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MARCH /  APRILART & ENTERTAINMENT   EVENTS

今年で13回目を迎える、才能あふれるデザイナーやアーティストを発掘・応援する「TOKYO 
MIDTOWN AWARD 2020」。アートコンペは5月11日（月）、デザインコンペは6月26日（金）から
募集開始。皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしています。
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ガレリア1F～3F

プラザB1

ショップ&レストラン
ガレリア、ガーデンテラス、プラザ

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

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

ストリートミュージアム   3月20日（金・祝）–5月31日（日）

TOKYO MIDTOWN SPRING PAIRING MENU／SPRING FOOD & SWEETS   3月20日（金・祝）–4月19日（日）

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN   開催中–3月31日（火）

春のロングライフデザイン・ショウ
4月15日（水）−5月9日（土）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

江口愼一写真楽園第5回作品展「光の森」★

4月3日（金）−9日（木）

第71回  中日写真展・東京展★

4月3日（金）−9日（木）

【写真家たちの新しい物語】 花井 達 写真展「祝！結婚」★

4月17日（金）−30日（木）

第29回 林 忠彦賞受賞記念写真展★

4月17日（金）−23日（木）

Spring Flower Display ～Flower Art Award pre～　3月20日（金・祝）–4月19日（日）

※グランプリ受賞者をUniversity of Hawai’iのアートプログラムに招聘  ※入賞者ひとり（または1グループ）
につき、制作補助金100万円を支給 ※受賞者ひとり（または1グループ）につき、副賞としてトロフィーを
贈呈 ※賞金総額：790万円（制作補助金含む） ※各受賞者に、翌年春に東京ミッドタウンにて開催
されるアートイベントにて新作を発表することができるなど、様々な受賞後サポートが提供されます。

※各施設の開館及び展示情報については、予告なく変更になる場合がございます。最新情報は各施設のオフィシャルサイトよりご確認ください。

テーマ  応募者が自由に設定
募集期間 5月11日（月）～6月1日（月）
審査員   大巻伸嗣、金島隆弘、川上典李子、

 クワクボリョウタ、鈴木康広  ［敬称略／五十音順］
賞   グランプリ（1点）100万円

 準グランプリ（1点） 50万円
 優秀賞（4点） 各10万円

アートコンペ

※グランプリ受賞者を国際家具見本市「ミラノサローネ」開催中にイタリア・ミラノへご招待
（グループの場合は2名まで） ※賞金総額：220万円 ※受賞者ひとり（または1グループ）につき、
副賞としてトロフィーを贈呈 ※受賞・入選作品の公表後に、実現に向けたサポートを行います。  

テーマ  DIVERSITY
募集期間 6月26日（金）～7月20日（月）
審査員   石上純也、伊藤直樹、えぐちりか、川村元気、  

 中村勇吾  ［敬称略／五十音順］
賞   グランプリ（1点）100万円

 優秀賞（3点）各30万円
 ファイナリスト（6点） 各5万円

デザインコンペ

TOKYO MIDTOWN AWARD 2020 開催決定！Union Square Tokyo 
ニューヨーク発の人気店 、
待望のリニューアルオープン！

◯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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TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

FUJIFILM SQUARE 企画写真展
田沼武能写真展「わが心の東京」

開催中−4月1日（水）

第59回 富士フイルムフォトコンテスト
入賞作品発表展★

4月10日（金）− 16日（木）

FUJIFILM SQUARE 企画写真展
田沼武能写真展

「 わが心の東京 」

㊙展 めったに見られない
デザイナー達の原画

開催中～5月10日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 開催中～4月1日（水）

10：00～19：00 （入場は18：50まで）

4月15日（水）～5月9日（土）
11：00～19：00 

FUJIFILM SQUARE
（ミッドタウン・ウェスト1F）

東京ミッドタウン・デザインハブ
（ミッドタウン・タワー5F）

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）

すぐれたプロダクトの選定やデザイン展の開催
を通して、日本のデザインに貢献してきた日本 
デザインコミッティー。その現メンバー達が、創造
の過程で生み出してきたスケッチ、図面、模型など 
を通して、彼らの思考プロセスを垣間見ること
ができます。日本のデザインの豊かな蓄積を
未来に活かすきっかけになることを目指します。

春のロングライフデザイン・
ショウ

1670～90年代に有田で焼かれた柿右衛門様式
の磁器は、かのマイセン窯でも写しが作られる
ほどヨーロッパでも好まれた作風。本作は花鳥文
に彩られた蓋付の六角壺で、ドイツのドレスデン
州立美術コレクションなどに類品が見られます。
※10/14（水）より開催のリニューアル・オープン記念展 「美を結ぶ。
美をひらく。」（仮称）にて展示予定

TEL  03-3479-8600   http://suntory.jp/SMA/

休館日  3月31日（火）まで臨時休館、火曜日（5/5は開館）
入場料  一般1,200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。

