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温かいいちごソースで
アイスがとろける瞬間を
逃さないで！

TOKYO
MIDTOWN

STRAWBERRY

練乳アイス×完熟いちごの
贅沢スイーツ

05
SILIN 火龍園
トロピカルフルーツのような
ジェラートと
甘酸っぱいいちごのムース

01

04

−わたしたち、
いちごに夢中−
1.29 Fri. - 2.28 Sun.

Toshi Yoroizuka
アシェット ドゥ フレーズ 1,300円 東京ミッドタウン限定

が、
この時季だけのいちごバージョンで登場！たっぷりの温かいいちごソース
と冷たいアイスクリームの絶妙なハーモニーを楽しんで。
EAT IN

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

NIRVANA New York

レモンタルトといちごの
甘酸っぱいハーモニー

06

東京ミッドタウン限定

誰をも惹きつける魅惑のフルーツ“いちご”。

パッションフルーツやライチなどのトロピカル
フルーツを思わせる
「モエ・エ・シャンドン」のジェ
ラートに甘酸っぱいいちごのムースを合わせた
大人スイーツ。
花びらをあしらったチョコレートで
蓋をした、
華やか＆繊細なルックスも◎。

甘酸っぱい至福の時間をもたらす

トシ ヨロイヅカ
プラザ 1F ／ TEL.03-5413-3650

東京ミッドタウン限定

「五香粉のアイス」
5種のミックススパイスがエキゾチックに香る人気メニュー

モエ・エ・シャンドンのジェラートと楽しむ、
ストロベリーショコラムース 1,500円

ほかにはないキュート＆華麗な存在感で

旬を迎えた八木岡農園の完熟いちごたっぷりの贅沢なデザート。練乳アイスといちごのコン
フィチュールをお餅で包みました。
ふわふわのいちごソースと一緒にお召し上がりください。
EAT IN

五香粉のアイス 温かいいちごのソース 900円

いちごスイーツの季節がいよいよ到来！

pâtisserie Sadaharu AOKI paris
タルト フレーズ シトロン 880円
酸味のきいたサクサクのレモンタルトに、
真っ赤ないち
ごと、
たっぷりのホワイトチョコクリームをトッピング。
愛らしいルックスは、
手土産にも人気のひと品。

EAT IN ※ディナーのみ

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

EAT IN

グラノーラ＆ヨーグルトと
甘〜い とちおとめ

Le Pain Quotidien
HAL YAMASHITA 東京
“幻のとちおとめ使用”
フランボワーズ和三盆いちご善哉 1,980円

栃木県産苺
とちおとめのグラノラパフェ
1,200円
東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

粒餡と温かいフランボワーズこし餡を使った善哉に、
いちごを贅沢に敷き詰めた華やかな和風スイーツ。
主役の
「とちおとめ」
は、
野口圭吾さんが手がける“赤の
宝石”と呼ばれる銘品。素材本来の味を引き出す山下
オーナーシェフの技が冴える逸品です。
EAT IN ※ランチタイムのみ

フランボワーズ入りの
甘酸っぱいこし餡と
毎朝お店でついているお餅入り

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

TAKE OUT

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

外はいちご入り白餡、
ちょっと和風な
その中身は？

07

08

ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ

RIO BREWING ＆ CO.
BISTRO AND GARDEN

プレミアムストロベリーモンブラン
1,200円

イチゴのワッフル 880 円

サクサクのグラノーラとヨーグルトを重ねた
ヘルシーなオリジナルパフェに、
いちご王国
栃木県産の
「とちおとめ」
をトッピング。
甘さ
たっぷりのいちごとヨーグルトの酸味が絶妙！
お好みではちみつをかけてどうぞ。

フランス産のピューレと国産のいちごをブレン
ドした白餡で仕上げた、
ピンク色の和風モンブ
ラン。
中にはホワイトチョコでコーティングした
お餅入りのメレンゲを忍ばせ、
和とフレンチを
融合させた繊細な味わい。

EAT IN
ル・パン・コティディアン
プラザ1F ／ TEL.03-6804-5879

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

EAT IN

アイスクリームの下は
フワフワ食感の
ベルギーワッフル！

東京ミッドタウン限定

香ばしく焼き上げたベルギーワッフルに、
バニラアイスといちごの女王「とちおとめ」
をトッピング。仕上げにチョコレートソース
をたっぷりとかけた、
スイーツ好きにはたま
らない魅惑のデザートディッシュ。

