Y
T O K Y O  M I D T O W N

開催中   3.3 sun
東京ミッドタウンの名店から、旬の食材にこだわり抜いた
期間限定のプレミアムなプランをご用意しました。

冬の滋味を五感で堪能する、贅沢なひとときをお過ごしください。

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

ペアリング
付き

毎年人気のインテリアキャンペーンを今年も開催。期間中は、お得な2大
特典をはじめ、参加店舗ごとにインテリア相談会やノベルティプレゼント、
作品展など、うれしいイベントも目白押し！ ぜひ、この機会にお気に入りの
家具や雑貨を見つけてみませんか。

飲み放題付き

飲み放題付き

飲み放題付き

IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC（ガレリア3F） ※上・左下

2月1日（金）～3月31日（日）

［参加店舗］ IDÉE SHOP／IDÉE CAFÉ PARC、KONCENT、STYLE MEETS 
PEOPLE、TIME & STYLE MIDTOWN、TLB home、テネリータ、中川政七商店街、
日本橋 木屋、HARMAN Store、箸長、菱屋カレンブロッソ、HIDA、ファーバーカス
テル、Flagship 212 KITCHEN STORE、WISE・WISE tools
※500円商品券はなくなり次第終了となります。 ※〈中川政七商店街〉は配送料無料サービスの
対象外です。 ※特典以外のキャンペーンやイベントについては、各店舗にお問い合わせください。

ディプティック’19年春のコレクションは、センティフォ 
リアローズとダマスクローズのキャンドル。それぞれ 
の香りを楽しむのはもちろん、2つを同時に灯せば、
爽やかで繊細な香りと、官能的で蜜のようなアクセン
トが溶け合ったバラの香りが広がります。

［全12品4皿］わいわい色々前菜（カルパッチョ、カプレーゼ、モルタデッラな
ど6種）／ピッツァ（メタメタ）シラスとトマト＆サルシッチャとほうれん草／ 
パスタ（メタメタ）アサリとカラスミのスパゲティ＆ボルチーニのクリームソース 
リガトーニ／デザート／コーヒー
●当日予約可（２～50名様） ※6名様以上の予約でウェルカムドリンク（スパーク 
リングワインorブラッドオレンジジュース）をサービス

［全5品］前菜盛り合わせ／手作り点心3種／旬菜の腐乳炒め／海老ワンタン
と鶏の白湯スープ 土鍋仕立て／選べるデザート
●ペアリング3杯付き（シャンパン、赤・白ワイン）　
●前日までに要予約（2～8名様） ※６名様以上の予約で食後の中国茶をサービス

02 03 04

JANUARY /  FEBRUARYEVENTS

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし 民藝 MINGEI
-Another Kind of Art展

JAGDAつながりの展覧会 Part 2 
チャリティ・アート・タンブラー

写真歴史博物館 企画写真展
色彩の写真家（たびびと） 前田真三

出合いの瞬間をもとめて 第2部「丘の時代」

2月6日（水）～3月31日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）

※金・土、および2/10（日）、3/20（水）は20:00まで開館
開催中～2月24日（日）

10：00～19：00 （入場は18：30まで） 

2月1日（金）～3月10日（日）
11：00～19：00 開催中～2月28日（木）

10：00～19：00 （入館は18:50まで）

休館日  火曜日（3/26は開館）

※会期中展示替えがあります 
WEB割：ウェブサイト限定割引券提示で100円割引／携帯割：携帯サイトの割引券画面提示で100円割引／
あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引 ※割引の併用はできません

サントリー美術館
（ガレリア3F）

21_21 DESIGN SIGHT
（ミッドタウン・ガーデン）

東京ミッドタウン・デザインハブ
（ミッドタウン・タワー5F）

フジフイルム スクエア
（ミッドタウン・ウェスト1F）

風刺画や妖怪画で海外でも人気の“画鬼”
河鍋暁斎。幕末・明治の動乱期に独自の
道を切り開いた足跡をはじめ、先人たち 
の作品と真摯に向き合い、さまざまな 
流派や画法にも取り組んだ作画活動の
一端を浮き彫りにします。

日本民藝館館長でもある深澤直人が、同
館の所蔵品から146点の民藝を選び抜き、
紹介するほか、映像や写真、資料などの多
彩な展示を通して、これからのデザインのイ
ンスピレーションとなる「Another Kind of 
Art=民藝」を紐解いていきます。