松屋百貨店屋上の
新型機スカイクルーザー

浅草 1954年
 撮影：田沼武能

入場料  無料
TEL  03-6743-3777（日本デザイン振興会）

https://designhub.jp

日本デザイン振興会が1980年より実施して
いるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞は、
ユーザーから高い支持を得て、時代の変化に
関わらず長年にわたりその価値を社会に提供し
続けているデザインに贈られる賞。本展では、
身近なロングライフデザインと、そのデザインの
背景やストーリーを紹介します。

入場料  無料
TEL  03-6271-3350 

http://fujifilmsquare.jp/
※写真展、イベントはやむを得ず
中止・変更させていただく場合が
ございます。予めご了承ください。

2019年11月、写真の分野では初となる文化
勲章を受章した田沼武能。写真表現の可能
性にエネルギッシュに挑戦し続けて70年余、 
今なお現役で活躍しています。ファインダーを 
通して真摯な眼差しで見つめ続けた「人」を 
軸に、「戦後東京」の復興、「大都市東京」の 
発展・変貌をとらえた数々の力作を展示します。
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1サントリー美術館は
現在改修工事のため休館しております。

 2020年5月13日（水）に
リニューアルオープンいたします。

一合 有田 江戸時代 17世紀

サントリー美術館所蔵 名品ギャラリー❷

色絵花鳥文六角壺

 詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。 www.tokyo-midtown.com/jp/award/

Union Square Cafeの姉妹店の枠を超え、 
ニューヨーク発Union Square Hospitality 
Groupのダイニングカルチャーを感じられる
お店として生まれ変わります。メニューや
インテリアを一新し、旬の食材を使った
料理を囲みながら、気の合う仲間たちと
明日への活力を高めていく。そんな体験が
できるレストランです。

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

改修工事のため5月12日（火）まで休館 

3月31日（火）まで臨時休館
㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画　開催中−5月10日（日）

「日本の美を追い求めた写真家・岩宮武二 京のいろとかたち」  開催中−3月31日（火） 「100年前にカワセミを撮った男・下村兼史－日本最初の野鳥生態写真家－」  4月1日（水）−6月30日（火）

3月20日（金・祝）リニューアル OPEN

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。
www.tokyo-midtown.com/jp/mail/

東京ミッドタウン
メールマガジン
登録募集 

オフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com

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

03-3475-3100

11：00   21：00 11：00   24：00

［  ランチ ］ 11:00～15:00（L.O.14:00）
［ディナー］ 17:00～23:00（L.O.22:00）
［土・日・祝］ 11:00～23:00（L.O.22:00）

東京ミッドタウンカード新規会員募集中 !
全国の三井ショッピングパークポイント対象施設でつかえる！

※東京ミッドタウンカード《セゾン》プレミア・アメリカン・エキスプレス®カード：初年度年会費無料
（通常年会費3,000円／税抜）

※写真展、イベントはやむを得ず
中止・変更させていただく場合が
ございます。予めご了承ください。

※状況により休館を延長させて
いただくこともございます。最新情報
は21_21 DESIGN SIGHTウェブ
サイトでお知らせいたします。

※状況により休館を延長させていた
だくこともございます。最新情報は
21_21 DESIGN SIGHTウェブサイト
でお知らせいたします。

税抜100円（総額110円）ごとに1ポイント優待1 

東京ミッドタウン（六本木）駐車場平日１時間無料優待2 

東京ミッドタウンカード

入会費・年会費永年無料

クレジット決済時、
税抜100円（総額110円）ごとに2ポイント

優待1 

東京ミッドタウン（六本木）駐車場
いつでも１時間無料

優待2 

割引などのご優待サービス優待3 

東京ミッドタウンカード《セゾン》

2020 年 03 月 12 日 10 時 13 分　　仕上がり　天地 407- 左右 544

赤尾下版20216-7936
 TOKYO MIDTOWN SCENE 2020
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SHOP  INFORMATION

3月20日(金・祝)～4月12日（日）

期間限定ショップ
（ガレリアB1）
TEL.090-3218-7689（期間中のみ）

キャラメル専門ブランドが手掛けるス
イーツの限定ショップ。甘さや食感の異
なるキャラメルをクッキーで挟んだ人気の

「ダブルキャラメルムーン」など、3 種類
のキャラメルスイーツが登場します。

さまざまな味わいが楽しめる
絶品キャラメルスイーツ

KONCENT
（コンセント／ガレリア3F）
TEL.03-6432-9157

超軽量で水に強い高密度ナイロンを使
用した「ライトショッパー」は、コンパクトに
畳んで持ち運べる優れもの。持ち手も長
めで持ちやすく、カラーは5色展開です。

風のような軽さの
シンプルなショッパー

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

西伊豆にガラス工房を構える生島賢、明
水夫妻による作品展「GORILLA GLASS 
GARAGEの仕事 vol.3」を開催。伸びやか
で色彩豊かな作品をご紹介します。

