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2022 年 12 月 21 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、冬のキレイを応援するボディ＆ハンド

ケア用品、バスグッズ、保温アイテムなど、幅広いラインナップの商品をご用意しております。 

冬は寒さや乾燥によるお肌や身体へのダメージが気になる季節。そんなときこそ、極上の美容アイテムで大切にケアしたい

ものです。日々のお手入れに、リラックスタイムに、そして自分へのご褒美にしたい贅沢ケアまで、肌が潤うだけでなく、気分も

上がる選りすぐりの美容アイテム＆サービス 13 選をご紹介いたします。 

 

  

寒さと乾燥にさらされる冬に、潤いとリラックスをお届け 

東京ミッドタウン日比谷で手に入れる極上の美容アイテム&サービス 
東京ミッドタウン日比谷 広報担当者のおすすめの使い方などもご紹介 ／12 月よりグランドメニュー化したサービスも！ 

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！ 

乾燥が気になるこの季節に！ 
毎日のケアに取り入れたいボディローション&ハンドクリーム６選 

自分へのご褒美にしたい！贅沢な潤いアイテム&サービス 3 選 

冬本番の厳しい寒さから身体を守る！ 
身も心もほっとする、あったかアイテム 4 選 

HAND CREAM/HAAN 

フォトケア 

 

コットンシルクシリーズ ロングスリーブインナー 

コットンシルクシリーズ レギンス 
コットンカシミヤマルチケット 

クリームバススパ 

バランシング フルボディ エマルジョン  

BATH BOMB 

HIBIYA CENTRAL MARKET  

CABINET OF CURIOSITIES（3F） 

TENERITA（2F） SkinAware（2F） 

YA-MAN（1F） JetSet（1F） 

BODY BALM（ボディバーム） 

LINC ORIGINAL MAKERS（1F） THREE（2F） 

美顔術バザルト®フェイシャル 

バサルト®ヘッド 

HIBIYA CENTRAL MARKET

理容ヒビヤ（3F） 
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THREE（2F） LINC ORIGINAL MAKERS（1F） 

バランシング フルボディ エマルジョン  
4,950 円 

皮膚バリアとの親和性が高い、高品質の植物油を配合。取
り巻く環境から影響を受けやすい心身を、森林浴に似たフ
レッシュなブレンド精油の芳香が包み、からだ全体をゆる
めて力みを緩和します。 

高保湿成分を贅沢に配合した、しっとりタイプのボディ
バーム。テクスチャーはとろけるようになじむ使い心地。
濃密なのになめらかでベタつかず、肌をしっとり保湿し
てくれます。 

TATRAS CONCEPT STORE HIBIYA（2F） 

Dr.Vranjes（ドットール・ヴラニエス） 
ハンドクリーム 3,080 円 

"Dr.Vranjes のアイコン的フレグランス ROSSO NOBILE
〈ロッソ ノービレ〉のハンドクリーム。肌にのせた途端、
芳醇な赤ワインをモチーフにした数々の果実や花々、タ
ンニンの渋みが織りなす豊かなアロマが広がります。 
肌にすっとなじむ軽やかなテクスチャーで、石油系油脂
を含まず、天然由来のビタミン E やオリーブオイルなど
の植物油が肌に潤いを与え、乾燥や刺激から守ります。 

乾燥が気になるこの季節に！ 
毎日のケアに取り入れたいボディローション&ハンドクリーム６選 

なめらかでリッチなテクスチャーが潤いをもたらし、
まるで練り香水のような柔らかな香り立ちのボディロ
ーションと、洗練されたパッケージで持ち運びにも便
利なサイズ感のハンドクリームです。 

 
レプリカ ボディローション レイジーサンデー モ

ーニング 7,700 円、レプリカ ハンドクリーム レ

イジーサンデー モーニング 4,510 円 

ACCA KAPPA 東京ミッドタウン日比谷店（1F） 

（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス内） 

 JASMINE & water lily ハンドクリーム  3,300 円 

JASMINE & water lily ボディローション 6,050 円 

JASMINE & water lily シャワージェル  5,060 円 

シアバターなどの植物由来成分配合で、乾燥が気になる
冬のお肌に潤いを与えます。ジャスミンとスイレンの甘
く柔らかなノートが、心まで優しく満たしてくれます。 

（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス内） 
BODY BALM  

4,400 円 

【東京ミッドタウン日
比谷 広報担当者のコメ
ント】 
ハンドクリームは、仕事
の合間に塗ればジャス
ミンの香りで気分まで
あがります！ボディロ
ーションは保湿力があ
りつつさらっと肌なじ
みが良く、2～3 プッシュ
で全身に使えます。 

【東京ミッドタウン日比谷 
広報担当者のコメント】 
重すぎずべたつかないた
め、お風呂上りだけでなく
日中のケアにも◎。目を閉
じて香りを意識しながら深
呼吸して使用すると、まる
で森林浴しているような気
分になれて気持ちまでリラ
ックスすることができま
す。 

 

HAND CREAM/HAAN 1,870 円 

ベタつかず、高い保湿力でお肌をふっくらとやわらかく
整えてくれます。ほのかに香る優しい香りも魅力。天然
成分で作られているため、安心してお使いいただけます。 

【東京ミッドタウン日比谷 広報担当者のコメント】 
容器のフォルムがコロンとして可愛いので、持ち歩き用
にカバンに入れておくのにぴったり。おいしそうな甘い
香りなど香りも 3 種類展開されているので、気分に合わ
せて使い分けるのもおすすめです。 

HIBIYA CENTRAL MARKET  
CABINET OF CURIOSITIES（3F） 

 