障害のあるアーティストの作品をデザインし
たタンブラーを展示・チャリティ販売します。
製造原価を除く収益は日本パラリンピアン
ズ協会に寄付。デザインの“つなぐ力”で、
障害のあるアーティストとパラリンピアンを
応援します。

風景写真の巨匠・前田真三。第
2部では、1971年の美瑛の丘
との出合い以降に撮影された
作品群を前田がこだわったダ
イトランスファープリントで展示。
彼の美学や思想、生き方までも
が凝縮された素朴で力強い作
品をご堪能ください。

Feb

2

Feb

28

鳥獣戯画 猫又と狸 河鍋暁斎 
一面 19世紀 河鍋暁斎記念美術館

［展示期間：3/6（水）～31（日）］

「麦秋鮮烈」北海道美瑛町
1977年（第２部より）写真：前田真三

©Shinzo Maeda, Tankei

Mar

31
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6

Mar
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1

休館日  火曜日
入場料  一般1,100円、大学生800円、
高校生500円、中学生以下無料 

TEL  03-3475-2121   http://www.2121designsight.jp/
※各種割引についてはWEBサイトをご覧ください

入場料  無料
TEL  03-5770-7509
日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
http://designhub.jp/ 休館日  なし    入場料  無料

TEL  03-6271-3350   http://fujifilmsquare.jp/
アート：簑田利博

デザイン：古屋友章※価格は税込みです。別途サービス料が発生する店舗があります。 ※飲み放題の
ラストオーダーは制限時間終了の30分前です。 ※画像はイメージです。メニューは
変更になる場合があります。 ※掲載のコースをご予約の際は、「ウィンタープレミアム 
パーティ」とお伝えください。

※価格は税込みです。

入館料  （当日）一般1,300円、大学・高校生 1,000円、中学生以下無料 

TEL  03-3479-8600   http://suntory.jp/SMA/
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▶ 詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。 

■ クラフトビール＆ビストロ ■

RIO BREWING & CO．
BISTRO AND GARDEN
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

東京江戸野菜と東京Xの
グリル盛り合わせコース   
4,500円
［全3品］前菜盛り合わせ／東京江戸野菜のチョップドサラダ／東京Xと 
冬野菜のグリル盛り合わせ
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全25種） 
●前日までに要予約（2名様～） ※6名様以上の予約でデザートをサービス

対象時間  17:00～24:00（コースL.O.22:00）

■ シャンパンビストロ ■

orangé
オランジェ  
 プラザ1F／TEL.03-5413-3600

orangé
シーズナルコース Winter  
6,500円
［全11品6皿］前菜６種盛（キャロットラペ、ノルウェーサーモンのマリネなど）／
フレンチフライと黒トリュフ／牛蒡とクワトロチーズのピザ／牡蠣と春菊の
クリームペンネ／岩中地豚のグリル／季節のデザート
●飲み放題150分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全23種）  
●前日23時までに要予約（2～20名様）
※6名様以上の予約でコース価格を6,000円にお値引き

対象時間  17:00～L.O.21:00

■ コンテンポラリーグリル ■

タワーズ
 ザ・リッツ・カールトン東京 45F
　TEL.03-6434-8711

タワーズ 
プレミアムグリルコース   
17,241円（サ別）

[全３品] ロブスターのビスク／ジョン・ストン アイリッシュビーフ リブアイ
300g／デザート（柚子スフレ）
●飲み放題90分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全15種）　
●当日予約可（2名様～） ※6名様以上の予約でお一人様におひとつ〈ラ・ブティック〉
のケーキ（お持ち帰り用）をサービス

対象時間  17:30～L.O.22：00

トリュフ尽くしのコース
6,000円（通常7,000円）の

特別価格が
プレミアム！

PREMIUM 
POINT

飲み放題付き

飲み放題付き

W I N T E R  
P R E M I U M  

P A R T Y

SHOP INFORMATION

diptyque 六本木

左から「フレグランスキャンド 
ル」センティフォリアローズ、 
ダマセナ（190g） 各9,288円

TIME & STYLE MIDTOWN（ガレリア3F）

（ディプティック ロッポンギ／ガレリア1F）
TEL.03-6804-5415

ローズの香りに包まれる
2019スプリングコレクション

お気に入りのインテリアにきっと出合える！

Davidoff of Geneva/Salon des Parfums

WISE・WISE tools

サントリー美術館 shop×cafe

ISETAN SALONE

shiro

（ダビドフ オブ ジュネーブ／サロン デ パルファム／ガレリア１F）
TEL.03-5413-0093

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

（サントリービジュツカン ショップ バイ カフェ／ガレリア３F）
TEL.03-3479-8600

（イセタンサローネ／ガレリア１・2F）
TEL.03-6434-7975

（シロ／ガレリア3F）
TEL.03-3403-4646

洗練されたブレンドで、スパイシーさと
甘みのある後味が豊かに広がる味
わいです。ボックスには城や神社など 
が描かれ、海外の方へのギフトにも 
おすすめです。

陶芸家・米田文が生み出す、手の上
に乗る雛壇。小さいながら、背面や
底面にまで施された絵付けの細やか
さは驚くほど。女の子の幸せを願う、 
大切にしたいお雛様です。