TAKE OUT

EAT IN ※平日14:00 〜 L.O.のみ

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

09

10

SAKE SHOP 福光屋

JEAN-PAUL H ÉVIN

いちご甘酒 720円

ウップス 各435円

甘酒に凍らせた生のいちごをミキシングしてス
ムージー風に。甘さ控えめでいちごの酸味と
ツブツブが心地よいアクセント。

グラフィティ風の文字が目を引く新作いちごス
イーツ。
いちごとパッションフル ーツのソフト
キャラメルをビターチョコでコーティング。

TAKE OUT

EAT IN

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

TAKE OUT

ジャン =ポール・エヴァン
ガレリアB1 ／ TEL.03-5413-3676
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DEAN & DELUCA ／
DEAN & DELUCA CAFE
チャプチーノ ウーピーパイ
ストロベリーミルクシェイク 260 円
いちごを練りこんだ生地で特製生クリームといち
ごジャムをサンド。
トップをホワイトチョコでコー
ティングした、見た目も味もキュートなウーピーパイ。
EAT IN

TAKE OUT ※両店舗にて同商品販売

ディーン＆デルーカ
ガレリアB1 ／ TEL.03-5413-3580

15

16

Artisan de la Truffe Paris

THE COUNTER 六本木

サン・フルーツ

とらや

粥茶館 糖朝

いちごといちごのソルベのパブロヴァ
トリュフはちみつと 900 円

ストロベリーチーズケーキシェイク
990円 東京ミッドタウン限定

とちあいかのショートケーキ 600円

小形羊羹『いちご』各270 円

いちご味ココナッツミルク
小 346円、大 482円

自家製いちごのソルベにマスカルポーネのムース
を添えたデザートプレート。仕上げにかける
トリュフはちみつが大人の味わいを演出します。

まるでパフェ！
？を味わうかのような大人の贅沢シェ
イク。
チーズケーキ入りのストロベリーシェイクは、
食べごたえも飲みごたえも抜群のひと品です。

EAT IN

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

EAT IN

TAKE OUT

ザ・カウンター ロッポンギ
ガーデンテラスB1 ／ TEL.03-5413-6171

人気のショートケーキのいちごを、
栃木の新品種
「とちあいか」
にアップデート。
甘さ控えめの生ク
リームが、
甘酸っぱいいちごの味を引き立てます。
TAKE OUT ※12:00頃より販売〜なくなり次第終了

サン・フルーツ
ガレリアB1 ／ TEL.03-5647-8388

こし餡にいちごを合わせた、
人気の高い季節限
定の羊羹。
いちごを描いた春らしいパッケージは
ギフトにもおすすめ。
TAKE OUT
（月）
〜3月下旬まで
（なくなり次第終了）
※販売期間2/15

トラヤ
ガレリアB1 ／ TEL.03-5413-3541

糖朝オリジナルのココナッツミルクにフレッシュ
なフローズンストロベリーをミックス。
大粒タピ
オカのもっちりとした食感を楽しんで。
EAT IN

TAKE OUT

カユサカン トウチョウ
ガレリアB1 ／ TEL.03-5785-2638

ディーン＆デルーカ カフェ
プラザB1 ／ TEL.03-5413-3585
TOKYO MIDTOWN
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※価格は税抜きです。別途サービス料が発生する店舗があります。※画像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。※詳細は各店舗にお問い合わせください。 TOKYO MIDTOWN
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CHOCOLATE

EAT I Nでライブな甘さを召し上がれ
TOKYO MIDTOWN

レストランでしか味わえない、イートインオンリーのチョコレートデザート。
EAT IN RESTAURANT

01

宝石箱のようなアソートに、とろける食感、ビターな味わい……

02

03

フィリップ・ミル 東京

THE COUNTER 六本木

NIRVANA New York

プラリネのパルフェ ナッツの香る ショコラのクレーム
1,800円（サービス料別）

フローズンメキシカンホットチョコレート
990円 ※アルコール入り

SPICE BONBON CHOCOLAT
1,364円

東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

東京ミッドタウン限定

サブレ、
プラリネ、
ムースと、
それぞれ違ったチョコレートの味
わいを一度に堪能できる贅沢なひと皿。
深みのあるビターな
味わいと香ばしいナッツの風味がシャンパンとも好相性。

ウォッカとスパイスで、
“ホット”な大人の味に仕上げたチョコ
レートシェイク。
ナツメグ、
シナモン、
カイエンペッパーのエキゾ
チックな刺激による、
甘くて辛い複雑な味わいを楽しんで。