 
メゾン マルジェラ フレグランス（1F） 

（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス内） 
 

【東京ミッドタウン日比谷 
広報担当者のコメント】 
さわやかな優しい香りで、強
い香りが苦手な方にもおす
すめ。性別や年齢を問わずご
使用いただけます。ボディロ
ーションはノズルを回転さ
せればロックできて旅行な
どの持ち運びにも便利です。 

【東京ミッドタウン日比谷 
広報担当者のコメント】 
すっと肌になじんでいくよ
うな使い心地で、ほのかに
香る爽やかな甘さに包まれ
ます。かさつきやすい部分
のケアにもおすすめです。
飾りたくなるようなパッケ
ージもかわいいので、毎日
使うのが楽しみになりま
す。 



3 

 

  

数年ぶりに会う地元の友人へのプレゼントがおススメ！ 

SkinAware（2F） 
コットンシルクシリーズ ロングスリーブインナー14,850 円 

コットンシルクシリーズ レギンス 13,750 円 

TENERITA（2F） 

保温性、保湿性の高いオーガニックコットンと、吸湿性、
放湿性に優れたシルクのダブルフェイス素材。着用した
瞬間からやさしい肌触りとふんわりとした軽い着心地
で、心身の緊張がほぐれていきます。静電気が起きにく
く、肌への負担も軽減。薄手の生地ながらも、温かく体
を包み込むので、敏感肌や乾燥肌の方、冷え性に悩む方
にもおすすめです。カラーはナチュラル、ブラック、ピ
ンク、グレーの 4 色展開です。 

コットンダブルカットボーダーハーフケット 
13,200 円 

コットンカシミヤマルチケット 
28,600 円 

オーガニックコットンのやさしさとカシミヤの暖
かさを重ねあわせた上質なブランケット。かつてな
い風合いと光沢感からは、素材の良さはもちろん、
熟練の技術による丁寧なものづくりの姿勢が感じ
られます。肩からかけたときに幅が広すぎず、ふた
つに折りたたんで膝にかけたときに床につかない
使い勝手のよいサイズも特長です。 

くつろぎ時間を暖かく過ごすための、肌触りの良
いブランケット。良質なオーガニックコットンを
使ったやわらかな素材は、静電気が起きにくいの
で、乾燥する季節も安心です。蒸れずに快適な温度
を保ってくれるので、冬から春先まで使えます。気
兼ねなくお洗濯もできる心強さもうれしいポイン
トです。 

冬本番の厳しい寒さから身体を守る！ 
身も心もほっとする、あったかアイテム 4 選 

TENERITA（2F） 
TENERITA BATH BOMB 
(Musk&Lotus)2,200 円 

【東京ミッドタウン日比谷 広報担当者のコメント】 
入浴後までぽかぽかと体があったかく、肌もしっとりと
いい感じに。浴室内にムスクやロータスの香りが広がっ
て、気持ちまでリフレッシュします。頑張った日や週末
などのスペシャルケアとして使うのもおすすめ！ 

販売期間：

3 月頃まで 

販売期間： 

2 月末頃まで 

リンパの流れを促進し血行をよくする「クレイ」「炭酸
ガス」と、入浴後の保温効果が期待できる「硫酸マグネ
シウム（エプソムソルト）」の相乗効果が特長の入浴剤。
ムスクとロータスの甘く重厚感のある香りです。 
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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９BOX

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/ 
 

 

 

 

肌温度を約 40℃まで上げる“超”濃密パワースチーム、
うるおい 300％＊ナノサイズの化粧水ミスト、5 色の
LED を搭載！温感をめぐらせ、素肌力をアップする美
顔器スチーマーです。これ 1 台で毛穴・保湿・目もとま
でケア！マスクで疲れた肌にも◎。 

*手での塗布との比較値 

頭皮のエイジングケアに特化したクリームを塗布し、10
分間の頭皮マッサージで血行を促進。オーガニック天然
由来の保湿成分が頭皮・髪に潤いをもたらすので、頭皮
の乾燥対策におすすめです。スパ後はシャンプーしてド
ライ仕上げなので、お出かけ前にもご利用いただけます。 

※価格はすべて税込です。 
※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 12 月 21 日（水）時点の情報です。その後、変更になる場合がございます。 

詳細は店舗にお問い合わせください。 

毎日頑張っている自分へのご褒美に！ 
1 ランク上の上質アイテム&サービス 3 選 

JetSet 東京ミッドタウン日比谷店（1F） 
（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス内） 

クリームバススパ 
オプション価格¥2,750+基本メニューJETSETTER 

or JETSETTER PRO の選択 
 

 

YA-MAN（1F） 
（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス内） 

フォトケア 66,000 円 

 

【東京ミッドタウン日比谷 広報担当者のコメント】 
クリームを使用したマッサージが気持ちよく、施術中
はうとうとしてしまうほど。お仕事終わりに疲れた頭
皮をリフレッシュすると気分もスッキリします。 

HIBIYA CENTRAL MARKET 
理容ヒビヤ（3F） 

美顔術バザルト®フェイシャル 5,500 円/30 分 
バサルト®ヘッド 5,500 円/30 分 

毎月第 3 月曜日の「女性デー」には、メイクを落とさずに
体感いただける、玄武岩を使ったトリートメント「バザルト
®温活ケア」を提供しています。また、「シェービング」や、
「前髪カット」など、ヘアカット以外にも様々なメニューを
揃えています。 
※空席がある場合は、当日受付も可能 

ご好評につきグランドメニュー化！ 

2022 年 12 月より提供開始 

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

