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最旬のショップ情報を
WEB限定でお届けします。

BOOKMARK

CRISP SALAD WORKS
クリスプ・サラダワークス
カスタムサラダ
ガレリアB1／ TEL.03-6804-6809
[営業時間] 11:00-21:00

LOEFF

6.13 Sat. OPEN

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

自分好みにカスタマイズできる
絶品サラダ専門店
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。
合成保存料、着色料は一切不使用で、
毎日手づくり。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。急いでいるときでもスムーズに
ピックアップできます。

大人のための日常着
〈LOEFF〉初の直営店がオープン

2019年秋冬シーズンに、〈ユナイテッド
アローズ〉からデビューした新ブランド
の直営第一号店。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」を提案します。素材や
ディテールにこだわったシーズンコレク
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
アイテムもラインアップ。

NEW SHOPS OPEN

デンマーク発
王室御用達の照明ブランド
日本の折り紙に影響を受けた手づくりの
シェードからスタートした、デンマーク王
室御用達の照明ブランドが登場。創業以
来、デンマークの工房で職人の手仕事に
よって生産され続けているテーブルランプ
や、クラシックなペンダントライト、モダンな
デザインのフロアランプなどが揃います。

LE KLINT
レ・クリント
ガレリアB1
TEL.090-2242-5454（期間中のみ）

快適さとデザイン性を兼ね備えた
新作サンダルコレクション
〈UGG®〉のシグニチャーアイテム「Classic
ブーツ」の素晴らしい履き心地が味わえ
るサンダル、「LA Light Slide」。スポー
ティなスライドシルエットにフレッシュ
な蛍光カラーを取り入れた軽やかなデ
ザインは、夏のカジュアルスタイルに
ぴったり。脱ぎ履きが簡単で、シンプル
なコーディネートのアクセントとして
も楽しめます。

UGG®

アグ
ガレリア2F／ TEL.03-6804-2375

期間限定ショップ
▶6.9 Tue. - 7.1 Wed.

6.12 Fri. OPEN

春夏の新作が到着！
メンズのローラブルハット
マダガスカル産の上質なラフィアを丁寧
に編み上げたハットが人気のブランド。
メンズアイテムである「TOMMY」は、洗練
されたシンプルなデザインと、コンパクト
にたたんで携帯できる便利さが魅力。
通気性がよく涼しげで、夏の日差しに
似合います。長く使える逸品として、父の
日のギフトとしても喜ばれそう。

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

メンズローラブルラフィアハット TOMMY 
24,000円

LA Light Slide 9,000円

東京ミッドタウン店限定
トートバッグは要チェック
イタリア屈指の高級レザーブランド
〈Felisi〉の国内初コンセプトショップか
ら、限定アイテムが登場。しっとりとした
質感のソフトキップレザーを使ったトート
バッグは、マルチストライプのショル
ダーストラップが印象的。箔押しの刻印
など、随所に感じられるデザイン性の
高さも魅力です。

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

トートバッグ 98,000円
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素材を覚醒させ空間を豊かにする
「BESPOKE MATERIALS JAPAN」展

NY発のライフスタイルショップによる
企画展。今展では、日本人の繊細な美
意識を象徴する独創性豊かな素材を
ご紹介します。さまざまな分野で活躍
するクリエイターたちが、日本の匠の技や
加工技術により素材そのものが持つ力
を覚醒させ、新たな価値を生み出します。

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

夏のお疲れ肌をケアする
スペシャルなコース

初めてのお客さまに限り「リフティング
ボーテ スーペリア（75分）」20,000円を
9,000円でご体験いただけます。紫外線
やエアコンによる乾燥した空気にさらさ
れた肌を、極上の美肌成分で潤し、キメ
の整った滑らかでハリのある肌に。

「TOKYO」をテーマにした2017年のデザ
インコンペで1,162の応募作品の中から
審査員特別賞に輝いた「ゲタサンダル」。
伝統的なゲタに現代的な素材をかけ合
わせ、「日本文化をより身近なものに」と
提案された本作品が商品化され、〈菱屋
カレンブロッソ〉にて絶賛発売中！

グラン マリコール TOKYO MIDTOWN AWARD
受賞作品が商品に！

ゲタサンダル Geta Flip Flops 各16,000円

ガレリア2F／ TEL.03-6440-0056

菓子を巡る、旅の記録
企画展「菓子をたずねて」

多様な文化に対する想像力の起点となり
ますように、という願いを込めた、菓子の
ルーツをたどる企画展。菓子職人、林 周作
が世界各国で出会った郷土菓子と人々 の
記録や、〈とらや〉で働く外国籍社員への
インタビューを通して、世界各地の郷土菓
子や和菓子について紐解きます。菓子に込
められた、数 の々物語をお楽しみください。

とらや
ガレリアB1／ TEL.03-5413-3541

▶6.1 Mon.-6.30 Tue.

