


ABISTE 
BOUTIQUE
アビステ ブティック

ベージュをキーカラーにした上品なルック。
ジャケットの裾周りの紐を調整することで、
シルエットが変わります。
ジャケット ￥49,500
ブラウス ￥31,900
パンツ ￥35,200

ABISTE

AKRIS

アビステ

アクリス

穏やかな春風にそっとたなびく、花を
モチーフにした〈アビステ〉のブローチ
とイヤリング。桜色のカラーリングが
華やかな装いに仕上げます。

2022年春夏コレクションに新たに登場し
た「アヌーク メッセンジャー」。スクエア
フォルムのクロスボディタイプで、デイリ
ーユースにも活躍するバッグです。

ブローチ ￥25,300
イヤリング ￥38,500

バッグ ￥185,900

GUSTO DI 
MASANOBU
グスト ディ マサノブ

バッファローカーフを使用した、足馴染み
が良く歩きやすいシューズ。同じデザイン
のメンズシューズもあり、ペアでもご愛用
いただけます。
シューズ ￥44,000（レディス）　￥57,200（メンズ）

MORABITO&
AUSTIN REED
モラビト＆オースチン リード

〈モラビト〉のアイコンバッグ “ステラ”。
やさしいカラー展開で、春の旅行にお
すすめです。

バッグ ¥240,900　※ショルダーストラップ付

Feel the 
spring breeze

待ち遠しい思いで迎えた春、旅行や行楽シーズンに
おすすめしたいアイテムをご紹介します。

新しい季節の息吹を感じるアイテムとともに
お出掛けください。
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GARGANTUA
ガルガンチュワ

お花見や春のイベントに喜ばれる〈ガルガンチュ
ワ〉の人気サンドイッチ。ハム、スモークサーモ
ン、チキンサラダ、カニサラダの4種類の具材に
は、それぞれに合うパンを使用しています。パン
で作り上げたバスケットには、春限定で桜の模
様をあしらい、フルーツとともに彩りを添えます。

DAIICHI 
ENGEI
第一園芸

オフィスのデスクやテレワーク中のご自宅
などで育てることができる多肉植物。花芽
をつけることもあり、環境によっては何年
でも楽しむことができます。
（左から）パールフォンニュルンベルク、ラウリンゼ、
バロンボルト 各 ¥4,400　※ポット付

EDOM
エドム

楽しい学校生活を送るミニーマウスと
イースターを楽しむミッキーマウスたち。
新入生への贈り物としても喜ばれます。
（左）ティーチャーミニー ￥8,800
（右）ミッキー＆ミニーイースター ￥11,880

ÇAETLA
さえら

食器や花瓶に敷いたり、インテリアとして飾るこ
ともできる、チュールレースのドイリー（クロス）
とカトラリーケースです。春の集いの席を華や
かに演出してくれます。
ジレのようにも見えるテーブルエプロンは、前開
きのスナップボタンが便利です。ナイロン素材
で汚れがつきにくく、外出先でもエレガントです。

テーブルエプロン ￥19,800

B.D.O
バン ドゥ オブジェ（B.d.O）

「清浄」の花言葉を持つカラーが描かれた、
上品なトイレタリーアイテム。スワロフス
キーがアクセントです。

ハンドタオル ¥3,300
フタットシート ¥16,500
スリッパ ￥5,060
トイレマット ¥30,800

The pleasure of
spring season 

オフィスに飾る植物や食卓を彩るインテリア小物など、
新生活におすすめのアイテムをご用意しました。

ドイリー ￥6,600
カトラリーケース ￥6,490

ガルガンチュワサンドイッチ（桜） 
¥13,000　※数量限定、7日前までに要
予約。販売期間 3月 1日～ 4月 30日

4 5



さんです。「作り手と使い手が作品を介して出
会うような空間にしたいと思います。ブラン
ド名の〈間〉は、古語では『あわい』と読みます
が、尺の長さを表す一間（いっけん）も意味し
ています。一間の長さである1.8181‥という
数字をロゴに入れましたが、1は唯一、8は無
限を意味しており、私たちも唯一無二の作品
をお客様に提供したいという思いを込めてい
ます」。

人間国宝を始めとする作家たちの作品を、ゆ
ったりとした空間で鑑賞できるのが特徴です。

置くことで、気持ちに贅沢を与え、生活をより
豊かにしてくれるのではないでしょうか。日本
が誇る文化をこの空間から発信していきたいと
思います」。オーラ漲る作品とその作り手たち
の思いに是非触れてみてはいかがでしょうか。