インド原産の
「アルフォンソマンゴー」
のほか、
「チャイ」
やフェン
ネルが香る
「ピスタチオ」
など、
インドを感じる神秘的な 6 種
のボンボンショコラ。
シャンパンとのペアリングもご用意。

見た目も味も、愛おしい、心ときめくチョコレート。
今味わいたい、最旬チョコをリストアップ。

ひと粒ごとに技を感じる贅沢アソート
ショコラティエの技を堪能しながら味わいたい、魅惑のアソート。
BEAUTIFUL RICH ASSORTMENT

01

02

JEAN - PAUL HEVIN

patisserie Sadaharu AOKI paris

ボンボン ショコラ 10 個 アネポップ 3,700円

AOKI 2021 2,850円

EAT IN

ポップな遊び心が
チャーミング！

AOKIらしい
多彩な味の掛け合わせ
フランスのショコラ品評会で受賞した
代 表作に、
甘さ×ほろ苦さが絶妙な
（上左）
やピ
「キャラメル サレ マッチャ」
スタチオのガナッシュにサクランボを
（上右）
な
加えた
「ピスタッシュスリーズ」
ど、
新作 3 種を加えた贅沢なアソート。

“60〜70年代のポップアート”をテーマ
に、
グラフィティ風のポップなデザイン
のショコラを詰め合わせた限定コレ
クション。
唇をモチーフにしたアイコ
ニックな
「レーブル」
は、
オレンジとベル
ガモットの風味が香る大人の味わい。
※販売期間 2/28
（日）
まで
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SAKE SHOP 福光屋

ザ･リッツ・カールトン カフェ&デリ

SAKE CHOCOLAT ASSORT 3,000円

ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルチョコレート ハート缶入り 5個入り 3,500円

福光屋の純米大吟醸、
純米酒、
本格米
焼酎を使った“和チョコ”シリーズ。
コク
深く香り高いビンテージの熟成日本酒
を加えた新作ガナッシュをはじめ、
リン
ゴ風味
（上左）
やキャラメル風味など7
種の味わいを堪能できるコレクション。

キャラメル風味のハート型ボンボンショ
コラをメインに、
5 種のフレーバーを楽
しめるアソート。
甘さとほろ苦さが調
和した
「コーヒー」
（上左）
や、
甘酸っぱく
芳醇な
「ラズベリー」
など、
リッチな味
わいを真っ赤なハート缶に込めて。

※なくなり次第終了

※販売期間2/14
（日）
まで

サケショップ フクミツヤ
ガレリアB1／ TEL.03-6804-5341

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 ／

TOKYO MIDTOWN

Chocolate ＆ −チョコレートがある日々−

TOKYO MIDTOWN

ENJOY MATERIAL & TEXTURE

04

大人を魅了する
リッチな 5 つの味わい

2021.02/03
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EAT IN

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

厳選素材やこだわりの調理法で、魅惑の味と食感を生み出した絶品チョコレート。

03

日本酒や焼酎風味を
効かせた“和チョコ”

EAT IN

ザ・カウンター ロッポンギ
ガーデンテラスB1 ／ TEL.03-5413-6171

こだわりの素材と食感を愉しむ

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

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

1.29 Fri. - 3.14 Sun.

※お食事をされた方のみご利用可 ※すべてのコースのデザートと差し替え可

フィリップ・ミル トウキョウ
ガーデンテラス4F ／ TEL.03-5413-3282

TEL.03-6434-8711

スイーツショップをはじめ、
カフェ、
レストラン、
全 20店舗の最旬チョコレートが勢揃い！
人気ショコラティエが手がけるアイコニックな逸品から、
この時季限定のとっておきメニュー
まで、
今一番気になるチョコを集めました。送料無料のキャンペーンも実施中！

EAT IN

03

Le Pain Quotidien

Toshi Yoroizuka

HAL YAMASHITA 東京

ベルギーチョコレートムース
600円

ショコラフレーズ 1,112円
東京ミッドタウン限定

“三郎左衛門”抹茶のウォーターチョコレート
2個セット 1,000円

香り高いカカオを使った生チョコに甘酸っぱいいちごのピューレ
を練りこんだ季節限定品。
ほんのりビターな味わいの後に訪れ
るいちごの高貴な香りと抜群の口どけは大人を魅了する逸品。

