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東京ミッドタウン日比谷でおいしくて心地いい夏を過ごす 2 つのフェアを開催

フルーツたっぷりのスイーツで夏バテ対策「贅沢果物時間」
優しい気持ちで過ごす「エシカルで心地いい夏」
7 月 21 日（水）～8 月 31 日（火）同時開催
東京ミッドタウン日比谷 (千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社)では、7 月 21 日(水)～8 月 31
日(火)の期間、「贅沢果物時間」、「エシカルで心地いい夏」の 2 つのフェアを開催いたします。
先週東京では梅雨が明けいよいよ暑さも本番となり、夏バテが心配になる時期。日々の夏バテを解消する
にはフルーツのビタミンとミネラルが有効です。東京ミッドタウン日比谷では、そんなフルーツをたっぷり
使った期間限定のスイーツフェア「贅沢果物時間」を開催します。今しか食べられない各店イチ押しの選り
すぐりのフルーツメニューをご堪能下さい。
また SDGs に関する活動の一環として、館内店舗のエシカル商品の販売を促進するフェア「エシカルで心
地いい夏」も同時開催いたします。地域の活性化、および人や社会・環境に配慮したアイテムを人気の店舗
が取り揃え、店舗と館が一体となって未来に繋がる消費活動を推進していきます。
東京ミッドタウン日比谷ではお客様に少しでも安心してご来館いただけるよう、独自の感染対策なども取
り入れながら運営しておりますので、是非お立ち寄りください。

目の前でのパフォーマンスも！
夏らしいマンゴーのなめらかアイス

高さ 25cm！旬の桃を
たっぷりと使った贅沢パフェ

25cm

リサイクル素材使用、女性の雇用機会創出に繋がる
環境にやさしい“ビーガンロープサンダル”

製造段階で発生した排水はろ過洗浄を行い
自然へと還元、環境に配慮したタオル
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日比谷で過ごす夏の甘いひと時「贅沢果物時間」

＜Instagram キャンペーン＞
対象店舗でご注文された対象メニューを撮影し、

#贅沢果物時間 #(ご飲食店舗名)
#東京ミッドタウン日比谷
のハッシュタグをつけて Instagram に投稿すると、
東 京 ミ ッド タ ウン 日 比谷 の お 買い 物 ・お 食 事券
5,000 円分を抽選でプレゼント！
※対象メニュー・参加要項はオフィシャルサイトをご覧ください。

旬の桃でエネルギーチャージ！

桃と紅茶のシフォンサンド
一角 (3F)
イートイン:\ 880
※ご提供時間：11:00～19:00

桃ブラン
桃と無花果、ブッラータ
Värmen (2F)
イートイン:\2,400
※ご提供時間：17:00～19:00

Pâtisserie & Café DEL'IMMO (B1)
イートイン: 単品 \2,530
ドリンクセット \2,970
※ご提供時間：11:00～19:00
※季節の食材を使用しているため期間内に
おいても販売終了する場合がございます

宮崎県マンゴーと
ヨーグルトのかき氷
DRAWING HOUSE
OF HIBIYA (6F)
イートイン:\ 1,800

スイカレモネード
Buvette (1F)
イートイン:\ 990
※ご提供時間：平日 11:00～19:30
土日祝 9:00～19:30

※ご提供時間：11:00～19:00

マンゴーで味わう南国気分♡
フレッシュマンゴーのマンゴーバニラアイス
PHUKET ORIENTAL (2F)

あなたは
スイカ派？
メロン派？

イートイン:\ 2,280
※ご提供時間：16:30～19:00

フレッシュメロンの
クリームソーダ／
DRAWING HOUSE OF
HIBIYA (6F)
イートイン:\ 1,430 ※ご提供時間： 11:00～19:00
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定番おやつをたっぷりフルーツと共に

ヴィーガンで
ヘルシーに！

TAKEOUT OK！

農家さんの柑橘のヴィーガンタルト
Mr.FARMER (B1)
イートイン:\869
テイクアウト:\700
イートイン:\ 1,210
※ご提供時間：14:00～19:00

※ご提供時間：
11:00～19:00

プリンアラモード／THE SPINDLE (1F)
※画像はすべてイメージです。食材は時期や仕入れ状況によって異なります。
※販売時期は変更になる場合があります。
※提供時間は予告なく変更となる場合があります。各店舗へお問い合わせください。
※価格はすべて税込です。別途サービス料が発生する店舗がございます。
※行政機関からの酒類提供自粛の要請等により、アルコールメニューを提供できない場合がございます。

優しい気持ちで過ごす「エシカルで心地いい夏」
＜Instagram キャンペーン＞
対象店舗でお買い物された対象商品を撮影し、

#エシカルで心地いい夏 #(ご購入店舗名)
#東京ミッドタウン日比谷
のハッシュタグをつけて Instagram に投稿する
と、東京ミッドタウン日比谷のお買い物・お食事
券 5,000 円分を抽選でプレゼント！
※対象商品・参加要項はオフィシャルサイトをご覧ください。

リサイクル素材で
身も心も軽やかに
長く使ってサスティナブルな生活を
BAGGU /
STANDARD BAGGU
\1,980
Smith (2F)

産地の自然や水環境の保全に貢献
タオル
Abyss Hobidecor
(サイズ 5 種類)
\2,200～\13,200
Tempo Hibiya (3F)

Recycled Jersey
vintage washed
Rock Tee
\4,290
well-made by
MAIDENS SHOP(2F)

容器から製造工程まで
環境へ配慮
オンリーミネラル Nude
ファースト C ブースト ￥4,800
オンリーミネラル Nude
バウンシーエッセンス
ローション ￥3,500
YA-MAN (1F)
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生産や流通の透明化
によって生まれる
オーガニックコットン

環境に配慮した
パッケージを採用

オールインワンパンツ
\27,500

環境への配慮と上質感を両立
RL オーガニックコットン
サテンプログラム (コンフォーターカバー
/シングル) \46,200
RL オーガニックコットン
サテンプログラム (ピローシャム)
\17,600

SkinAware (2F)

RL オーガニックコットン
サテンプログラム (フィッティドシーツ
/シングル) \24,200
RALPH LAUREN HOME (3F)
Uka ペーハーバランス シャンプー
400mL \4,125
ダヴィネスエッセンシャル
モモ シャンプー \2,530
ダヴィネスエッセンシャル
モモ コンディショナー \2,860
イセタンミラー
メイク&コスメティクス(1F)

日本の地方産業や
技術を支える
EYEVAN E-0509-SUN
PBKG-LIGHT BLUE
\ 39,600
EYEVAN LUXE (1F)

マイボトルで
ゴミの軽減に貢献
TNF PLAY
WIDE BOTTLE
\4,290

リサイクル&女性の雇用機会創出
につながるサンダルブランド
ボラボラ \13,200
Quorinest (2F)

THE NORTH
FACE PLAY
(2F)

※写真はすべてイメージです。
※各商品はなくなり次第終了となります。
※価格はすべて税込みです。
※販売期間や提供時間は変更になる場合がございます。

東京ミッドタウン日比谷の感染症対策について
東京ミッドタウン日比谷では、お客様ならびに従業員が安心して過ごすことができますよう、適切な感
染症対策を講じてまいります。

＜感染症対策＞
・お客様には、来館前の検温・来館時のマスクの着用をお願いしております。
・感染拡大防止のため 3 密対策・衛生対策（消毒液の設置、ソーシャルディスタンス確保のご協力等）
を実施しております。
詳しくはこちら https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/news/4997/
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