昨年 12月、「贅沢な心地を届けてくれるモ
ノ・コトをご紹介し、新しい出会いがある場
所としたい」という思いから、〈AWAI | THE 
COVER NIPPON〉がオープンしました。木の
温もりを感じさせる、ゆったりとした空間で、
匠の技から生まれた日本の美しい作品を展
示・販売します。オープニングでは、陶芸家
で人間国宝の福島善三氏による、釉薬のなめ
らかで美しい作品が披露されました。

〈AWAI | THE COVER NIPPON〉のクリエイ
ティブディレクションを務めるのが松坂香里

「作品ひとつひとつにはオーラがありますが、
気軽に観ていただきたいと思います。多摩美
術大学教授の外舘和子さん監修のもと、今後
も人間国宝の作品を中心に展示・販売をして
いきます。こうした作品を日々過ごす空間に

〈AWAI | THE COVER NIPPON〉
クリエイティブディレクター

松坂香里さん

作り手と使い手が
作品を介して出会うような
空間にしたいと思います。

The pleasure of life 

〈AWAI | THE COVER NIPPON〉では、今後日本茶や
歳時記にふれる講座などを開催する予定です。

AWAI | THE COVER NIPPON
間（あわい） ジ カバー ニッポン
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（左）ドレス ￥352,000
（右）ブルゾン ￥291,500　
スカート ￥102,300　

（左）ワンピース ￥682,000
（右）ワンピース ￥187,000

コート ¥605,000

AKRIS
アクリス

（左）〈アクリス〉創業の地、スイスのザンクト・ガレン近郊にあるゼーア
ルプ湖の美しい湖面に写る名峰や爽やかな青空をプリントしたドレス。
（右）ミントカラーが清涼感溢れるルック。ブルゾンの裾周りやフードは
紐で絞ることで、印象が変化。オーガンザ素材の透け感で、春の雰囲気
をお楽しみください。

LEONARD
レオナール

〈レオナール〉の2022年春夏シーズンのテーマは、「Bella Vita 
～美しき人生～」。60～ 70年代にファッショナブルな装いで海
外旅行を楽しんだジェット族からインスピレーションを受けた
コレクション。水彩画のタッチで植物がカラフルに描かれてお
り、リゾートでも映える一着です。

Find your new style in spring! 今年の春夏シーズンは、美しいプリントのドレスや鮮やかな水彩画のワ
ンピースなど、新しい季節の訪れを楽しむコレクションがラインナップ
しました。旅先やリゾートで春の装いをお楽しみください。
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パーカー ￥20,900
スカート ￥15,400

ワンピース ￥121,000

ショートコート ￥121,000
ニット ￥86,900
パンツ ￥64,900

デニムジャケット ￥25,300
ニット ￥14,300
パンツ ￥19,800

カーディガン ￥86,900
ニット ￥75,900
スカート ￥86,900

OHRA BEAU
オーラボー

今シーズンの特徴である「スカラップ刺繡」。パンツの
裾や、ジャケットやパーカーのバックデザインに施さ
れたスカラップ刺繍が、甘さを引き立てながら、カジュ
アルにもエレガントにもコーディネートできます。

MORABITO&
AUSTIN REED
モラビト＆オースチン リード

上質な天然素材を中心にこだわりの技法でつくり込
み、春夏の爽やかなムードが感じられる軽さを表現。
ほどよいコンフォータブルさとエレガントが共存した、
リアルクローズを格上げする「モラビトプルミエ」らし
いモダンスタイルです。
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アンティーメイムレカルカ ミライラボ

明るくて開放的な〈アンティーメイム〉
では、スキンケア、ボディケア、アロ
マなど豊富なラインナップを取り揃え、
お肌の状態や悩みに合ったお手入れ
を提案します。

AUNTIE MAMELEKARKA MIRAILAB

ソルーナ エネルギースプレー（室内芳香剤）  
￥4,400（50mL）

エシカル、サステナブルに徹し、主に植物を原料にしている〈ソルーナ〉よ
り、自然界の持つ様々なエネルギーを含むハーブのルームスプレーをご
紹介。深い森にいるような心落ちつく香りで、ストレスをやわらげ気分をリ
フレッシュしてくれます。バラの豊かな香りが広がるローズクリームは、乾
燥の気になる肌に潤いを与え、なめらかな肌に導きます。また、〈アルキミ
ア〉の目もとと口もと用のクリームは豊かなうるおいで肌のハリと弾力を与
えてイキイキをした表情に。