春を迎えるこの時期限定の甘味は、
五色の麩が美しいくず湯。なめらかな
吉野の本くずと、もちもちとした生麩
の食感をお楽しみください。

英国ならではのセンスやユーモアに溢れ、 
人に微笑みをもたらすものづくりを展開する 
アニヤ・ハインドマーチ。靴紐を思わせるレザー
のリボンをあしらった新作バッグなど、19年
春夏コレクションを期間限定でご紹介します。

保湿力の高いカカオ脂やアーモンド油を 
配合したチョコレートの香りのボディク 
リーム。ホイップクリームのようなテクスチャー
で、肌にのせると体温でとろけて、しっとりと
保湿します。

優雅に香る
日本限定シガー

細やかさに魅了される
九谷焼の小さなお雛様

五色の生麩に春を感じる
美しいくず湯をご賞味あれ

英国のセンス溢れる
アニヤ・ハインドマーチの世界

甘いチョコレートの
香りに癒されて

 1月30日（水）～3月5日（火）

 ～３月14日（木）

 ～2月28日（木）

■ ベーカリーレストラン ■

Le Pain Quotidien
ル・パン・コティディアン   プラザ1F
TEL.03-6804-5879

120分飲み放題付 
冬の味覚パーティプラン   
4,000円
［全8品］オーガニックブレッド／アボカドフムス&トルティーヤチップス／ 
チキンコブサラダ／海老と下仁田ネギのアヒージョ／フレンチフライ／ 
紅ズワイガニのシーフードタルティーヌ／大海老と牧草牛のグリル 冬野菜の
根菜ラタトゥイユ添え／プチデザート
●飲み放題120分付き（赤・白ワイン、生ビールなど全13種） 
●6名様以上は前日までに要予約（2～20名様） 
※6名様以上の予約でお土産をプレゼント

対象時間  17:00～23:00（L.O.20：30）

■ イタリアン ■

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
TEL.03-5413-0711 

Meta e Meta    
5,500円（コペルト料別）

対象時間  17:30～24:00（L.O.22：00）

■ フレンチレストラン ■■ インド料理 ■

■ アメリカン ■ ■ カジュアルフレンチグリル＆ワインバー ■

■ 中国料理 ■■ 鉄板焼 ■

■ 和食 ■ ■ 新和食 ■

Artisan de la Truffe ParisNIRVANA New York

Union Square Tokyo GRILL & WINE GENIE’S TOKYO

SILIN 火龍園鉄板焼ステーキ 喜扇亭

宮川町 水簾 HAL YAMASHITA 東京

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

ニルヴァーナ ニューヨーク
  ガーデンテラス1F／TEL.03-5647-8305

ユニオン スクエア トウキョウ
  ガーデンテラスB1／TEL.03-5413-7780

グリル アンド ワイン ジーニーズ トーキョー
  プラザ１F／TEL.03-6434-9406

シリン／ファン・ロン・ユェン
  ガーデンテラス2F／TEL.03-5413-0088

  ガーデンテラス3F／TEL.03-5413-7988 

  ガーデンテラス3F／TEL.03-5413-1881 ハル ヤマシタ トウキョウ
  ガーデンテラス1F／TEL.03-5413-0086

ADT L'Artisan Party Plan
6,000円

Hot Spices Plan
6,500円

シーズナルコース

15,120円（サ別）
冬のあったかパーティシェアプラン 
7,500円

ワインと中華で新年会
6,819円（サ別）

フリーフロー付きランチコース
15,120円（サ別）

ウィンタープレミアムパーティプラン

15,000円
冬の味覚コース
6,800円（サ別）

［全5品］前菜盛り合わせ／ADTオリジナルシーザーサラダ／たっぷり 
トリュフのクリームソースタリアテッレ／米沢豚のロースト トリュフソース／
本日のデザート
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全45種） 
●前日までに要予約（4名様～） ※6名様以上の予約で飲み放題が150分に

