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六本木ヒルズでしか買えない限定チョコレートも登場

Roppongi Hills St.Valentine's Day 2020
“読むチョコレート”がコンセプトのユニークなチョコや葉巻を模したシャンパンショコラ、日本酒“獺祭”を使ったものなど勢ぞろい!
六本木ヒルズでは、2020 年 1 月 24 日（金）～2 月 14 日（金）の期間、チョコレート専門店からアパレルショップ、カフェ
やレストランまで計 17 店舗が参加するバレンタインフェア「Roppongi Hills St.Valentine’s Day 2020」を開催します。
今年もラ・メゾン・デュ・ショコラやル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木などのチョコレート専門店をはじめ、ジョルジオ アルマーニ
やビームス、エストネーションといったファッションブランド、セレクトショップが手掛けるチョコレートまで、六本木ヒルズならではのラ
インナップを取り揃えました。昨年、限定商品が大好評だったビームスからは、 “読むチョコレート”がコンセプトのフルーツ×チョ
コレート×ショートエッセイというユニークなチョコレートが、六本木ヒルズ限定で登場。また、ジャン・ジョルジュ トウキョウからは、
ハーブ&スパイスを使ったまるで料理のような完成度の高いチョコレートが登場するなど、六本木ヒルズ限定の商品を販売いた
します。
さらに六本木ヒルズでは、ジョルジオ アルマーニのハート形ケース付きの高級チョコレートや、パッケージデザインで有名な
「ル・ショコラ・デ・フランセ」の日本初上陸の缶入り新作商品、日本酒“獺祭”やシャンパンをつかった大人向けのものなど、本
命におすすめの本格チョコレートはもちろん家族や友人、仕事仲間まで喜んでいただける豊富なラインナップを展開します。
展望台の東京シティビューでは、天空に現れる AR のタロットカードで恋の行方を占えるイベントも開催。ザ ムーン ラウンジ
ではバレンタインカクテルやアフタヌーンティーも楽しめます。また、クリスマス期間に大好評だった「けやき坂イルミネーション」は、
今年もバレンタイン当日まで点灯期間を延長しライトアップ。六本木ヒルズで素敵なバレンタインをお過ごしください。
エストネーション
「ル・ショコラ・デ・フランセ」

ジー ギフト アンド ライフスタイル
「獺祭ショコラ」

ビームス
「チョコレートライブラリー」

ジャン・ジョルジュ トウキョウ
「JG チョコレートボックス」

ジョルジオ アルマーニ
「サン・ヴァレンティーノ 2020」
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ジー ギフト アンド ライフスタイル
「葉巻ショコラ(シャンパーニュ)」

※表記の価格は全て税込み
※販売期間は店舗により異なります

バレンタインチョコレート

～チョコレート専門店からファッションブランドまで～

六本木ヒルズでは、チョコレート専門店をはじめ、レストランやアパレルショップなど計 17 店舗が参加し、バラエティに富んだチョ
コレートを販売します。昨年大好評の「ビームス」からは、“読むチョコレート”がコンセプトのフルーツ×チョコレート×ショートエッ
セイという異色なコラボレーションのユニークチョコが、六本木ヒルズ限定で登場。そのほか、日本酒“獺祭”やシャンパン、ワイン
を使った大人向けのものや、本命チョコにおすすめの本格チョコレートなど、バレンタインの様々なニーズに合う六本木ヒルズな
らではのラインナップでお届けします。

“六本木ヒルズ限定”チョコレート
ビームス

変り種

ルビー
チョコ

ジャン・ジョルジュ トウキョウ

「JG チョコレートボックス」 \1,800

「チョコレートライブラリー」 \2,420
「読むチョコレート」をコンセプトにフルーツ×チョコレート×ショートエッセイ
という異色の掛け合わせにより、心の頬が落ちる時間を提供します。
※オレンジ、イチゴ、梨 限定数各 100 個

ジャン・ジョルジュのコンセプトの一つであるハーブ&スパイスを使用した、
一粒一粒が料理のような完成度のショコラです。話題のルビーチョコも！
※限定数 100 個

エッグセレント

ヒルズ ダル・マット

「ハート・トリュフ」
5 個入り \1,296 10 個入り ￥2,376

「チョコレートエッグタルト」 1 個\250
昨年大好評の濃厚なチョコレートをたっぷり使ったエッグタルトに、
アクセントでのせたピスタチオとカカオニブが◎。
※限定数 1 日 100 個

