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2022 年 9 月 13 日 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 
 

 
 
 
 

 

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、ここでしか手に入らない限定商品や、

大切な人へのギフトにオススメのアイテムなど、幅広いラインナップの商品をご用意しております。 

9 月中旬のシルバーウィークには、首都圏から全国各地へ帰省し家族や友人に再会する方や、東京観光を楽しむ方も多

いのではないでしょうか。本ニュースレターでは、東京ミッドタウン日比谷でしか手に入らない限定商品やもらえると嬉しいちょっ

と贅沢な手土産など、オススメ商品 13 選をご紹介いたします。 

 

  

東京ミッドタウン日比谷限定商品やもらえると嬉しいちょっと贅沢な手土産まで！ 

東京観光・シルバーウィークの帰省におすすめギフト 13 選をご紹介 

NEWS LETTER 

ここでしか手に入らない！ギフトにオススメの 

東京ミッドタウン日比谷 限定グッズ・グルメをご紹介！ 

ポイント①東京ミッドタウン日比谷限定 
ここでしか手に入らない東京土産にもオススメのグルメ・グッズ 5選をご紹介！ 

ポイント③日比谷で買えるご当地の美味しいモノ 
家族、同僚、取引先にオススメの手土産 3選をご紹介！ 

ポイント②大切な人に喜んでもらいたい 
友人や家族へのプレゼントにぴったりなちょっと贅沢なギフト５選をご紹介！ 

JEAN FRANCOIS 

ローズタルト（プリザーブドフラワー) 極上七味 

百年餅 

 

消毒スプレー&タオルハンカチ 旅する紅茶 ティーセット 5 個入り 

○すず籠(鈴乃〇餅、鈴乃最中) おてみやげ（魚介粕漬） 京都 福岡 名古屋 

レアチーズクリームパン 

ベビーバスローブ&ラトル 

JEAN FRANCOIS NADABAN by HAL YAMASHITA ＢIANCA BARNET 

TENERITA TODAY'S SPECIAL Hibiya 

林屋新兵衛 鈴懸 鈴波 
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Pâtisserie & Café DEL'IMMO（B1） NADABAN by HAL YAMASHITA（2F） 

日比谷ショコラマドレーヌ  
価格：5 個入￥1,728、10 個入\3,240 

ほうじ茶のマドレーヌに抹茶ショコラをディップした、
東京ミッドタウン日比谷をイメージして作られたマド
レーヌのセット。チョコレートの奥深さが引き立つ一品
で、甘いものがお好きな方にオススメです。 

希少で上質なこだわりの原料を石臼製法で挽きあげた、
HAL YAMASHITA オリジナルブレンドの七味です。 
いつもの料理に一振りするだけで、料理の格がグレード
アップ。うどん、すき焼き、焼き鳥等、何にでも合う万能
調味料です。レストランの味をご自宅でも！ 

日比谷限定店舗 

ＢIANCA BARNET（B1） 

日比谷限定カラー 

ローズタルト （プリザーブドフラワー) 
価格：￥5,500 

バラとアジサイを敷き詰めた「タルトケーキ」がイメージ
のプリザーブドフラワーです。ＢIANCA BARNET スタッ
フが、１点１点手作りしています。発色がよく長く楽しん
でいただけることから、記念日や誕生日などのギフトに
オススメです。ぜひ、大切な方への贈り物に。 

ポイント①東京ミッドタウン日比谷限定 

ここでしか手に入らない東京土産にもオススメのグルメ・グッズ 5 選をご紹介！ 

 

 

日比谷限定パッケージ 

JEAN FRANCOIS（B1） 

日比谷店舗限定販売 

月に 10,000 個以上の販売実績を誇る大人気商品！弾力の
あるぷにっとした生地に、コクとミルクを感じるなめらか
でとろっとした北海道産レアクリームチーズを包みまし
た。食べやすいサイズ感とまっしろでコロンとしたフォル
ムも可愛らしい一品です。 

レアチーズクリームパン 
価格：￥270 

boulangerie Bonheur（B1） 

しあわせなカレーパン プレミアム 
価格：￥465 

真空低温調理で 8 時間じっくり煮込んだこだわりの
豚の角煮と牛肉をたっぷり使用したオリジナルカレ
ーのコラボレーション。豚の角煮の旨みが溶け出し
たまろやかな味わいは、まさにプレミアム。お子様
からお年寄りまでお召し上がりいただけます。 

日比谷店舗限定販売 

極上七味（9ｇ） 
価格：￥500 
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数年ぶりに会う地元の友人へのプレゼントがおススメ！ 