[全6品] 冬野菜と鴨肉 シトラスのサラダ／タンドリーチキン カリフワラー
とトマトのロースト添え／バターチキンのカレー／ズワイガニのケララ 
カレー／プレーンナン／デザート ※乾杯シャンパン１杯サービス
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全16種） 
●前日までに要予約（2～60名様） ※6名様以上の予約でチーズナンをサービス

［全5品］ ズワイガニのサラダ／フォアグラソテー／タリアテッレ キャビア
＆キャビアクリーム／福岡産ふるの牛のテンダーロインステーキ（130g）／
季節のデザート、食後のカフェ
●飲み放題120分付き（スパークリングワイン、生ビールなど全19種） 
●前日までに要予約（2～8名様） 
※6名様以上の予約で飲み放題のスパークリングワインをシャンパンにグレードアップ

［全6品］ 三元豚のパテ ド カンパーニュ／ラタトゥイユ／本日の魚介の一品／
彩りサラダ／ジャガイモのクリームグラタン“ドフィノワーズ”／ポトフ
●飲み放題120分付き（シャンパン、赤・白ワイン、生ビールなど全7種） 
●前日までに要予約（2～6名様） ※6名様以上の予約でデザートをサービス

［全9品］前菜3点盛り合わせ／吸い物／サラダ／本日のお魚とホタテ／
焼き野菜／黒毛和牛ステーキ（ヒレ・ロース選択可）／ガーリックライス／
香の物、赤出汁／本日のデザート
●シャンパン飲み放題60分付き 
●当日予約可（1～4名様、14:00までの入店に限る）

［全8品］先付3種（セコガニの茶わん蒸し、海老芋の和え物など）／向付 
2種（炙りイカのウニのせ、寒平目のあん肝巻き）／椀（鯛のかぶら蒸し）／
マナガツオの幽庵焼き／八寸3種／フグの小鍋／ごはん、赤だし／昆布巻き
※仕入れ状況等によりメニューは変更となる場合があります。
●スパークリングワイン飲み放題120分付き 
●前日までに要予約（1～8名様） ※6名様以上の予約で一品サービス

［全5品］前菜（もなか）／旬の鮮魚のカルパッチョ／フォアグラソテー付き
煮込みハンバーグ／ごはん、味噌汁、香の物／ひと口デザート
●当日予約可（２名様～） ※6名様以上の予約でひと口デザートをもう1品サービス

香りが一層高まる冬の黒トリュフをふんだんに使った、トリュフ
ソースでいただく米沢豚のローストや、トリュフたっぷりのタリア
テッレなど、アミューズからデセールに至るまで、上質なトリュフの
芳醇な香りと味わいを堪能できる贅沢なコースです。

能登産のカブや足柄産のトマトなど、全国から直送される新
鮮な食材を上質なスパイスで味わい深く調理。越前産のズワイ
ガニを使ったケララカレーはこの時期だけのプレミアム！ 巧み
なスパイス使いに舌鼓を打ちながら、体も芯から温まります。

メインの最高級黒毛和牛「ふるの牛」のテンダーロインは、都内
ではここでしか味わえないという逸品。その他、旬のズワイガニの
サラダ、フォアグラのソテー、キャビアを使ったタリアテッレなど、
豪華食材をふんだんに使ったプレミアム感満載の限定コースです。

三元豚を香草とお酒で漬け込んで作るこだわりのパテドカン
パーニュをはじめ、シャンパンに合う冬のメニューが勢揃い。 
メインのポトフは牛の希少部位“たすき”を鶏や野菜のブイヨン
で柔らかく煮込んだ逸品。大人の空間でプレミアムな夜を。

豆腐ベースの調味料、腐乳を使った旬菜の炒め物や点心など、
シリンの人気メニューが堪能できる嬉しいコース。土鍋仕立ての
白湯スープは、コラーゲン豊富でまろやかな旨味の逸品。シャン
パンやワインとのペアリングで、料理とのマリアージュを楽しんで。

熟練の目利きが厳選する黒毛和牛は、サシも美しく舌の上で
とろける柔らかさ。鯛や帆立、ハマグリなど、厳選されたフレッ
シュな旬の魚介や野菜に加え、シャンパンのフリーフローも 
楽しめる、まさに贅沢づくしのコースです。