見た目はキュートながら、お味は大人好み！リモンチェッロやアマレット
など、イタリアのお酒の芳醇な香りが特徴です。
※限定数 1 日各 20 個

お酒をつかった大人のチョコレート
和チョコ

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

ジー ギフト アンド ライフスタイル

「ボンボンショコラ ドゥ ジョエル・ロブション」
\8,640

「獺祭ショコラ」 6 個入り \2,484

シェフソムリエがバレンタインのためにセレクトしたシャンパーニュ、
白ワイン、赤ワイン、ソーテルヌ、コニャックの 5 種類のボンボン
ショコラです。※限定数 45 個

「獺祭 磨き二割三分」のボンボンショコラ。粗塩でお酒の吟醸香が際
立つミルクと、お酒の酸味とカカオの苦みのマリアージュが絶妙なビター
の詰め合わせです。

ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニー

変り種

「葉巻ショコラ(シャンパーニュ)」
\3,564

「ショコラ クラシック ジャパニーズウヰスキー」\3,400
イチローズモルト Double Distilleries を使ったショコラクラシック。
絶妙な焼き加減で生まれる生チョコのような食感や、ウィスキーとチ
ョコの香りをお楽しみください。
(プラス￥600 で桐箱と真田紐のパッケージに変更可能)

ジー ギフト アンド ライフスタイル
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生クリームを使わずシャンパーニュだけで仕上げたガナッシュチョコレート
に、クーベルチュールチョコレートを薄く塗り、職人技で巻きあげました。

本命チョコにおすすめ！王道の本格チョコレート
ル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木

ラ・メゾン・デュ・ショコラ

「クール」 ￥3,240

「パリ ジュテーム 9 粒入り」 \3,510

味は 2 種類あり、オ・レにはヘーゼルナッツプラリネ、ノワールにはアーモンドプラ
リネがたっぷり。ザクザクとした食感の香ばしいプラリネとカカオ豆の風味際立つ
ショコラの組み合わせ。

オペラやモンマルトルなどパリの 4 つのエリアのカフェやテラスでのひととき
をイメージした、限定ショコラ 4 種の詰め合わせです。

イルブリオ

ジョルジオ アルマーニ

「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ／AOKI 2020」
\3,078

「サン・ヴァレンティーノ 2020」 ¥4,860
ホワイト、ミルク、ダークの 3 種類のチョコレートを使った、バレンタイン限定
フレーバー。高級感のあるハート形のスペシャルケース付き。
※限定数 600 個

「イルブリオ×サダハルアオキ」がバレンタイン商品を展開。フランスのショコラ
品評会で最高位を受賞したこれまでの受賞作より AOKI が厳選した『THE
BEST』の 6 粒。※限定数 150 個

家族や友人、職場にピッタリ！自分へのご褒美にも
エストネーション

パケ買い

変り種

※2/1～ ヒルズ ボックス

「トリプルカッター チョコレート」 \2,808

「ル・ショコラ・デ・フランセ」 ¥506～￥3,520
数々の世界のパッケージデザインコンペティションを受賞してきた「ル・ショコラ・
デ・フランセ」。日本初上陸の缶入り新作商品も登場！
和チョコ

エステプロ・ラボ ROPPONGI

炭水化物・油・糖をカットする人気サプリメント「トリプルカッター」の成分
を配合したギルトフリーチョコです。“自分買い”にもおすすめです。

ジー ギフト アンド ライフスタイル

グランドフードホール

変り種

「たまゆら」 \2,160

「キュイショコラ」 \1,620

白餡と寒天を用い、バターを使わずにかためた、銘菓「乃し梅」の生チョコ。
\3,400
濃厚ながらもさっぱりとした仕上がりの、乃し梅の風味が後を引く絶妙な一品です。

バレンタインスイーツも多数登場!!
場！

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

「ケーク フォンダン ショコラ フランボワーズ」
\2,160
ビターチョコレートの上品な味わい。温めるとチョコ
クリスピーショコラヴァッフェル」 6 個 入 ￥1,080
レートがとろけて、フォンダン ショコラのようにも！
※限定数 300 個