▶6.1 Mon. - 6.28 Sun.

▶6.10 Wed.-11.30 Mon.

※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。 ※各ショップの催し等は、予告なく延期や中止になる場合がございます。

※商品は受注販売となります。

エシカルな食生活を提案 
〈TRUST FOOD by TWO〉POP UP

Action for Health / Local / Earthを指
針に掲げ、健康や地域、環境にやさしい食
生活を提案する食のセレクトショップ
〈TRUST FOOD by TWO〉のポップアップ
ショップ。〈渋川飯塚ファーム〉の国産フルー
ツと、自社農園で栽培した無農薬ハーブを
組み合わせた新感覚の“香るジャム”など、
こだわりを詰めこんだ逸品が集結します。

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

▶6.1 Mon.より開催

人気の素描家shunshunが、〈プレイン
ピープル〉のために描き下ろした美しい
ドローイングをまとった服「纏 光（ten 
kou）」が誕生。ブラウスとスカート、ワン
ピースの3アイテムのほか、古楽器プリン
トのリラックスウエアも展開。他には
ない存在感のあるコレクションに仕上
がっています。

素描家shunshunとの
新作コラボコレクション

プレインピープル
ガレリア2F
TEL.03-6804-5158

ワンピース 49,000円
ブラウス 23,000円、スカート 45,000円

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

愛らしい表情に癒されるこちらは、珪藻土
と炭、高い脱臭力を持つリサイクルアッ
シュでつくられた吸湿脱臭剤「フレッ
シェン」。靴箱やシンク下などのにおい
がこもるコーナーに置くだけで、調湿と
脱臭のダブルの効果が。表情が異なる
3個セットで、ちょっとしたギフトにも
喜ばれそう。

梅雨を快適に乗り切るための
小さなスグレモノ

ハーブ香る、無添加フルーツジャム 
630円～660円（軽減税率対象品）

リフティングボーテ スーペリア（ 75分） 
20,000円→9,000円

soil FRESHEN set standard 3,000円

洗うたび滑らかな手肌に導く
リュクスなハンドウォッシュ
スキンケアシリーズ「アール デュ ソワン」
の新作から、詰め替え可能なガラスボ
トル入りの「エクスフォリエイティング 
ハンドウォッシュ」。砕いたオリーブ種
子が配合されており、手の古い角質や
汚れを落とし、肌を滑らかに整えてくれ
ます。ボトルのシックなデザインも素敵。

diptyque 六本木
ディプティック ロッポンギ
ガレリア1F／ TEL.03-6804-5415

エクスフォリエイティング ハンドウォッシュ 
6,900円

2020年東京限定の
エクスクルーシブシガー
葉巻たばこの最高級ブランドより、東京
へのオマージュを込めた限定品が登場。
東京を象徴する東京タワーと東京から
望む富士山が描かれたボックスに、ウッ
ディで奥行きのある味わいのベリコソ
シガーが10本収められています。コレ
クターズアイテムとしてはもちろん、ギフ
トにもおすすめです。

Davidoff of Geneva / 
Salon des Parfums
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

ダビドフ 2020 エクスクルーシブ トウキョウ 
80,000円

〔イエロー、ピンク、ブラック〕
作家：富永省吾、綿野 賢、浅井純平

菱屋カレンブロッソ
ガレリア3F
TEL.03-5413-0638

オンラインにも対応した
コーディネートサービス
豊かな住空間を提案する〈TIME & 
STYLE MIDTOWN〉が心地よい空間
づくりをお手伝い。お客さまのライフスタ
イルに合わせ、お部屋のイメージづくり
から家具や内装のセレクトまでご提案
します。オンラインでのご案内も可能。
ぜひ、この機会にインテリアのプロと一緒
にお部屋をセンスアップしてみませんか。

TIME & STYLE 
MIDTOWN
タイム アンド スタイル ミッドタウン
ガレリア3F／ TEL.03-5413-3501
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