京都・宮川町の和食の名店からは、京都らしい遊び心を堪能で
きる雅なコース。旬のタラを使ったミニフィッシュバーガーや、 
ふぐに色鮮やかな野菜が添えられたてっちり小鍋など、小さな
器で次 と々供される美しく繊細な世界に、目も舌も満たされます。

土鍋仕立ての煮込みハンバーグは、フォアグラのソテーを添え
た濃厚な味わいが人気の絶品メニュー。オーダーごとにスト 
ウブの鍋で炊きあげるご飯と共に、熱々をいただけます。極上 
素材を駆使した新和食の数々をお楽しみください。

対象時間  17:30～23:00（L.O.20：30）対象時間  月－土 17:00～24:00、日・祝 17:00～23:00（L.O.22：00）

対象時間  17:00～23:00（L.O.22：00） 対象時間  17:00～24:00（L.O.21：00）

対象時間  17:00～24:00（L.O.22：00） ※第1・3火曜定休対象時間  11:00～15:00（L.O.14：00）

対象時間  月－土17:00～24:00、日・祝17:00～23:00（コースL.O.20：00） 対象時間  17:30～24:00（L.O.23：00）  ※月曜定休、祝日の場合は翌日休み

ダビドフ エクスクルーシブ ジャパン 2018 
70,000円（10本入り）

〈アニヤ・ハインドマーチ〉
Shoe Lace 139,320円

ショコラ ホイップ ボディクリーム
3,456円（数量限定） 生麩のくず湯  918円

米田 文  雛壇各種 10,800円～
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乾杯シャンパンと越前漁港
直送のズワイガニが
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TOKYO MIDTOWN

INTERIOR CAMPAIGN

● 1万円（税別）以上ご購入で配送料無料
● 5,000円（税別）以上ご購入で500円商品券プレゼント！（先着順）2大特典

W I N T E R  PR E M I U M  PA R T Y
T O K Y O  M I D T O W N

開催中   3.3 sun
東京ミッドタウンの名店から、旬の食材にこだわり抜いた
期間限定のプレミアムなプランをご用意しました。

冬の滋味を五感で堪能する、贅沢なひとときをお過ごしください。

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

飲み放題
付き

ペアリング
付き

毎年人気のインテリアキャンペーンを今年も開催。期間中は、お得な2大
特典をはじめ、参加店舗ごとにインテリア相談会やノベルティプレゼント、
作品展など、うれしいイベントも目白押し！ ぜひ、この機会にお気に入りの
家具や雑貨を見つけてみませんか。

飲み放題付き

飲み放題付き

飲み放題付き

IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC（ガレリア3F） ※上・左下

2月1日（金）～3月31日（日）

［参加店舗］ IDÉE SHOP／IDÉE CAFÉ PARC、KONCENT、STYLE MEETS 
PEOPLE、TIME & STYLE MIDTOWN、TLB home、テネリータ、中川政七商店街、
日本橋 木屋、HARMAN Store、箸長、菱屋カレンブロッソ、HIDA、ファーバーカス
テル、Flagship 212 KITCHEN STORE、WISE・WISE tools
※500円商品券はなくなり次第終了となります。 ※〈中川政七商店街〉は配送料無料サービスの
対象外です。 ※特典以外のキャンペーンやイベントについては、各店舗にお問い合わせください。

ディプティック’19年春のコレクションは、センティフォ 
リアローズとダマスクローズのキャンドル。それぞれ 
の香りを楽しむのはもちろん、2つを同時に灯せば、
爽やかで繊細な香りと、官能的で蜜のようなアクセン
トが溶け合ったバラの香りが広がります。

［全12品4皿］わいわい色々前菜（カルパッチョ、カプレーゼ、モルタデッラな
ど6種）／ピッツァ（メタメタ）シラスとトマト＆サルシッチャとほうれん草／ 
パスタ（メタメタ）アサリとカラスミのスパゲティ＆ボルチーニのクリームソース 
リガトーニ／デザート／コーヒー
●当日予約可（２～50名様） ※6名様以上の予約でウェルカムドリンク（スパーク 
リングワインorブラッドオレンジジュース）をサービス

［全5品］前菜盛り合わせ／手作り点心3種／旬菜の腐乳炒め／海老ワンタン
と鶏の白湯スープ 土鍋仕立て／選べるデザート
●ペアリング3杯付き（シャンパン、赤・白ワイン）　
●前日までに要予約（2～8名様） ※６名様以上の予約で食後の中国茶をサービス

02 03 04

JANUARY /  FEBRUARYEVENTS

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし 民藝 MINGEI
-Another Kind of Art展