黒糖を入れてまろやかな味に仕上げた焼きショコラ。口の中でホロッと
\3,400
崩れる食感をお楽しみいただけます。

ローステッド コーヒー ラボラトリー

「チョコレートケーキ」
1 ピース\529（イートイン\539）
濃厚チョコブラウニー生地に、ビターココアビスケットと
チョコソースをオン！コーヒーとの相性も抜群です。
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クレーム デ ラ クレーム

「クリスピーショコラヴァッフェル」 6 個入り￥1,080
「マドカ（カスタードマドレーヌ）」 3 個入り￥756
シュークリーム専門店自慢の、しっとりのマドレーヌ
と新食感のチョコレート菓子をご用意。

六本木ヒルズ けやき坂冬のイルミネーション

～バレンタイン当日までライトアップ！～

冬の風物詩として定着した「けやき坂イルミネーション」が、バレンタインシーズンまで期
間を延長。 “SNOW ＆ BLUE”のイルミネーションが放つ、都会的で洗練された煌め
きが恋人たちをお迎えします。
日
時：
時
間：
場
所：
内
容：
ライティングデザイン：

2020 年 2 月 14 日（金） バレンタイン当日まで点灯
17：00～23：00
六本木けやき坂通り
約 70 万灯の LED
内原智史デザイン事務所

東京シティビュー Valentine Tarot Museum

～限定カクテルやアフタヌーンティーも～

スカイデッキ上で AR×タロット占いを無料で楽しめる、六本木ヒルズス
カイデッキ限定のスマートフォン専用アプリ「Tarot Museum（タロットミ
ュージアム）」。クリスマスに続きバレンタインでの開催が決定。
アプリを開いてスマートフォンを空にかざすと、運勢を占う人気イラストレ
ーターによるオリジナルデザインのタロットカードが出現。また『天空のバ
レンタイン 2020』開催期間中にアプリでタロット占いをした方には、スカ
イ デ ッ キ の 下 の 52 階 、屋 内 展 望 台 に 隣 接 し た 「 THE MOON
Lounge」で使えるスペシャルクーポン券をプレゼント。広大な景色を楽
しみながら、恋人や友達との運勢を占ってみては？

Valentine Tarot Museum キービジュアル

タロットカード イメージ

【Valentine Tarot Museum （バレンタイン タロットミュージアム) 開催概要】
期
間： 2020 年 1 月 24 日（金） ～ 2 月 16 日（日）
会
場： 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー 屋上「スカイデッキ」（森タワー屋上）
営 業 時 間： 10:00～20:00
※最終入場は営業終了 30 分前までです。 ※雨天・強風等の荒天時はクローズします。

料

金： 無料。但し、スカイデッキまでの入場料が必要です。

一般 2,300 円、高校・大学生 1,700 円、4 歳～中学生 900 円、シニア（65 歳以上）2,000 円
※52 階・53 階までの入館券をお持ちの場合、追加料金一般 500 円、4 歳～中学生 300 円です。
※年間パスポートをお持ちの方は無料です。
お問い合わせ ： 03-6406-6652
公 式 サ イ ト ： tcv.roppongihills.com
THE MOON Lounge （ザ ムーン ラウンジ）
「THE MOON Lounge」でも、バレンタイン限定メニューをご用意しています。天空からの景色を楽しみながら、大切な人とロマン
チックなバレンタインをお過ごしください。※18:00 以降はサービス料 5%が加算
ルビー
チョコ

カクテル「CACAO FLIP」
￥1,980

ホットミルクシェーキ
￥1,430

※18:00 以降はサービス料 5%が加算

＊ノンアルコール
※18:00 以降はサービス料 5%が加算

「天使の誘惑」という鹿児島の芋焼酎
とカカオを合わせ、仕上げにルビーチョコ
レートをふんだんに振りかけました。
旨味とコク、厚みがある焼酎とカカオが
ベストマッチした一杯。

ミルクとエッグ、ハニーウォーターで甘く
仕上げたノンアルコールカクテルです。
ココロもからだもあったまる一杯を。

Valentine After MOON Tea
￥4,180
※別途サービス料等

ハートのルビーチョコレートガナッシュやチョコレートのマカロンをはじめチョコレートといちごをふんだんに使用した
内容に仕上げました。カップルはもちろん、女子会でも。
オシャレかつシックに映えるアフタムーンティーを是非この機会にお堪能下さい。
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