〈Organic cosmetics〉〈Cosmetics〉

〈レカルカ ミライラボ〉では、専門のス
キンケアコンシェルジュが、最新の肌
診断機を用いてお客様の肌の状態に
合わせた最適なアドバイスいたします。

ソルーナ ローズクリーム ￥13,200（30mL）

（左から）CFセラム ￥13,200　
ラクトペプローション ¥8,800　
モイストシャインミスト ¥4,950

Beauty for spring 春に取り入れたい美容アイテムをご紹介いたします。季節の変わり目には、毎日のケアで
瑞々しく美しい肌に整えていくことが大切です。春に草木の芽が張り出すように、セルフケアを。

スキンケアブランド〈レカルカ〉より春におすすめしたいアイテムを3点ご紹介。
（写真左）〈レカルカ〉の人気美容液、CFセラム。化粧水として、導入美容液としてお使いいただけます。高濃度に配合され
た２種類のビタミンＣと天然美容成分MAAsやフラーレンを含む豊富な抗酸化成分が、輝くようなツヤのある美肌へ導きます。
（写真中央）毎日朝晩に使えるマイルドなピーリング効果のあるトーニングローション「ラクトペプローション」は洗顔後、最初に
お肌に馴染ませることで天然乳酸が角質・保湿・美白ケアし、ヒメコウジ葉エキスが肌を整え、ペプチドがしっとりとした潤い
とハリ感をもたらします。使い続ける程にやわらかでキメ細かく、透明感のあるお肌へ。
（写真右）医療グレードのEGF（成長因子）を高濃度に配合し、美容クリニックでもロングセラーで愛される人気商品「MINI
モイストシャインミスト」は微細なミストが瞬時に馴染み、一吹きでお肌に艶と潤いを与えます。化粧水として、日中の乾燥対策
としてメイクの上からでもお使いいただけます。

アルキミア E.Y. アイ＆リップコンター 
目もと・口もとクリーム ￥33,000（15mL）
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エステティックサロン ゲラン パリ ネイルサロン ネイラ

春におすすめのエイジングケア・コース「ビューティリフト アベイユ ロイヤル」。顔の造形に関わる筋肉 1つ1つに働きか
ける独自の手技“ビューティリフト”により、寒い冬でこわばった表情筋を緩めて、鍛えて、整えます。肌にツヤとハリを与え
ながら立体的なフェイスラインへと導きます。

季節の変わり目は爪が乾燥しやすいため、保湿ケアが大切です。温めた保湿クリームを使い甘皮をケアすることでアル
コール消毒などで乾燥した指先に潤いを与え、いきいきとした爪をよみがえらせます。お客様一人ひとりのご要望や悩み
などをカウンセリングし、ネイリストが爪の状態や生活習慣に寄り添ったネイルケアをご提案します。

広々としたアクアルーム（スパ）や、リラクゼーションル
ームなどの施設が充実しています。経験豊富なエステテ
ィシャンが、幅広いメニューやご要望にお応えし寛ぎの
時間をお過ごしいただけます。

ESTHETIC SALON 
GUERLAIN PARIS

ビューティリフト アベイユ ロイヤル（80分） ゲスト価格 ￥43,560

〈Esthetic〉

NAIL SALON NAILA
〈Nail〉

けがれのない自然が育む希少な黒ミツバチの
パワーでハリと輝きのある肌に導く、「アベイユ 
ロイヤル」。ゲラン研究所が10年以上の歳月を
かけて、ミツバチが生む高い修復力を紐解きま
した。まるで水のように軽やかに肌を包み込む
オイル状美容液は季節の変わり目におすすめ
のアイテムです。
アベイユ ロイヤル アドバンスト ウォータリーオイル
（50mL）￥18,810

日本ネイル業界の黎明期から続く老舗の
ネイルサロン。爪先と手肌をいたわるきめ
細やかなケアと、日々の生活をより豊かに
彩るネイルアートをご提供しています。

ホットローション甘皮ケア  ￥2,200

2022年春夏シーズンのトレンドカラーの中から、人
気の2色のネイルデザインです。エネルギッシュな
オレンジは、エレガントにもポップにも仕上がりま
す。ベリーペリは、発想力や想像力を促す青に赤紫
が融合したカラー。新たな生活様式へ移行している
変革の時代を象徴する色です。