JAGDAつながりの展覧会 Part 2 
チャリティ・アート・タンブラー

写真歴史博物館 企画写真展
色彩の写真家（たびびと） 前田真三

出合いの瞬間をもとめて 第2部「丘の時代」

2月6日（水）～3月31日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）

※金・土、および2/10（日）、3/20（水）は20:00まで開館
開催中～2月24日（日）

10：00～19：00 （入場は18：30まで） 

2月1日（金）～3月10日（日）
11：00～19：00 開催中～2月28日（木）

10：00～19：00 （入館は18:50まで）

休館日  火曜日（3/26は開館）

※会期中展示替えがあります 
WEB割：ウェブサイト限定割引券提示で100円割引／携帯割：携帯サイトの割引券画面提示で100円割引／
あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引 ※割引の併用はできません

サントリー美術館
（ガレリア3F）

21_21 DESIGN SIGHT
（ミッドタウン・ガーデン）

東京ミッドタウン・デザインハブ
（ミッドタウン・タワー5F）

フジフイルム スクエア
（ミッドタウン・ウェスト1F）

風刺画や妖怪画で海外でも人気の“画鬼”
河鍋暁斎。幕末・明治の動乱期に独自の
道を切り開いた足跡をはじめ、先人たち 
の作品と真摯に向き合い、さまざまな 
流派や画法にも取り組んだ作画活動の
一端を浮き彫りにします。

日本民藝館館長でもある深澤直人が、同
館の所蔵品から146点の民藝を選び抜き、
紹介するほか、映像や写真、資料などの多
彩な展示を通して、これからのデザインのイ
ンスピレーションとなる「Another Kind of 
Art=民藝」を紐解いていきます。

障害のあるアーティストの作品をデザインし
たタンブラーを展示・チャリティ販売します。
製造原価を除く収益は日本パラリンピアン
ズ協会に寄付。デザインの“つなぐ力”で、
障害のあるアーティストとパラリンピアンを
応援します。

風景写真の巨匠・前田真三。第
2部では、1971年の美瑛の丘
との出合い以降に撮影された
作品群を前田がこだわったダ
イトランスファープリントで展示。
彼の美学や思想、生き方までも
が凝縮された素朴で力強い作
品をご堪能ください。

Feb

2

Feb

28

鳥獣戯画 猫又と狸 河鍋暁斎 
一面 19世紀 河鍋暁斎記念美術館

［展示期間：3/6（水）～31（日）］

「麦秋鮮烈」北海道美瑛町
1977年（第２部より）写真：前田真三

©Shinzo Maeda, Tankei

Mar

31
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6

Mar

10

Feb

1

休館日  火曜日
入場料  一般1,100円、大学生800円、
高校生500円、中学生以下無料 

TEL  03-3475-2121   http://www.2121designsight.jp/
※各種割引についてはWEBサイトをご覧ください

入場料  無料
TEL  03-5770-7509
日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
http://designhub.jp/ 休館日  なし    入場料  無料

TEL  03-6271-3350   http://fujifilmsquare.jp/
アート：簑田利博

デザイン：古屋友章※価格は税込みです。別途サービス料が発生する店舗があります。 ※飲み放題の
ラストオーダーは制限時間終了の30分前です。 ※画像はイメージです。メニューは
変更になる場合があります。 ※掲載のコースをご予約の際は、「ウィンタープレミアム 
パーティ」とお伝えください。

※価格は税込みです。

入館料  （当日）一般1,300円、大学・高校生 1,000円、中学生以下無料 

TEL  03-3479-8600   http://suntory.jp/SMA/
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VALENTINE CRANBERRY（左）、VALENTINE IYOKAN（右） 各1,944円
MIKAN 1,836円

カカオ豆からチョコレートになるまでの全行程を手作業で行う、人気のビーン 
トゥ バー専門店からは、クランベリーといよかんのフルーティなタブレットが登場。
みかんは東京ミッドタウン限定。和紙に施された美しいデザインも魅力です。

green bean to bar CHOCOLATE

期間限定ショップ  グリーン ビーン トゥ バー チョコレート ガレリアB1／
TEL.070-1217-6673 ※～2/14（木）まで

ボンボン ショコラ 5個詰合わせ
2,268円

口の中でソフトにとろける上質なショコラ。香ばしいゴマの「ウーヴル トワ」
や、ブランドを代表する、バラとライチとフランボワーズの「イスパハン」、 
ショウガ風味の「ルー」など、独創的な5種を楽しめるアソート。