遊び心があふれる
個性豊かなガラスの世界

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

様 な々分野で活躍するクリエーターたちが、
日本の匠の技と加工技術により、素
材に新たな価値を生み出す「BESPOKE 
MATERIALS JAPAN」展を開催します。

素材を覚醒させ
空間を豊かにする創造力

HELEN KAMINSKIdiptyque 六本木キャラメルマンデー
（ヘレンカミンスキー／ガレリア2F）
TEL.03-3470-3341

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

浅めのクラウンに大ぶりのダウンブリム
が、エレガントな大人の雰囲気を醸し出す
新作のラフィアブレードハット「ANTILLA」。
長いリボンをうなじあたりで結ぶと、シック
な夏スタイルに仕上がります。

〈diptyque〉のベストセラーフレグランス「ド 
ソン」が香る、ヘアミストが登場。髪にツヤを
与えて保護する効果のあるカメリアオイル
を配合し、しっとりなめらかな手触りと爽や
かで甘い香りをキープしてくれます。

ドラマチックな装いの
2020春夏の新作ハット

人気フレグランスの
香り高いヘアミスト

ANTILLA  46,000円ヘアフレグランス  ド ソン 6,300円

世界で最も影響力のあるシューズデザイナーと評さ
れるマノロ・ブラニク。彼が手掛ける精巧なラストと
ユニークなデザインが織り成すシューズの数々は、唯
一無二のラグジュアリーな世界観で人々を魅了し
ます。そんな作品の新たな舞台となるこの直営店で
は、2019年から本格展開を始めたメンズを中心に、
レディスも展開。鮮やかな色彩を放つ豊富なライン
ナップから、お気に入りの一足を見つけて。

イタリア屈指の高級レザーブランド〈Felisi〉の国内初となる
コンセプトショップ。日本未展開のレディスバッグや革小物
をはじめ、〈Felisi DOG〉や〈Felisi Casa〉などのライフス
タイル系アイテムも久々に登場。厳選された上質な素材を
生かし、職人の手作業により一つひとつ丁寧に作り上げ
られたレザーアイテムは、年月を経るほどに味わいを醸し
出していきます。

1894年創業、皇室御用達の有田焼窯元〈深川製磁〉に
よる、ティータイムをテーマとした新業態のティー＆ギャラ
リー。日本古来の登り窯で作られた表情豊かなデミタス
カップや、スイーツブランドとコラボレーションした器など、
ここでしか手に入らない限定商品も登場。また、紅茶や
スイーツを楽しめるティーカウンターも併設し、実際に器を
使うことでその魅力を実感することができます。

2 019年秋冬シーズンに、ユナイテッドアローズからデ
ビューしたばかりの新ブランド〈LOEFF〉の直営第1
号店。すべての服が持つ歴史や物語、ルーツを大切に
した真摯な物づくりから生まれる、“年齢を重ねても
大切にしたい日常着”を提案。シーズンコレクションの全
アイテムに加え、オリジナル商品に合わせた小物などの
セレクトアイテムもラインナップ。素材やディテールにこだ
わった、大人のための日常着を楽しめるショップです。

1996年の創業以来「生活に溶け込んだデリカテッセン」をコンセ
プトに、デイリーフードをスタイリッシュに提供する〈PARIYA〉が
登場。好みに合わせてセレクトで
きる「デリカテッセン スタイル」
で、スパイスやハーブを織り混
ぜた新感覚のデリや人気の
ショートケーキなど、豊富なメニ
ューをお楽しみいただけます。

その味わいと満足感にリピーターが絶えない、人気のカスタムサ
ラダ専門店。約30種類のトッピングや、チョップするサイズ、ドレッ
シングなど、自分好みにカス
タマイズしたサラダが楽しめ
ます。専用のモバイルオー
ダーアプリで事前注文&決済
も可能。急いでいる時でもス
ムーズにピックアップできます。

ラーメン店〈つじ田〉の創業者辻田雄大と、天丼店〈金子半之
助〉の創業者金子真也が作り上げた海鮮丼専門店〈つじ半〉。 
メニューは「ぜいたく丼」の一
品勝負で、海鮮をこれでもか
と盛った山盛りの丼は、〆に
ゴマだれに漬けた鯛の切り
身と鯛出汁をかけて、お茶漬
けとして召し上がりください。

この春、日常をアップデートする注目のニューショップがオープン
N E W  S H O P S  O P E N

TOKYO MIDTOWN

ガレリア1F／シューズ（レディス・メンズ）  
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-6447-1314 　