ジェルネイル（上）オレンジ ￥16,500
（下）ベリーペリ ￥19,800
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クロノロジスト キャビアスパトリートメント ￥15,950

黄金比メイク＆写真撮影 ¥22,000
エンディング写真にもご利用いただけます。

「黄金比メイク」を身につけられるメイクレッ
スンや、パーソナルカラー分析、フェイシャル
エステメニューも揃え、女性としての輝きを感
じていただけるサービスをご提供しています。

シンカ
SHINKA

メイクアップサロン アガール
MAKE UP SALON AGIRL

〈Hair〉 〈Makeup〉

最高峰の美しさを求める方のための〈ケラス
ターゼ〉クロノロジストシリーズ。先進のテ
クノロジーを総集結させ、髪や頭皮のあらゆ
る悩みをケアし、まるで生まれたてのような
健康的で艶やかな髪へ導きます。
（左から）バンクロノロジスト（シャンプー） ￥4,840
ユイルクロノロジスト（ヘアオイル） ￥6,600
マスククロノロジスト（ヘアトリートメント） ￥12,100

2021年に銀座で誕生した「銀座化粧堂」から、
眉用のパウダー、マスカラ、ブラシのメイクア
ップセット。マスクの影で暗くなりがちな目元
に、軽やかな質感と色味で春らしいメイクアッ
プを叶えます。透明感のあるいきいきとした表
情で、春の装いとともにお楽しみください。
クリームタイプのメイクベースがついた、多機能アイブ
ロウパレット
マイブロウクリエイター （眉パウダー） ¥3,850
マイブロウデザイナー（眉マスカラ） ¥2,420
マイブロウブラシ（眉ブラシ） ¥3,300

スタッフ全員が英語を話せる、日本で
は数少ないグローバルサロンで、上質
なサービスとおもてなしを体感できる
人気のサロンです。

この春、美髪を目指したい方におすすめしたいヘアケアスパ
をご紹介します。サロンだけの特別なスカルプ＆ヘアトリートメ
ントで、頭皮から毛先まで包括的に美髪ケアを行い、健康的
な印象の質感へ導きます。カットからヘッドスパまで全て同じ
椅子で受けられるため、移動の負担なく最後までリラックスし
た時間をお過ごしいただけます。「震えるほどの感動と華や
かさを」をコンセプトにしたプライベート空間で上質な時間を
ご堪能ください。

自然界で最も美しいとされる「黄金比」に最大限近づけるメイクを施し、ヘアを整え、写真撮影をいたします。「黄金比メイ
ク」は、顔のバランスを黄金比に整えながらメイクしていく人気メニューです。表情やポージング、撮影まで、全て女性スタッ
フが丁寧にアドバイスいたします。プロフィール写真、お見合い写真など大切な日のためのメイクアップにご利用ください。
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ゆったりとした空間でアートを鑑賞いただける〈ギャラリー マークエステル〉。
色彩豊かな作風のマークエステル氏に、日本に魅せられた理由をお聞きしました。Art gallery

が大好きになりました。私は、日本
や中国の掛軸や屏風のように色彩
が生き生きとして純粋であるよう
描き、色彩が心のあり様を表現す
るように心がけています。赤は愛
を、青は希望、緑は大自然、黄色は
太陽、紫が悟りといったように。愛
は特に大切なテーマで、それはど
この国でも必要ですよね。作品に
は、この愛が広がっていくように
という思いを込めています」。

帝国ホテルとは、コート・ダジュールの名門ホ
テル「カップエステルホテル」を創業したお父様
との不思議なご縁があるそうで、「60年前に私
の父が世界ホテル協会の副会長に就任して、協
会の大きな会合を開催したのが帝国ホテルだっ
たと聞いていました。この場所にギャラリーを
開廊したのもご縁を感じます。明るくて私の作
品がとても映える美しいギャラリーです。作品
を観た方に愛の色や愛情が伝わるようにと思い
描いています」。神話の世界を通して人間の愛
情を表現するマークエステル氏の作品は永劫の
輝きを放ちます。