ホワイトチョコと抹茶と水を独自の技法で融合させた新感覚
の“ウォーターチョコレート”。生チョコともムースとも違う
絶妙な舌触りと、
抹茶の上質なほろ苦さを堪能して。

普段はドーム型の人気メニューが、
この時季限定でハート型に！
濃厚なベルギーチョコを贅沢に使った、
ふんわり＆しっとりと
した食感のムースは、
口に入れた瞬間にとろける繊細な味わい。
詳しくはこちら▶

02

TAKE OUT

ル・パン・コティディアン
プラザ1F ／ TEL.03-6804-5879

TAKE OUT ※なくなり次第終了

トシ ヨロイヅカ
プラザ 1F ／ TEL.03-5413-3650

TAKE OUT

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

※価格は税抜きです。
別途サービス料が発生する店舗があります。※画像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。※詳細は各店舗にお問い合わせください。 TOKYO MIDTOWN
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EVENT

BOOKMARK
期間限定ショップ

NEW SHOP OPEN

LIVE

※予告なく変更または中止になる場合がございます。

約200名の作品を匿名で展示販売

東北の想いを伝え続ける

匿名希望展

Billboard Live TOKYO

和紙キャンドルガーデン TOHOKU 2021

開催中 – 2.7 Sun. 11:00 〜20:00
プラザB1 メトロアベニュー

3.9 Tue. – 11 Thu. 17:00 〜20:00
芝生広場、
ミッドタウン・ガーデン

ガーデンテラス４F ／ TEL.03-3405-1133
▶

5.14 Fri.
沖仁 con 小沼ようすけ

※雨天・荒天中止

10年目を迎える「和紙キャンドルガーデン」。今年は東日本大震災で

「作品が届いたときに、
はじめて作者がわかる」
というサプライズな
仕掛けが楽しい、
有名アーティストから小さな子どもたちまで、
総勢
約 200 名の作品を匿名で展示販売するチャリティアートイベント。
先入観にとらわれない、
本当に好きなものとの出会いをお届けします。

日本のフラメンコ界を代表する沖仁と、
圧倒的なテクニッ
クとボーダーレスな音作りでジャズシーンをリードする
小沼ようすけ。
ジャンルの異なるふたりの実力派ギタリスト
に、スペイン出身のパーカッショニスト、ホセ・コロンも
加わった、
繊細かつ情熱的なステージをお見逃しなく。

被 災した方々と全国を、
そして過去と未来を
「つなぐ」
をテーマに、
多摩大学の学生が集めた東北の方々のメッセージをキャンドルに
託します。
被災地に暮らす方々の10 年間の想いを風化させないよう、
後世につなぎます。

［主催］
株式会社ジョージクリエイティブカンパニー
匿名希望展 実行委員会 TEL.03-5734-1428

［主催］東京ミッドタウン
［企画・運営］多摩大学 村山貞幸ゼミ
「日本大好きプロジェクト」

※会場は展示のみ。作品は匿名希望展ホームページにてご購入いただけます。

時 間 5/14
時間
（金）1 st ステージ：開場 1 7:00／開演 18:00
2nd ステージ：開場 20:00／開演 21:00

入場料 サービスエリア：6,900円
（税込）

カジュアルエリア：5,900円（税込）※ 1ドリンク付き
http://www.billboard-live.com/

フルーツの力で心も体も美しく健康的な毎日を
1924年創業の老舗フルーツ専門店〈青木商店〉が手がけるジュー
スバー＆デリが登場。
「 1日200g のフルーツを摂ろう！」
をテー

3.2 Tue. OPEN

FRUITS IN LIFE
フルーツ イン ライフ

ジュースバー＆デリ
プラザ B1 ／ TEL.03-6447-1190
［営業時間］平日 8:30-21:00（L.O. 20:30）
土日祝 10:00-21:00（L.O. 20:30）

マに、
フルーツの熟度を知り尽くしたスタッフが一切加糖せず
にその場で搾るフレッシュジュースや、
プラントベースでもボリュー
ムいっぱいのデリなど、
心も体も喜ぶメニューを提供します。
フルーツスムージー 550 〜 650円
（Mサイズ）

マクール

ガレリアB1

（期間中のみ）
TEL.080-4954-0520

折り紙の展開図をベースにした和洋折衷の柄と、
高品質
で柔らかなシルクが魅力のスカーフブランド
〈MACOOL〉
。
京 都 でプリントした 色 鮮 や か な 春 夏の 新 デ ザイン
「PATCHWORK」
や、
刺 繍 を 最 新 プ リントで 表 現 した
「ITO」
など、
日本製にこだわったスカーフがラインナップ。
お揃い柄のバッグや大人気のスカーフ留めも展開します。