ガレリア2F／バッグ・革小物
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-5413-5699

ガレリアB1／デリカテッセン
営業時間 11：00～21：00（L.O. ランチ17：00  ディナー21：00）

TEL.03-6434-7671

ガレリアB1／カスタムサラダ
営業時間 11：00～21：00

TEL.03-6804-6809

ガレリアB1／海鮮丼
営業時間 11：00～21：00（L.O. 20：30）

TEL.03-6271-5067

ガレリア3F／磁器・カフェ
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-6447-5500

ガレリア2F／レディス・メンズ
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-5786-0877

フェリージ コレクション

MANOLO BLAHNIK LOEFF

Felisi COLLECTION

PARIYA DELICATESSEN CRISP SALAD WORKS 日本橋海鮮丼 つじ半

FUKAGAWA SEIJI 1894 ROYAL KILN & TEA

靴好きを虜にするラグジュアリーシューズ 大人のための日常着

〈Felisi〉初のコンセプトショップが登場 触れて使って実感できる老舗窯元の名器

ケーキも充実したデリカテッセン 自分好みにカスタムできる絶品サラダ 日本橋で行列必至の海鮮丼専門店

  ▶4月3日（金）～16日（木）  ▶3月27日（金）
～4月19日（日）

ライトショッパー 6,000円

※価格は消費税抜きの本体価格です。別途サービス料が発生する店舗があります。  ※写真はすべてイメージです。メニューは変更になる場合があります。

3月18日（水）
OPEN

4月下旬
OPEN

4月
OPEN

初夏
OPEN

4月24日（金）
OPEN

3月30日（月）
OPEN

マノロ ブラニク ロエフ

フカガワセイジ 1894  ロイヤルキルン アンド ティー 

パリヤ デリカテッセン クリスプ・サラダワークス ニホンバシカイセンドン ツジハン

◆オープン記念商品として登り窯で作られた
　デミタスカップを販売（70個限定）

桜view 桜view

桜view

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

ロゼスパークリング含む飲み放題付歓迎会コース   4,545円
※3名様～/120分制(90分L.O.) 写真は4名様分

インド料理

鉄板焼ステーキ 喜扇亭フィリップ・ミル 東京
  ガーデンテラス3F／TEL.03-5413-7988  ガーデンテラス４F／TEL.03-5413-3282

桜の開花に合わせ、「シャンドン ロゼ」のフリーフロープランをご用意。老舗から受け継ぐ卓越した技で
焼き上げた高級黒毛和牛のステーキや旬の食材とともに、心ゆくまでご堪能ください。

目と舌で春を楽しませる「桜香る鮪のカルパッチョ 石川県高農園の桜の花に見立てた根菜のコポー」が
前菜として登場。桜の塩漬けでアクセントを付けたマグロにロゼ・シャンパーニュが見事に寄り添います。

鉄板焼フランス料理 

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

特注の石窯でじっくりと焼き上げる「イベリコ豚の塩釜焼き」は、木槌で鏡開きのようにいただく、
祝いの席におすすめの一品。クエルチオーニ・ランブルスコ・ロゼが飲み放題でお得に楽しめます。

前菜からタンドール、カレーなど随所に桜をあしらった、春にしか味わえない全5品のスペシャルコー
ス。スパイシーな料理とも相性の良い「シャンドン ロゼ」とのマリアージュを、ぜひ堪能して。

クラフトビール&ビストロ

SAKURAコース   7,728円   ※シャンドン ロゼ グラス1杯付き

SILIN 火龍園／鉄板焼ステーキ 喜扇亭／NIRVANA New York／HAL YAMASHITA 東京／まるや本店／フィリップ・ミル 東京／宮川町 水簾／
RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN／THE COUNTER 六本木／OBICÀ MOZZARELLA BAR／Le Pain Quotidien参 加 店 舗

春の美食×泡のマリアージュ

SPRING SWEETS

スパークリングワインやシャンパンにぴったりな、ペアリングメニューをご用意しました。
春の訪れを感じさせる旬の食材を使った、スペシャルな逸品はこの時期だけのお楽しみ。

桜やいちごをあしらって、スイーツたちも春爛漫!

サクラヨーグルトソフト
550円

PALETAS（パレタス）
 ガレリアB1／TEL.03-6447-4445

ノンファットのフローズンヨーグルトソフトに、い
ちごや白桃、黄桃をのせ、桜餅のような味わい
のサクラソースをトッピング。ヨーグルトのコク
と甘酸っぱいフルーツのハーモニーが絶品！

さくらババロア
500円

サン・フルーツ
 ガレリアB1／TEL.03-5647-8388

満開の桜の花を閉じ込めたドーム型のさくら
ゼリーは、まるで宝石のよう。甘酸っぱいゼリー
の下には濃厚なミルク風味のババロアを忍
ばせた、春の定番人気スイーツです。

※販売は桜が散るまで

スフレ オ プランタン
1,300円

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

焼きたてのふわふわスフレの中には、桜風味
のメレンゲ、カスタードクリーム、あんこ、ベ
リーのコンフィチュールがイン。桜リキュールの
ソースや桜餅を添えた、春を感じるひと皿。