国内外で活躍するフランス人アー
ティスト、マークエステル氏の作
品を常設展示する「ギャラリー マ
ークエステル」。「色彩の魔術師」
とも評されるマークエステル氏
は、日本神話に大きな影響を受け、
『古事記』を色彩豊かに描いた作
品で広く知られています。令和元
年に開催された「天皇陛下御即位
をお祝いする国民祭典」では作品
15点が投影され、さらに伊勢神
宮を始め神社への作品奉納は192
社を数えるなど、神道に深く共鳴した作風は高
く評価されています。

日本神話をテーマにした作品を数多く発表して
きたマークエステル氏は、「私は地中海のとても
美しい所で生まれ育ちましたが、日本はどこに行
っても自然が豊かでグリーンが美しいと思いま
す。どこからでも海が見え、ヨーロッパ以上の魅
力を感じています。1970年に初来日した際には、
互いに神様に相対するように丁重に接して尊重
し合う日本人に驚嘆しました。ヨーロッパにもな
い愛情のようなものを感じ、アジアがそして日本

GALLERY MARCESTEL
ギャラリー マークエステル

マークエステル氏

1. 「八岐大蛇の尾から現れた草薙の剣を手にする須佐之男命」 油彩 150×200cm ￥6,600,000
2. 「春の美しさ」 油彩 116×89cm ￥3,630,000
3. 「森の中の天使のダンス」 手彩入版画 80×80cm ￥550,000

2

1

3

PROFILE：1943年パリに生まれる。地中海の美
しい自然環境の中で時を過ごす。油彩にテンペラ
画の持つ透明性と流動性を持たせる独自の技法を
極め､ 東洋画と西洋画を融合させた独自の技法を
確立させる。平成 26年には文化関係者文部科学
大臣表彰を受彰。今後、自身のライフワークでも
ある奉納の記録をまとめた著書を 4冊出版予定。
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2021年12月、帝国ホテルのホテルショップ〈ガルガン
チュワ〉が本館1階から帝国ホテルプラザ1階へ移転し
ました。ショップをテーマごとに3つのエリアに分け、そ
れぞれのエリアで東京料理長 杉本雄のプロデュースに
よる帝国ホテルの洗練された美食やギフト商品をお届け
いたします。グランドフードショップへと進化した新生
〈ガルガンチュワ〉を是非お楽しみください。

GARGANTUA
ガルガンチュワ

Renewal open!

パティスリー ガルガンチュワ

フレンチペストリー、マカロン、ショコラなど、
宝石のように美しいスイーツが並ぶエリア

Pâtisserie GARGANTUA
カドー ガルガンチュワ

ホテルメイドの焼き菓子、オリジナルグッズ、レトルト、冷凍
食品など、大切な方やご自分への贈り物が見つかるエリア

Cadeau GARGANTUA 

Seasonal cuisine 
1983年のオープンから愛され続けている〈ラ ブラスリー〉が昨年11月にリニューアルいたしました。

本場フランスのブラスリーさながらに、カジュアルに美食とワインを楽しんで頂けるようメニューを一新し、
東京料理長 杉本監修の、サステナブルな視点で創られたメニューも加わりました。

LA BRASSERIE
フランス料理 ラ ブラスリー

タワー館地下 1階
TEL:03-3539-8073

帝国ホテルプラザ 東京 1階
TEL:03-3539-8086
10：00～ 19：00

火～土 11：30～ 14：00 LO／ 17：00～ 20：30 LO
日、祝 11：30～ 19：00 LO
※月曜日定休（月曜が祝日の場合は営業し、
　翌火曜日を休みといたします）
※最新の営業状況はホームページをご確認ください。

Gargantua's 

Seasonal 
Topics

アーティチョーク／インゲン／
フレッシュマッシュルームのサラダ 
¥1,800（消費税込、サービス料別） ※数量限定

丸ごとのアーティチョークの中には、
生のマッシュルームとインゲンに、たっぷりのハーブ。
1枚ずつアーティチョークを味わった後、
中央部はサラダとして食べられる、美味なる一品です。

Épicerie GARGANTUA

デリカテッセン、ベーカリー、食料品など、ご自宅で
もお楽しみいただける贅沢なごちそうが揃うエリア

エピスリー ガルガンチュワ
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※社会情勢により、事前予告なしでイベントの内容を変更・中止する場合がございますので、最新情報はホームページをご確認ください。 
※価格はすべて税込（消費税率10%、軽減税率対象品8%）表示となっております。価格表記のないアイテムは参考商品です。 
※「インペリアルクラブ」及び「インペリアルクラブ グレース」会員の方、サービスアパートメントご滞在中の方には、帝国ホテルプラザ東京でのお買い物を5%割引いたします。
　（一部除外店舗、除外商品がございます。）