Felisi COLLECTION

ART GALLERY

ガレリア2F ／ TEL.03-5786-0877

ドラマチックに着こなしたい
シルキーなブラウス

毎日使う革小物を
春の色にアップデート

ガレリア3F ／ TEL.03-3479-8600

表面に加工を施した艶やかな質感のブラ
ウスは、
シルクのような柔らかさとシワに
なりにくい素材が魅力。
ギャザーが入っ
たたっぷりとしたボリューム感と風に揺
れる軽さが心地よい、
初春の気分にぴっ
たりの一着です。

この春は、
ひと足先に小物から春色を取

ブラウス 31,000 円

いつもとは違った表情が楽しめます。

菱屋カレンブロッソ

HIDA

ガレリア3F ／ TEL.03-5413-0638

ガレリア3F ／ TEL.03-5413-7637

古典美をモードに昇華する
ラグジュアリーな
「琳派シルバー」

端材を使ったダストボックスで
サスティナブルに暮らす

美術品の背景にみられる金箔銀箔の地

家具を製造する際に出る端材から作られ
た木製のダストボックスは、
資源を有効
活用したサスティナブルなアイテム。
職人
の手により一つひとつ丁寧に作られた、
天然木のぬくもりを感じる逸品です。

模様を本革で再現した、
「琳派シルバー」
シ
（金）
から
リーズの専用コーナーが 2/26
登場。
ハーフマットなエナメル仕上げで
艶感のあるバッグから、
履物や小物までラ
インナップ。
“いぶし銀”色やツートーンバー
ジョンなど、
新しいカラーバリエーションも。

箸長

ハシチョウ
ガレリア3F ／ TEL.03-5413-0392

有一無二の造形美
「北鎌倉の造形作家 蟬丸展」
▶

2.1 Mon. – 28 Sun.

自然豊かな北鎌倉・明月院近くの工房
で創作に励む、
人気造形作家 蟬丸の作
品展を開催します。
陶器にアクリル彩色
や和紙、
箔、
金属などのさまざまな素材
を取り込み、
独自の世界観を色彩豊かに
表現。
作品が持つ艶やかな色と優美な
フォルムをお愉しみください。

写真スタジオ hollyhock
シャシンスタジオ ホリーホック
ガレリア2F ／ TEL.03-6447-0354

大事な節目に記念写真を。
卒業入学記念撮影
▶

2.1 Mon. – 28 Sun.

卒業や入学といった、
お子さまの大切な節
目に、
ご家族で記念写真を撮りませんか。
期間中は基本料金が半額に。
この機会に
ぜひ、
思い出に残る一枚を。
卒業入学記念写真 7,500円〜
※予約制 ※画像はイメージです。
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MACOOL

MADE IN JAPANな、春を楽しむシルクスカーフ

フェリージ コレクション
ガレリア2F ／ TEL.03-5413-5699

ヒシヤカレンブロッソ

2021.02/03

2.16 Tue. – 3.14 Sun.

ロエフ

LOEFF

TOKYO MIDTOWN

▶

り入れてみませんか。
おすすめは、
華やか
でありながら落ち着いたニュアンスを醸
す、
“フォレストグリーン”や“アンティーク
ピンク”。
定番のソフトキップレザーやエン
ボスレザーも、
カラーチェンジするだけで

ヒダ

ダストボックス ホワイトオーク材 10,000円
ウォルナット材 12,000円

サントリー美術館

shop cafe

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

収蔵品をモチーフにした
オリジナルの香合が登場

サントリー美術館の収蔵品である
「染付
水仙文皿」
の模様を蒔絵にしたオリジナル
の香合は、
木粉樹脂製で色褪せに強く、
長く愛用できるのが魅力。
お茶席での香
入れとしてはもちろん、
小物入れやインテ
リアとしてもおすすめです。
オリジナル水仙香合 2,000円

グラン マリコール

ガレリア2F ／ TEL.03-6440-0056

マシーンとハンドで
引き締まったフェイスラインに
▶

1.29 Fri. – 2.28 Sun.

期間中、
初めてのお客さまに限り、
エイ
ジングケアに特 化した
「カチオリフト
（80分）
」
20,000円を7,000円でご体験
いただけます。全 9ステップで、顔から
デコルテ・二の腕までをケア。熟 練の
ハンドテクニックをご堪能ください。
カチオリフト
（80分）20,000円→ 7,000円