EAT INEAT IN TAKE OUT TAKE OUT

桜ロールケーキ
3,800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

春の桜をイメージして、甘酸っぱいいちごと
桜クリームをやわらかなピンクのスポンジで
包み込んだロールケーキ。見た目にも華や
かで、贈り物にもおすすめです。

TAKE OUT

いちご甘酒
720円

SAKE SHOP 福光屋
 ガレリアB1／TEL.03-6804-5341

フレッシュないちごをふんだんに使った、爽
やかな美味しさの季節限定ドリンク。いち
ごの甘酸っぱさと糀甘酒のまろやかで優し
い甘みが、バランスよく調和します。

TAKE OUT

SAKURAコース   ランチ 10,000円／ディナー  20,000円（共にサ別）
ロゼ・シャンパーニュ　2,600円～（サ別）

お昼のコース　6,600円～（サ別）  ※写真は桜華コース内の一品「前菜盛合せ」
シャンドン ロゼ フリーフロー  90min    3,300円（サ別） 

東京ミッドタウン店限定 東京ミッドタウン店限定

LUNCH

DINNER
DINNER

TOKYO MIDTOWN  SPRING PAIRING MENU 3.20 Fri    4.19 Sun

●Artisan de la Truffe Paris（フレンチレストラン） ●SILIN 火龍園（中国料理） ●酢重ダイニング 六角（和
食） ●鉄板焼ステーキ 喜扇亭（鉄板焼） ●NIRVANA New York（インド料理） ●KNOCK CUCINA BUONA 
ITALIANA（カジュアルイタリアン） ●HAL YAMASHITA 東京（新和食） ●Pizzeria-Trattoria Napule（イタリア
ン） ●フィリップ・ミル 東京（フランス料理）※テラス席のみ ●宮川町 水簾（和食）※テラス席のみ  ●Union Square 
Tokyo（アメリカン） ※お席によっては桜がご覧になれない場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

ミッドタウン・ガーデン沿いのレストランは、店内やテラスから
桜を眺められる絶好のロケーション。お食事を楽しみなが
ら、この季節ならではの特別なひとときをお過ごしください。

桜 の 見えるレストラン

東京ミッドタウン店限定 東京ミッドタウン店限定

東京ミッドタウン店限定
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SHOP  INFORMATION

3月20日(金・祝)～4月12日（日）

期間限定ショップ
（ガレリアB1）
TEL.090-3218-7689（期間中のみ）

キャラメル専門ブランドが手掛けるス
イーツの限定ショップ。甘さや食感の異
なるキャラメルをクッキーで挟んだ人気の

「ダブルキャラメルムーン」など、3 種類
のキャラメルスイーツが登場します。

さまざまな味わいが楽しめる
絶品キャラメルスイーツ

KONCENT
（コンセント／ガレリア3F）
TEL.03-6432-9157

超軽量で水に強い高密度ナイロンを使
用した「ライトショッパー」は、コンパクトに
畳んで持ち運べる優れもの。持ち手も長
めで持ちやすく、カラーは5色展開です。

風のような軽さの
シンプルなショッパー

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

西伊豆にガラス工房を構える生島賢、明
水夫妻による作品展「GORILLA GLASS 
GARAGEの仕事 vol.3」を開催。伸びやか
で色彩豊かな作品をご紹介します。

遊び心があふれる
個性豊かなガラスの世界

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

様 な々分野で活躍するクリエーターたちが、
日本の匠の技と加工技術により、素
材に新たな価値を生み出す「BESPOKE 
MATERIALS JAPAN」展を開催します。

素材を覚醒させ
空間を豊かにする創造力

HELEN KAMINSKIdiptyque 六本木キャラメルマンデー
（ヘレンカミンスキー／ガレリア2F）
TEL.03-3470-3341

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

浅めのクラウンに大ぶりのダウンブリム
が、エレガントな大人の雰囲気を醸し出す
新作のラフィアブレードハット「ANTILLA」。
長いリボンをうなじあたりで結ぶと、シック
な夏スタイルに仕上がります。

〈diptyque〉のベストセラーフレグランス「ド 
ソン」が香る、ヘアミストが登場。髪にツヤを
与えて保護する効果のあるカメリアオイル
を配合し、しっとりなめらかな手触りと爽や
かで甘い香りをキープしてくれます。

ドラマチックな装いの
2020春夏の新作ハット

人気フレグランスの
香り高いヘアミスト

ANTILLA  46,000円ヘアフレグランス  ド ソン 6,300円

世界で最も影響力のあるシューズデザイナーと評さ
れるマノロ・ブラニク。彼が手掛ける精巧なラストと
ユニークなデザインが織り成すシューズの数々は、唯
一無二のラグジュアリーな世界観で人々を魅了し
ます。そんな作品の新たな舞台となるこの直営店で
は、2019年から本格展開を始めたメンズを中心に、
レディスも展開。鮮やかな色彩を放つ豊富なライン
ナップから、お気に入りの一足を見つけて。