PIERRE HERMÉ
PARIS

東京ミッドタウン限定

期間限定ショップ  ピエール・エルメ・パリ ガレリアB1／TEL.03-5485-7788（本社）
※～2/14（木）まで

05 06

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

MIDTOWN ICE RINK
in Roppongi
開催中～3月3日（日）
11：00～22：00（受付は21：00まで）

［場所］ 芝生広場

Mar

& MORE INFORMATION JANUARY /  FEBRUARY

◯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」下車徒歩約1分
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◀駐車場入り口

東京ミッドタウンカード会員様へ大切なお知らせ

詳しくは、東京ミッドタウンオフィシャルサイトまで

いつも東京ミッドタウンを
ご愛顧いただきありがとうございます。

2019年春、東京ミッドタウンカードが生まれ変わります。

東京ミッドタウンカードカウンター（ガーデンテラスB1）
TEL：03-3408-0031（受付時間11：00-21：00）

［お問い合わせ］

東京ミッドタウンの芝生広場に、都内最大級の屋外アイススケート
リンクが今年も登場！ 都会のまん中とは思えない開放的な空間 
で、日中は青空とガーデンの緑に囲まれて、夜は美しいイルミネー
ションやビルの夜景の中でスケートを楽しめます。リンクサイドに
はスケート靴を履いたまま利用できる暖房完備の休憩エリアも 
オープン。スケートの後は、カフェチケットで温かいドリンクやアル
コールをお楽しみください。

大人（高校生以上）   2,000円
小人（中学生以下）   1,500円 

平　  日：

土・休日：

回数券（10枚綴り、貸靴料込み）   大人  14,000円、 小人  10,000円

○ロッカー使用料 100円　
○ワンコインレッスン 500円（1回30分）
　火・木曜日 15：30～16：00／水曜日 19：30～20：00
　※レッスン開始1時間前より受付にて募集いたします。

○入場料

大人（高校生以上）   2,300円
小人（中学生以下）   1,800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）

館内で利用できる
カフェチケット付き！

お子さまに人気のそりも
ご用意！
○貸出料 500円

※事故防止のため必ず手袋の着用をお願いいたします。 ※ヘルメットは無料でお貸出し
いたします。 ※手袋、靴下の販売もしております。 ※カフェチケット対象店舗は、チケット
中面をご覧ください。

3

EVENT CALENDAR
1月 JANUARY 2月 FEBRUARY

25  
金

26
土

27
日

28
月

29
火

30
水

31
木

1
金

2　
土

3
日

4
月

5
火

6
水

7
木

8
金

9
土

10
日

11
月・祝

12
火

13
水

14
木

15
金

16
土

17
日

18
月

19
火

20
水

21
木

22
金

23
土

24
日

25
月

26
火

27
水

28
木

ショップ&レストランなど
ガレリア、ガーデンテラス、プラザ

芝生広場

サントリー美術館
ガレリア3F

21-21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン

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
ミッドタウン・ウェスト1F
★の展示は最終日16:00まで

MIDTOWN ICE RINK in Roppongi   開催中–3月3日（日）

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館 色彩の写真家（たびびと） 前田真三 出合いの瞬間をもとめて 第2部 「丘の時代」   開催中−2月28日（木）

第29回 NHK学園生涯学習写真展★

2月8日（金）–14日（木）

中塚雅晴写真展「出雲大社平成大遷宮御修造」★

2月1日（金）–7日（木）
江口愼一写真展「風の詩集」★

2月15日（金）–21日（木）
小川誠写真展「3,000ｍのドラマ 北アルプス」★

2月22日（金）–28日（木）
2018年 毎日写真コンテスト優秀作品展★

 1月25日（金）–31日（木）

富士フォトネット（FPN）写真展「富士光彩」★

2月1日（金）–7日（木）
南佐和子写真展「ICELAND」–アイスランド 最果てのドラマ–★

2月15日（金）–21日（木）
黒原範雄写真展「自然との邂逅」★

2月22日（金）–28日（木）
木邑 旭宗写真展「LOVE & PEACE」★

1月25日（金）–31日（木）

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし   2月6日（水）– 3月31日（日）

民藝 MINGEI -Another Kind of Art展   開催中–2月24日（日）

「OBI KONBU」展   開催中–2月18日（月） 「民藝運動フィルムアーカイブ 特別上映イベント」  
2月21日（木）–24日（日）

JAGDAつながりの展覧会 Part 2 チャリティ・アート・タンブラー
2月1日（金）– 3月10日（日）

TOKYO MIDTOWN Valentineʼs Day   1月25日（金）– 2月14日（木） TOKYO MIDTOWN White Day   2月15日（金）– 3月14日（木）