※価格は税抜きです。※営業時間や営業状況は予告なく変更する場合がございます。
最新情報は各店舗にお問い合わせください。

※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。

サントリー美術館

21_21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン／ TEL.03-3475-2121

▶ 開催中 – 2.28 Sun.
リニューアル・オープン記念展Ⅲ

▶ 開催中 – 6.13 Sun.
トランスレーションズ展

美を結ぶ。美をひらく。

―「わかりあえなさ」
をわかりあおう

美の交流が生んだ6つの物語

「翻訳」
を、
単なる言葉の変換ではなく、
わかりあえない
はずの他者同士が意思疎通を図るためのプロセスと
捉えたなら。
言葉の不思議さ、
「誤解」
や
「誤訳」
によって
コミュニケーションからこぼれ落ちる意味の面白さを
実感できる空間をつくります。

移転開館以来のミュージアムメッセージ「美を結ぶ。
美をひらく。
」
によせ、
江戸時代から1900年パリ万博ま
での約300 年間にちりばめられた
「美を結ぶ物語」
「美
をひらく物語」
を厳 選。
新たにひらかれた美の物語と
ともに日本美術を軸にご紹介します。

時 間 平日 11:00 -18:30、
時間
土・日・祝 10:00 -18:30
（いずれも入場は18:00まで）
休館日 火曜日 ※ 2/23
（火・祝）
は開館
入場料 一般1,200円、
入場料
大学生800円、
高校生500円、
中学生以下無料

※会期中、
展示替えをおこないます。

時 間 10:00 - 18:00（入場は閉館30 分前まで）
時間

（火・祝）は18:00まで開館
休館日 火曜日 ※2/23

入場料
入場料 一般 1,500円、大学・高校生 1,000円、
中学生以下無料

http://www.2121designsight.jp/

http://suntory.jp/SMA/

東京ミッドタウン・デザインハブ

FUJIFILM SQUARE

ミッドタウン・タワー 5F ／ TEL.03-6743-3776

ミッドタウン・ウェスト1F ／ TEL.03-6271-3350

▶

▶

3.1 Mon. – 13 Sat.
花とともに生まれん。3・11以後、復興とアート

1.29 Fri. – 2.11 Thu.
富士フイルムフォトサロン
若手写真家応援プロジェクト

3・11 から10年。被災地に寄り添い続けたアーティスト、
、Magdalena Solé
（NY）
、
長友
Ana DʼApuzzo（スイス）

【写真家たちの新しい物語】
鵜川 真由子写真展
「LAUNDROMAT」

心平、
川口まどか。
岩手未来機構と関わりの深いアーティ
ストたちの制作を岩手県の復興の歩みとともに展示します。
時間
時間

11:00 - 19:00場

入場料
時間 無料

開催延期

的だそう。
そこはどんな人種やジェンダー、
貧富も関係なく、
「洗濯する」
という同じ目的で空間を共有し、
洗濯物を通して他人のプライベートやアイデンティティが垣間見える不思議な場所。
刺激的なNYの街とは
違うローカルな物語にスポットを当て、
「街は人でできている」
と改めて感じる写真展です。

JAGDAつながりの展覧会 パラチャリティ

障害のあるアーティストとデザイナーのコラボレーション・
チャリティ展。
パラアスリートの活動も紹介します。

時間

http://fujifilmsquare.jp/

CALENDAR

1.29 30 31 2.1

サントリー美術館

「リニューアル・オープン記念展Ⅲ 美を結ぶ。美をひらく。美の交流が生んだ6つの物語」▶ 開催中 –2/28（日）

土

日

月

2

10:00 - 19:00（入場は閉館10分前まで）※最終日2/11（木・祝）は16:00まで

入場料 無料

※最新情報は東京ミッドタウン・デザインハブのオフィシャル
サイトをご覧ください。

金

火

©Mayuko Ukawa

NYの都市部は住宅に洗濯機がないことも多く、コインランドリー（Laundromat）に通うのが一般

019-613-7781（NPO法人岩手未来機構）
https://designhub.jp/
お問い合わせ

3

水

4

木

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火

10

11

水 木・祝

12
金

13 14 15
土

日

月

16
火

17
水

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3.1
木

金

土

日

月 火・祝

水

木

金

土

日

月

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

21_21 DESIGN SIGHT 「トランスレーションズ展 『わかりあえなさ』をわかりあおう」▶ 開催中 – 6/13（日）

（ギャラリー 1＆2）

東京ミッドタウン・
「JAGDAつながりの展覧会 パラチャリティ」は開催を延期いたします。 ※最新情報は〈東京ミッドタウン・デザインハブ〉オフィシャルサイトをご覧ください。
デザインハブ