イタリア屈指の高級レザーブランド〈Felisi〉の国内初となる
コンセプトショップ。日本未展開のレディスバッグや革小物
をはじめ、〈Felisi DOG〉や〈Felisi Casa〉などのライフス
タイル系アイテムも久々に登場。厳選された上質な素材を
生かし、職人の手作業により一つひとつ丁寧に作り上げ
られたレザーアイテムは、年月を経るほどに味わいを醸し
出していきます。

1894年創業、皇室御用達の有田焼窯元〈深川製磁〉に
よる、ティータイムをテーマとした新業態のティー＆ギャラ
リー。日本古来の登り窯で作られた表情豊かなデミタス
カップや、スイーツブランドとコラボレーションした器など、
ここでしか手に入らない限定商品も登場。また、紅茶や
スイーツを楽しめるティーカウンターも併設し、実際に器を
使うことでその魅力を実感することができます。

2 019年秋冬シーズンに、ユナイテッドアローズからデ
ビューしたばかりの新ブランド〈LOEFF〉の直営第1
号店。すべての服が持つ歴史や物語、ルーツを大切に
した真摯な物づくりから生まれる、“年齢を重ねても
大切にしたい日常着”を提案。シーズンコレクションの全
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1996年の創業以来「生活に溶け込んだデリカテッセン」をコンセ
プトに、デイリーフードをスタイリッシュに提供する〈PARIYA〉が
登場。好みに合わせてセレクトで
きる「デリカテッセン スタイル」
で、スパイスやハーブを織り混
ぜた新感覚のデリや人気の
ショートケーキなど、豊富なメニ
ューをお楽しみいただけます。

その味わいと満足感にリピーターが絶えない、人気のカスタムサ
ラダ専門店。約30種類のトッピングや、チョップするサイズ、ドレッ
シングなど、自分好みにカス
タマイズしたサラダが楽しめ
ます。専用のモバイルオー
ダーアプリで事前注文&決済
も可能。急いでいる時でもス
ムーズにピックアップできます。
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身と鯛出汁をかけて、お茶漬
けとして召し上がりください。
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 ガレリアB1／TEL.03-6447-4445

ノンファットのフローズンヨーグルトソフトに、い
ちごや白桃、黄桃をのせ、桜餅のような味わい
のサクラソースをトッピング。ヨーグルトのコク
と甘酸っぱいフルーツのハーモニーが絶品！

さくらババロア
500円

サン・フルーツ
 ガレリアB1／TEL.03-5647-8388

満開の桜の花を閉じ込めたドーム型のさくら
ゼリーは、まるで宝石のよう。甘酸っぱいゼリー
の下には濃厚なミルク風味のババロアを忍
ばせた、春の定番人気スイーツです。

※販売は桜が散るまで

スフレ オ プランタン
1,300円

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

焼きたてのふわふわスフレの中には、桜風味
のメレンゲ、カスタードクリーム、あんこ、ベ
リーのコンフィチュールがイン。桜リキュールの
ソースや桜餅を添えた、春を感じるひと皿。

EAT INEAT IN TAKE OUT TAKE OUT

桜ロールケーキ
3,800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

春の桜をイメージして、甘酸っぱいいちごと
桜クリームをやわらかなピンクのスポンジで
包み込んだロールケーキ。見た目にも華や
かで、贈り物にもおすすめです。

TAKE OUT

いちご甘酒
720円

SAKE SHOP 福光屋
 ガレリアB1／TEL.03-6804-5341

フレッシュないちごをふんだんに使った、爽
やかな美味しさの季節限定ドリンク。いち
ごの甘酸っぱさと糀甘酒のまろやかで優し
い甘みが、バランスよく調和します。

TAKE OUT

SAKURAコース   ランチ 10,000円／ディナー  20,000円（共にサ別）
ロゼ・シャンパーニュ　2,600円～（サ別）

お昼のコース　6,600円～（サ別）  ※写真は桜華コース内の一品「前菜盛合せ」
シャンドン ロゼ フリーフロー  90min    3,300円（サ別） 

東京ミッドタウン店限定 東京ミッドタウン店限定

LUNCH

DINNER
DINNER

TOKYO MIDTOWN  SPRING PAIRING MENU 3.20 Fri    4.19 Sun

●Artisan de la Truffe Paris（フレンチレストラン） ●SILIN 火龍園（中国料理） ●酢重ダイニング 六角（和
食） ●鉄板焼ステーキ 喜扇亭（鉄板焼） ●NIRVANA New York（インド料理） ●KNOCK CUCINA BUONA 
ITALIANA（カジュアルイタリアン） ●HAL YAMASHITA 東京（新和食） ●Pizzeria-Trattoria Napule（イタリア
ン） ●フィリップ・ミル 東京（フランス料理）※テラス席のみ ●宮川町 水簾（和食）※テラス席のみ  ●Union Square 
Tokyo（アメリカン） ※お席によっては桜がご覧になれない場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