T O P I C S

イメージ

会場：2階 愛でるギャラリー祝

選りすぐりのアーティストの作品を毎月展示いたします。

※最終日の展示は17:00まで。

A RT  S E L E C T I O N

※写真はイメージです。

オンラインワークショップ
春の黄金比メイクアップレッスン

自然界で最も美しいとされる「黄金比」に基づく、プ
ロによる春らしいメイクアップ方法を、動画視聴形
式でレクチャーいたします。
●配信期間：3月18日（金）～31日（木）
●参加費：11,000円（受講料・テキスト・化粧品・送料・消費税込）
●講師：福武  美湖  氏（メイクアップサロン アガール 店長）
●申込期間：3月11日（金）～3月25日（金）
●お申込み・お問合せ：メイクアップサロン アガール（4階） 
　TEL.03-6206-1159

お買い上げ2万円ごとに1ポイントのプレゼ
ントカードを進呈。ポイント数に応じてスイ
ーツやお食事券、フルーツなどをプレゼント。
※一部除外商品、除外店舗がございます。

フェアプレゼント
FA I R  P R E S E N T

3.22 tue. – 4.3 sun. 4.5 tue. – 4.17 sun.

フカミエリ個展
''You know who I am'' 古

こ や の
家野雄

ゆ う き
紀 個展

絵本作家に憧れ芸術の世界へ進んだ新進気鋭の画
家による個展。何気ない日常で感じたリアリティ
を独特の感性で描き出す、リアリティを追求した
からこそたどり着いた絵本のような抽象画を約20

点展示いたします。

花鳥や富士など日本画の象徴的なモチーフや古典
へのオマージュと、今日の技法と感性とを融合さ
せて描く作家による個展。古典様式の美と現代的
な‘’カワイイ‘’が織りなす巧緻を極めたポップな日
本画約20点を展示いたします。

帝国ホテルプラザ東京は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、従業員のマスク着用や検温、手指消毒を
徹底しております。なお、お客様におかれましても感染拡大防止対策へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

Spring Fair 2022
"HIBIYA BLOSSOM" 3.11  fri. – 3.31 thu

帝国ホテルプラザでは、春の新作が出揃いました。心躍る春のひととき、ぜひお越しください。

日比谷エリアで開催される「HIBIYA BLOSSOM 2022」参加
イベント。帝国ホテルを中心に日比谷の街に花が咲き誇る、
春の風景をお楽しみください。

｜ロビー装飾｜ ジオラマ

“HIBIYA BLOSSOM
 DIORAMA GARDEN”

●展示期間：3月11日（金）～4月17日（日）
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SHOP LIST

※2022年2月発行

※最新の営業情報はホームページをご確認ください。

1F アクリス 03-3501-2205
AKRIS（レディス・雑貨）
アビステ 03-3593-7088
ABISTE（アクセサリー・時計）
エスカーダ・ブティック 03-3503-2450
ESCADA BOUTIQUE（レディス・雑貨）

コンテス ブティック 03-3501-6617
COMTESSE BOUTIQUE（バッグ・雑貨）

シャネル ファイン ジュエリー ブティック 03-3501-5730
CHANEL FINE JEWELRY BOUTIQUE（ジュエリー・時計）
第一園芸 03-5510-8715
DAIICHI ENGEI（生花・花器）

2F ギャラリーカシマ 03-3500-3880
GALLERY KASHIMA（ジュエリー）
コレクション ドット ジェイシー 03-6205-4256
COLLECTION.JC（絵画・アートグッズ・雑貨）
ペセリコ 03-5510-6836
PESERICO（レディス・雑貨）
愛でるギャラリー祝 03-6550-8111
MEDEL GALLERY SHU（アートギャラリー）
リアルスタイル アワイ 03-6205-7505
REAL STYLE/AWAI（家具）