FUJIFILM
SQUARE

展示は
最終日16:00まで

「花とともに生まれん。3・11以後、
復興とアート」▶ 3/1（月）–13（土）

「太田 眞写真展『JUST MEETS −めぐり逢い−』」 「フジフイルム スクエア企画写真展」
「MPG写真展2021『バイクのある風景』」「揚野 市子写真展『 TRACE
▶ 1/29
▶ 2/5
▶
（金）– 2/4（木）
（金）– 11
（木・祝）
〜 Place of prayer 〜』」▶ 2/26（金）– 3/4（木）
「第31 回 NHK学園生涯学習写真展」 2/19（金）– 25（木）

富士フイルム 「【写真家たちの新しい物語】鵜川 真由子写真展『LAUNDROMAT』」
フォトサロン ▶ 1/29（金）– 2/11（木・祝）
▶ 1/29
（金）– 2/18
（木）
「富士フイルム 企画写真展」

▶

2/12（金）– 18（木）

「内藤 聡介写真展
『碧きキューバ』」「【写真家たちの新しい物語】萩原 れいこ写真展
▶ 2/19
（金）– 25（木）
『Heart of Nature』」▶ 2/26（金）– 3/11（木）

「富士フイルム 企画写真展」▶ 2/19（金）– 3/11（木）

写真歴史 「ここに人間味あふれる写真家がいます。秋山 亮二『津軽・聊爾
（りょうじ）
先生行状記』
」▶ 開催中 –3/31（水）
博物館

TOKYO MIDTOWN

2021.02/03
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東京ミッドタウンを巡る人々の目に映った

       
vol.05

ピーター・バラカンさん

「Tokyo Midtown presents The Lifestyle MUSEUM」
メインパーソナリティー

“人それぞれ違っていい”。
ラジオや音楽を通して
価値観の多様性を伝えたい
profile

イギリス出身。ロンドン大学日本語学科卒業。1974 年シンコー・ミュージック
入社のため来日。その後 YMOの事務所を経て独立。
ラジオDJ 、
ブロードキャス
ターとして活躍中。
「 Tokyo Midtown presents The Lifestyle MUSEUM」
TOKYO FM 毎週金曜日18:30 〜19:00 https://www.tfm.co.jp/