ミッドタウン・ガーデン沿いのレストランは、店内やテラスから
桜を眺められる絶好のロケーション。お食事を楽しみなが
ら、この季節ならではの特別なひとときをお過ごしください。

桜 の 見えるレストラン

東京ミッドタウン店限定 東京ミッドタウン店限定

東京ミッドタウン店限定
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MARCH /  APRILART & ENTERTAINMENT   EVENTS

今年で13回目を迎える、才能あふれるデザイナーやアーティストを発掘・応援する「TOKYO 
MIDTOWN AWARD 2020」。アートコンペは5月11日（月）、デザインコンペは6月26日（金）から
募集開始。皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしています。

EVENT CALENDAR
3月 MARCH 4月 APRIL

20
金・祝

21
土

22
日

23
月

24
火

25
水

26
木

27
金

28　
土

29
日

30
月

31
火

1
水

2
木

3
金

4
土

5
日

6
月

7
火

8
水

9
木

10
金

11
土

12
日

13
月

14
火

15
水

16
木

17
金

18
土

19
日

20
月

21
火

22
水

23
木

ガレリア1F～3F

プラザB1

ショップ&レストラン
ガレリア、ガーデンテラス、プラザ

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

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

ストリートミュージアム   3月20日（金・祝）–5月31日（日）

TOKYO MIDTOWN SPRING PAIRING MENU／SPRING FOOD & SWEETS   3月20日（金・祝）–4月19日（日）

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN   開催中–3月31日（火）

春のロングライフデザイン・ショウ
4月15日（水）−5月9日（土）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

江口愼一写真楽園第5回作品展「光の森」★

4月3日（金）−9日（木）

第71回  中日写真展・東京展★

4月3日（金）−9日（木）

【写真家たちの新しい物語】 花井 達 写真展「祝！結婚」★

4月17日（金）−30日（木）

第29回 林 忠彦賞受賞記念写真展★

4月17日（金）−23日（木）

Spring Flower Display ～Flower Art Award pre～　3月20日（金・祝）–4月19日（日）

※グランプリ受賞者をUniversity of Hawai’iのアートプログラムに招聘  ※入賞者ひとり（または1グループ）
につき、制作補助金100万円を支給 ※受賞者ひとり（または1グループ）につき、副賞としてトロフィーを
贈呈 ※賞金総額：790万円（制作補助金含む） ※各受賞者に、翌年春に東京ミッドタウンにて開催
されるアートイベントにて新作を発表することができるなど、様々な受賞後サポートが提供されます。

※各施設の開館及び展示情報については、予告なく変更になる場合がございます。最新情報は各施設のオフィシャルサイトよりご確認ください。

テーマ  応募者が自由に設定
募集期間 5月11日（月）～6月1日（月）
審査員   大巻伸嗣、金島隆弘、川上典李子、

 クワクボリョウタ、鈴木康広  ［敬称略／五十音順］
賞   グランプリ（1点）100万円

 準グランプリ（1点） 50万円
 優秀賞（4点） 各10万円

アートコンペ

※グランプリ受賞者を国際家具見本市「ミラノサローネ」開催中にイタリア・ミラノへご招待
（グループの場合は2名まで） ※賞金総額：220万円 ※受賞者ひとり（または1グループ）につき、
副賞としてトロフィーを贈呈 ※受賞・入選作品の公表後に、実現に向けたサポートを行います。  

テーマ  DIVERSITY
募集期間 6月26日（金）～7月20日（月）
審査員   石上純也、伊藤直樹、えぐちりか、川村元気、  

 中村勇吾  ［敬称略／五十音順］
賞   グランプリ（1点）100万円

 優秀賞（3点）各30万円
 ファイナリスト（6点） 各5万円

デザインコンペ

TOKYO MIDTOWN AWARD 2020 開催決定！Union Square Tokyo 
ニューヨーク発の人気店 、
待望のリニューアルオープン！

◯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

TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

FUJIFILM SQUARE 企画写真展
田沼武能写真展「わが心の東京」

開催中−4月1日（水）

第59回 富士フイルムフォトコンテスト
入賞作品発表展★

4月10日（金）− 16日（木）

FUJIFILM SQUARE 企画写真展
田沼武能写真展

「 わが心の東京 」

㊙展 めったに見られない
デザイナー達の原画

開催中～5月10日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 開催中～4月1日（水）

10：00～19：00 （入場は18：50まで）

4月15日（水）～5月9日（土）
11：00～19：00 

FUJIFILM SQUARE
（ミッドタウン・ウェスト1F）

東京ミッドタウン・デザインハブ
（ミッドタウン・タワー5F）

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）

すぐれたプロダクトの選定やデザイン展の開催
を通して、日本のデザインに貢献してきた日本 
デザインコミッティー。その現メンバー達が、創造
の過程で生み出してきたスケッチ、図面、模型など 
を通して、彼らの思考プロセスを垣間見ること
ができます。日本のデザインの豊かな蓄積を
未来に活かすきっかけになることを目指します。