TOKYO MIDTOWN WINTER PREMIUM PARTY   開催中–3月3日（日）

「河鍋暁斎」展開催記念 チケット付きランチメニュー   2月6日（水）–3月31日（日）

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN   2月1日（金）– 3月31日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

20×42ｍの都内最大級屋外アイスリンク

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/

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 

お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

（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。

［ショップ］ ［レストラン］

Facebook 東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

※価格は税込みです。 ※写真はイメージです。

1.25fri 2.14thu

The Ritz-Carlton 
Café & Deli

ハート缶 （5個入り）
3,456円 ※1/26（土）より販売

ハート缶のまん中には、キャラメル風味の真っ赤なハートのボンボンショコ
ラ。香り高い「シャンパーニュ」や、薔薇と甘酸っぱいラズベリーの「ローズ
ラズベリー ファンシー」など、大人を魅了する5つの味わい。
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 

JEAN-PAUL HÉVIN PLAIN PEOPLE

Toshi Yoroizuka

選ぶ楽しみ、贈る喜び、特別な日のとっておきショコラ
カジュアルなタブレットから、人気ショコラティエの名作まで、味も形もさまざま。

大切な人へ、自分へのご褒美に、あなただけのとっておきをセレクトして。

Tokyo Midtown

Valentine's Day

PALETAS

フルーツタブレットショコラ
各750円〜

カラフルなチョコレートバーに、ドライフルーツやナッツをトッピングしたポップ
で華やかなタブレット。木苺ローズ、抹茶柚子、マロンとブルーベリーなど選
ぶのも楽しい8種のフレーバーは、友チョコや自分へのギフトにおすすめ。
パレタス ガレリアB1／TEL.03-6447-4445

ロンハーマンカフェオリジナルチョコ （3個入り）
1,000円 ※2/1（金）より販売

ハートの「カシスルージュ」に、ガナッシュをブラックチョコでコーティングした
「パレ・オール」、レモン風味のホワイトチョコレートの人気オリジナルチョコ 
詰め合わせ。“THANK YOU”の文字でさりげなく感謝の想いを伝えて。
ロンハーマン ガーデンテラスB1／TEL.03-6447-0562（カフェ）

Ron Herman

オープニングトーク
2月1日（金）

ボワットゥ ショコラ 10個入 ヴォワヤージュ
4,428円

「VOYAGES-VOYAGE（旅すること）」をテーマに、自由の女神をデザインした
「リベルテ」や再会の情景を表現した「ハロー」など、新作ショコラを含む限
定コレクション。世界各地の旅の思い出をあしらったパッケージもキュート。
ジャン=ポール・エヴァン ガレリアB1／TEL.03-5413-3676

Yoroizuka Collection 2018 （4個入り）
1,900円

「2018 Salon du chocolat PARIS」で最高位の金賞を受賞したコレクション。
スモーキーな香りをつけ、隠し味に醤油とリンゴを使った「スモーク」のほか、
爽やかな酸味の効いた「マンゴライム」など、独創的な４種を堪能できます。
トシ ヨロイヅカ プラザ1F／TEL.03-5413-3650

〈MY HONEY〉 BOUDDICA HONEY JEWELRY （6個入り）
3,132円

砂糖や添加物、合成甘味料を一切使わず、はちみつとカカオだけで作られ
たヘルシーショコラ。ゆず、ピーナッツ、フランボワーズ、ヘーゼルナッツ、 
ジンジャー、カカオニブをそれぞれあしらった美しく繊細なルックスも魅力。
プレインピープル ガレリア2F／TEL.03-6804-5158

pâtisserie
Sadaharu AOKI

paris

AOKI 2019 （6個入り）
3,078円

2018年フランスのショコラ品評会で最高位を受賞した「スル デル ラゴ」
「パッション」「プラリネ マッチャ」「ミエル セザム」の4種すべてを味わえる贅沢
なアソート。新作「フレーズ ピスターシュ」とハートの「プラリネ オレ」も添えて。
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ ガレリアB1／TEL.03-5413-7112

11：00   21：00 11：00   24：00

※貸靴料込み ※付き添いの方は入場料300円 

※荒天時は営業を中止する場合があります。 ※イルミネーションの点灯時間は17:00から
22:00です。 ※イベント等により営業時間が変更になる場合があります。 
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