で 毎 週 金 曜 日 に オンエアされる
﹁ Tokyo Midtown
TOKYO FM

﹂︒そこでメインパーソナリ
presents The Lifestyle MUSEUM

バラカンさん
ティーを 年間務めているピーター・バラカンさん︒

とい え ば 音 楽 番 組 を イメ ー ジ す る が︑こ の 番 組 は 毎 回 多 彩 な

ゲストを迎えてのトークがメインのプログラムだ︒

﹁実にさまざまな分野の方をゲストに迎えています︒
分子生物学者に︑

に 関しては︑
企画展ごとに毎回学芸員
21_21 DESIGN SIGHT

医者︑
雀士︑
ジャーナリスト︑
大学教授 ……
︒
僕 が ふ だ ん は あ まり
接しないような人の話は特に興味深い︒
それに︑
サントリー美術館

と

やディレクターに話を聞きます︒
丁寧な説明を聞いてから展示を

見ると︑
より深く作品の意味がわかって面白い︒
その面白さを︑
番組

を通じて僕が皆さんに伝えることも楽しいですね﹂

そして も ち ろ ん︑バ ラ カ ンさんと音 楽 は 切 り 離 せ な い ︒
トーク

番組でも︑
一曲は必ず音楽を流す︒

﹁ゲストやトークの内容に合わせる こ と も あ り ま す が ︑基 本 は

自 分がいいと思うものを選曲します︒多 く の 番 組 は ︑今 人 気 の

いいと思 う曲を優先します︒
ラジオでかける音楽も︑
それ以外の

曲を 流しますよね︒だから僕はほかではかからない ︑僕 自 身 が

基準は何も意味をなさないと思っているから﹂

︵＝場面 ︑
では︑
バラカンさんが目にしてきた音楽 をとりまく SCENE

状況︶
は︑
この十数年でどのような変遷を遂げたのだろうか︒

で︑
音楽はレコードを所有することでした︒
今でもエリック・クラプ

年 も前 のことなのに︒

﹁圧倒的な変化は︑
デジタル化でしょうね︒
僕はアナログの世代なの

初めて買ったときのシーンを思い出す︒
もう

50

トンの
﹃いとしのレイラ﹄
を聴くと︑
あのジャケットの絵 が 浮かんで︑

今は音楽も何もかも︑
実体がないまま携帯端末で簡単に手に入るし︑

で︑
自分と違う意見は受け入れずに攻撃してしまう︒
とても残念
SNS

です︒
僕は時代が変わっても︑
今後もいい音楽と︑
そこに含まれる

さまざまな価値観を変わらず伝えていきたい︒
ジャンルも生き方

Sarah Jarosz

『World On The Ground』
©ユニバーサル ミュージック

も︑
人それぞれ違っていい︒
ちょっとクサく言えば︑
ラブ＆ピース

です︒
ラジオを通じて無作為 に浸透することを願って﹂

バラカンさんが今注目している歌手
は、
アメリカのシンガーソングライター、
セーラ・ジャローズ。
「昨年一番聴いたの
が彼女の『 World On The Ground 』
。
歌も曲も演奏も、
すべての面で気持ち
よく聴けるアルバムです」

12

「東京ミッドタウンは、
さまざまな場所にくつ
ろげる椅子がある。
こういう施設はほかになか
なかないです」。バラカンさんはガレリア内
の通 路にある休憩スペースでよく本や新聞
を読むという。
「3Fの窓際にある木のベンチ
や、
コートヤードのテラスでゆっくりと過ごす
時間も格別です」

「東京ミッドタウンのガレリアB1は気楽に入れる店が多くていい。
なかでも、
〈鶏三和〉
の親子丼
（右）
は大好きでよく立ち寄ります。
〈茅乃舎〉
の柚子酢味噌
（左）
は我が家
のお気に入り。
ドレッシング代わりにサラダにかけても美味しいですよ」鶏三和▶
ガレリアB1 ／ TEL.03-6804-3029 、
茅乃舎▶ガレリアB1 ／ TEL.03-3479-0880

ラジオの音楽番組では欠かせ
ない、
時間計算機能を搭載した
ストップウォッチ。
何分何秒の
曲時間をそのまま足し算でき
る。
これが登場する前は、
紙と
ペンで計算していたそう。

入会費・年会費永年無料

東京ミッドタウンカード
《セゾン》
優待

1
2

優待

3

いつでも1時間無料
割引などのご優待サービス

※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）

www.tokyo-midtown.com
ショップ 11:00 21:00 / レストラン

TOKYO MIDTOWN VIDEOS
東京ミッドタウンの多彩な魅力に
出会える動画サイト

www.tokyo-midtown.com/jp/card/

@tokyomidtown

※価格はすべて税抜き価格です。※掲載情報・価格は変更になる場合がございます。
予めご了承ください。※画像・イラストはすべてイメージです。
※営業時間や営業状況は予告なく変更する場合がございます。
最新情報は東京ミッドタウンオフィシャルサイトよりご確認ください。

TOKYO MIDTOWN

2021.02/03

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

3 ファミリーマート

← 青山

11:00 24:00

※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。

お問い合わせ：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）

東京ミッドタウン

3

千代田線
乃木坂駅

乃木坂駅前郵便局

P

入口

P

大江戸線
日比谷線

8 六本木駅

入口

三菱UFJ

六本木七丁目

日比谷線
4a
六本木駅

国立新美術館

都立青山公園

飯倉→

外苑東通り

六本木駅前

渋谷↓

優待

クレジット決済時、税抜 100円（総額110円）
ごとに 2 ポイント
東京ミッドタウン
（六本木）
駐車場

TEL : 03-3475-3100

（受付時間 11:00  20:00）

1

南北線
六本木一丁目駅

東京ミッドタウン
（六本木）
駐車場

首都高速3 号渋谷線

2 平日 時間無料
1

六本木通り

1

優待

港区立
檜町公園

お問い合わせ 東京ミッドタウン・コールセンター

檜町公園

税抜100円
（総額110円）
ごとに 1 ポイント

優待

乃木
坂

東京ミッドタウンカード

↑霞ヶ関

↑赤坂

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新規会員募集中 !

六本木ヒルズ

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