春のロングライフデザイン・
ショウ

1670～90年代に有田で焼かれた柿右衛門様式
の磁器は、かのマイセン窯でも写しが作られる
ほどヨーロッパでも好まれた作風。本作は花鳥文
に彩られた蓋付の六角壺で、ドイツのドレスデン
州立美術コレクションなどに類品が見られます。
※10/14（水）より開催のリニューアル・オープン記念展 「美を結ぶ。
美をひらく。」（仮称）にて展示予定

TEL  03-3479-8600   http://suntory.jp/SMA/

休館日  3月31日（火）まで臨時休館、火曜日（5/5は開館）
入場料  一般1,200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。

松屋百貨店屋上の
新型機スカイクルーザー

浅草 1954年
 撮影：田沼武能

入場料  無料
TEL  03-6743-3777（日本デザイン振興会）

https://designhub.jp

日本デザイン振興会が1980年より実施して
いるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞は、
ユーザーから高い支持を得て、時代の変化に
関わらず長年にわたりその価値を社会に提供し
続けているデザインに贈られる賞。本展では、
身近なロングライフデザインと、そのデザインの
背景やストーリーを紹介します。

入場料  無料
TEL  03-6271-3350 

http://fujifilmsquare.jp/
※写真展、イベントはやむを得ず
中止・変更させていただく場合が
ございます。予めご了承ください。

2019年11月、写真の分野では初となる文化
勲章を受章した田沼武能。写真表現の可能
性にエネルギッシュに挑戦し続けて70年余、 
今なお現役で活躍しています。ファインダーを 
通して真摯な眼差しで見つめ続けた「人」を 
軸に、「戦後東京」の復興、「大都市東京」の 
発展・変貌をとらえた数々の力作を展示します。

Apr

May

15

9

May

10
Apr

1サントリー美術館は
現在改修工事のため休館しております。

 2020年5月13日（水）に
リニューアルオープンいたします。

一合 有田 江戸時代 17世紀

サントリー美術館所蔵 名品ギャラリー❷

色絵花鳥文六角壺

 詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。 www.tokyo-midtown.com/jp/award/

Union Square Cafeの姉妹店の枠を超え、 
ニューヨーク発Union Square Hospitality 
Groupのダイニングカルチャーを感じられる
お店として生まれ変わります。メニューや
インテリアを一新し、旬の食材を使った
料理を囲みながら、気の合う仲間たちと
明日への活力を高めていく。そんな体験が
できるレストランです。

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

改修工事のため5月12日（火）まで休館 

3月31日（火）まで臨時休館
㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画　開催中−5月10日（日）

「日本の美を追い求めた写真家・岩宮武二 京のいろとかたち」  開催中−3月31日（火） 「100年前にカワセミを撮った男・下村兼史－日本最初の野鳥生態写真家－」  4月1日（水）−6月30日（火）

3月20日（金・祝）リニューアル OPEN

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。
www.tokyo-midtown.com/jp/mail/

東京ミッドタウン
メールマガジン
登録募集 

オフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com

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

03-3475-3100

11：00   21：00 11：00   24：00

［  ランチ ］ 11:00～15:00（L.O.14:00）
［ディナー］ 17:00～23:00（L.O.22:00）
［土・日・祝］ 11:00～23:00（L.O.22:00）

東京ミッドタウンカード新規会員募集中 !
全国の三井ショッピングパークポイント対象施設でつかえる！

※東京ミッドタウンカード《セゾン》プレミア・アメリカン・エキスプレス®カード：初年度年会費無料
（通常年会費3,000円／税抜）

※写真展、イベントはやむを得ず
中止・変更させていただく場合が
ございます。予めご了承ください。

※状況により休館を延長させて
いただくこともございます。最新情報
は21_21 DESIGN SIGHTウェブ
サイトでお知らせいたします。

※状況により休館を延長させていた
だくこともございます。最新情報は
21_21 DESIGN SIGHTウェブサイト
でお知らせいたします。

税抜100円（総額110円）ごとに1ポイント優待1 

東京ミッドタウン（六本木）駐車場平日１時間無料優待2 

東京ミッドタウンカード

入会費・年会費永年無料

クレジット決済時、
税抜100円（総額110円）ごとに2ポイント

優待1 

東京ミッドタウン（六本木）駐車場
いつでも１時間無料

優待2 

割引などのご優待サービス優待3 

東京ミッドタウンカード《セゾン》

2020 年 03 月 12 日 10 時 13 分　　仕上がり　天地 407- 左右 544

赤尾下版20216-7936
 TOKYO MIDTOWN SCENE 2020

 4 月号 TF-Adv Comp_M45_175 線

[H1-H4]