TODAY'S SPECIAL Hibiya（3F） 

旅する紅茶 ティーセット 5 個入り 
/TAKIBI BAKERY 

価格：￥1,890 

TENERITA（2F） 

世界の様々な国や地域をイメージした絵が描かれたマ
ッチ箱に、それぞれの国や地域をイメージした紅茶を入
れた、タキビベーカリーの『旅する紅茶』シリーズ。各
箱に 3 個ずつティーバッグが入っているので、色々な
味を手軽にお楽しみいただけます。 

アールグレイトリコロール バルーン缶
/TEAPOND 

価格：￥1,620 

東京・清澄白河にある紅茶専門店“TEA POND(ティーポ
ンド)”の紅茶。上質な茶葉を閉じ込めたティーバッグ
が、熱気球の絵柄が描かれた紅茶缶に 10 個入っていま
す。クラシカルなデザインのパッケージは特別感があ
り、ギフトにもおすすめです。 

ハンドソープ&フェイスタオル 
価格：￥6,875 （ボックス込） 

植 物 由 来 成 分 に こ だ わ っ た
『TENERITA ORGANIC HAND 
SOAP』は、きめ細やかな泡が出る
タイプなので洗い心地がやさし
く、ラベンダーの香りは気持ちを
リラックスさせてくれます。吸水
性が高くやわらかな肌ざわりの
『超甘撚りフェイスタオル』との
セットがおすすめです。 

消毒スプレー&タオルハンカチ 
価格：￥3,245 （ボックス込） 

消 毒 ス プ レ ー 『 TENERITA HAND 
CLEAN MIST』は効果はもちろん、持
ち歩きたくなる上品なデザインが人気
です。定番の『超甘撚りタオル』シリ
ーズのハンカチはカラーバリエーショ
ンが豊富で、贈る方に合わせてお選び
いただけます。ご友人へのプチギフト
や、ご出産内祝いなどお返しとしても。 

ベビーバスローブ&ラトル 
価格：￥12,595 （ボックス込） 

『ベビーパイピングバスローブ』は伸
縮性の高い素材を使用し、肌にあたる
部分に起毛をかけ、柔らかさに徹底的
にこだわりました。紐で大きさを調整
できるため、0 歳～2 歳くらいまでご愛
用いただけます。オーガニックコット
ン 100%の『リングラトル』は握りやす
く、中には洗っても錆びないようプラ
スチック製の鈴が入っています。 

ポイント②大切な人に喜んでもらいたい 

友人や家族へのプレゼントにぴったりのちょっと贅沢なギフト 5 選をご紹介！ 
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林屋新兵衛（2F） 

百年餅（6 個入） 
価格：￥2,073 

鈴波（B1） 

おてみやげ（魚介粕漬 3 枚入） 
価格：￥2,646 

鈴懸（B1） 

○すず籠（鈴乃〇餅 10 個、鈴乃最中 9 個入） 
価格：￥2,646 

およそ 200 年前に人気を博していた抹茶餅を百代の季
を越えて、名前を「百年餅」と改め今日によみがえらせ
た、ふわっもちっと優しい食感の石臼挽き宇治抹茶の旨
みがつまったお餅です。 

創業から 100 年近い歴史を誇る九州・博
多の風土に豊かに育まれた人気店からの
おススメ手土産。 
「もっちりとした皮の鈴乃〇餅」と鈴の形
をした「鈴乃最中」を竹籠に詰め合わせま
した。 

愛知名産の守口漬で有名な大和屋から、膳所鈴波でも人
気の銀だら粕漬、さわら粕漬、銀しゃけ粕漬の 3 種類の
お魚をセットにした商品です。ご家族、取引先の方への
お手土産におすすめです。 

※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あります。 
※画像はすべてイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。 
※掲載している情報は 2022 年 9 月 8 日（木）時点の情報です。その後、変更になる場合がございます。 

メニューの詳細は店舗にお問い合わせください。 
※新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い、急な営業時間の変更・アルコール提供の中止、臨時休業が発生 

する可能性がございます。詳細は東京ミッドタウン日比谷オフィシャルサイトをご確認ください。 

ポイント③日比谷で買えるご当地の美味しいモノ 

家族、同僚、取引先にオススメの手土産 3 選をご紹介！ 

名古屋 

福岡 

京都 
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■「三井不動産９ＢＯＸ感染対策基準」について 

当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、

今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、

医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産９

BOX 感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジステ

ィクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目

として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。 

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。 

※参考リリース： https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三井不動産グループの SDGs への貢献について 
 
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/ 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がとも

に豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG 経営を

推進しております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実

現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021 年 11 月には「脱炭素社会の実現」、「ダイ

バーシティ＆インクルージョン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを

通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。 

【参考】 

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

※なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における目標に貢献しています。 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/