アラセ 03-5510-9770
ARASE（毛皮・雑貨）

エステティックサロン ゲラン パリ 03-3507-4136
ESTHETIC SALON GUERLAIN PARIS（エステティック）

キモノ・クイーン 03-6205-8895
KIMONO QUEEN（着物レンタル・着付・ヘアセット・写真撮影・人力車ツアー）

銀座アンティーク・アイ 03-3591-6788
GINZA ANTIQUE I（美術品・骨董品・アンティークジュエリー）

グスト ディ マサノブ 03-3519-7022
GUSTO DI MASANOBU（靴・バッグ）

クリニーク デュボワ ※日曜、月曜、祝日休診 03-3509-1651
PREEMPTIVE MEDICINE CLINIQUE DUBOIS（先制歯科医療）

グレール　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3506-7880
GLAER（美術品・工芸品・アンティークジュエリー・雑貨）

古美術 鼎 03-6268-8711
ANTIQUE TEI（日本美術全般・西洋美術全般）

さえら 03-3591-5050
CA ET LA（レディス・インナーウェア）

シンカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-6206-6203
SHINKA（ヘアサロン）

4F 浪越孝SHIATSUサロン 03-3581-7354
NAMIKOSHI TAKASHI SHIATSU SALON（指圧サロン）

ネイルサロン ネイラ 03-3591-8236
NAIL SALON NAILA（ネイルサロン）

はまの屋パーラー 03-3591-6636
HAMANOYA PARLOUR（喫茶）

バン ドゥ オブジェ（B.d.O） 03-3506-8555
BAINS DE OBJETS（バス・リビング用品）

ペルシャン ギャラリー 03-3580-0070
PERSIAN GALLERY（ペルシャ絨毯・美術工芸品）

マーム 03-3501-4788
MAAM（寝具・リビング用品）

メイクアップサロン アガール 03-6206-1159
MAKE UP SALON AGIRL（メイクアップサロン）

薬石花房 幸福薬局 ※日曜定休　　　　　  　      03-3580-0259
CHINESE MEDICINE PHARMACY YAKUSEKIKABO（漢方薬局）

わふる 南信州菓子工房 03-6257-3900
WAFURU MINAMISHINSHU KASHIKOBO
（ドライフルーツ・オーガニック食品）

アビステ ブティック 03-3597-9201
ABISTE BOUTIQUE（レディス・雑貨）
アンティーク テイ 03-3504-8178
ANTIQUE TEI（西洋美術全般）
エドム 03-3502-2723
EDOM（ディズニー商品・スヌーピー商品・雑貨）
オーラボー 03-3500-4788
OHRA BEAU（レディス・雑貨）
ギャラリー マークエステル 03-6811-2335
GALLERY MARCESTEL（企画画廊・美術品）
クラシカル カコ / 
フォンド インターナショナル ギャラリー

03-5157-3123

CLASSICAL CA,CO. / FOND INTERNATIONAL GALLERY（ジュエリー）
サロン ド アッシュ 03-3502-2448
SALON DE H（ジュエリー）

間
あわい

ジ カバー ニッポン 03-6206-6881
AWAI THE COVER NIPPON（工芸品・雑貨）
アンティークス レ・モンドギャラリー 03-6273-3900
ANTIQUES LE MONDE GALLERY
（美術品・骨董品・アンティークジュエリー）

アンティーメイム 03-3501-7700
AUNTIE MAME（オーガニック化粧品）
エーシーストックアウトレット 03-3591-0133
A/C STOCK OUTLET（レディス・雑貨）
エルマンノ シェルヴィーノ 03-6205-8187
ERMANNO SCERVINO（レディス・雑貨）　

3F シャン チェン 03-6257-3808
XIANG CHENG（アートギャラリー）
シュークル 03-6550-9475
SUCRE（アンティークジュエリー・美術品）
東宝堂 03-6273-3789
TOHODO（ジュエリー）
ピッコーネ 03-3501-5321
PICONE（レディス・雑貨）
モラビト&オースチンリード 03-3581-0720
MORABITO & AUSTIN REED（レディス・雑貨）
夢織 03-6205-7898
YUMEORI（アンティーク家具・照明）
レカルカ ミライラボ 03-6268-8808
LEKARKA MIRAILAB（化粧品）
レオナール 03-3501-3636
LEONARD（レディス・雑貨）

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1　 TEL. 03-3539-8237　11: 00 AM - 7: 00 PM
https://www.imperialhotelplaza.jp/tokyo/

ホテルショップ ガルガンチュワ 10：00～ 19：00

10：00～ 19：00

GARGANTUA（スイーツ、デリカテッセン、ベーカリー、グロサリー、ギフト）
03-3539-8086


