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TRAVEL

ご予約・ご購入をご希望の際は,
是非お声掛け下さい。

OPEN:月曜日〜金曜日午前9:30-午後6:30
CLOSE: 土曜日・日曜日・祝日

TEL:  03-4589-9410

3月12日、山口県北部の山間に位置する長門湯本温泉に「星野リゾート 界 長門」が開業いたします。江戸時代、歴代

の藩主もたびたび湯治に訪れていたとされる長門の湯。その温泉街の中に佇む「界長門」は、本陣としても使われた御

茶屋屋敷のイメージと、現代のデザインを融合させた造りが特徴です。客室は、山口市の無形文化財である徳地和紙の

ベッドボードがあしらわれた寝台、段違いになっている床の間には、古くは茶の湯で使うための陶器として使われてい

た焼き物「萩焼」が配されます。この「萩焼」は地元作家3名による界 長門オリジナルの作品です。地元文化を感じる

しつらえの中で、美肌の湯と新しい雅を存分にご堪能いただけます。また半個室の食事処で、地域ならではの旬の素材

をいかした会席料理をお楽しみ下さい。ご予約希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

HOSHINO RESORTS KAI NAGATO
星野リゾート 界 長門
https://kai-ryokan.jp/nagato/

Address：山口県長門市深川湯本2229-1    Tel： 0570-073-022  (星野リゾート予約センター)

2020年3月12日 NEW OPEN!

https://kai-ryokan.jp/nagato/


2020年3月26日に、鎌倉から10分のリビエラ逗子マリーナにオープンする『マリブホテル』は、スモールラグジュアリー

をコンセプトに、全室から海を望む富士山ビューのスイート11室を備えた4階建てのホテルです。専用のアプローチや

ガーデンテラスを設えた『プライベート ヴィラ』では愛犬とも宿泊可能で、自由度の高いリゾートステイご堪能下さい。

「フレッシュ、オーガニック、ローカル」をコンセプトとした日本初上陸のレストラン『MALIBU FARM』も同時オープン

予定です。地元鎌倉の新鮮野菜や相模湾の魚介類を使用した、日本限定メニューもお楽しみいただけます。クルージン

グやフィッシングといったアクティビティの他、「CLAYD SPA in MALIBU HOTEL」では、日本初となる食事とクレイドス

パが融合したプランもございます。ご予約希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

MALIBU HOTEL
マリブホテル
https://www.riviera.co.jp/malibuhotel/

Address：神奈川県逗子市小坪5丁目-23-16 リビエラ逗子マリーナ内

2020年3月に福岡をより楽しむためのホテル、「THE BASICS FUKUOKA」がオープンいたします。ロビーにある高さ8mの

書架6本の5,000冊に及ぶ蔵書は、日本の文化や繊細な四季をテーマにした本や、世界各国から知的好奇心を刺激する

書物や写真集が揃い、ロビーでも、ラウンジでも、お部屋でも自由にお読みいただけます。客室は全20タイプ238室。

それぞれ「Chapterチャプター（章）」「Episodeエピソード（挿話）」「Storyストーリー（物語）」とロビーライブ

ラリーにちなんだ名称がつけられており、INTELLECTUALS WORLD をコンセプトとし、ただ泊まるだけではない、ここ

に滞在することで福岡への旅そのものがもっと楽しくなるような、より上質な滞在をご堪能下さい。

オープンの詳細、ご予約については、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

THE BASICS FUKUOKA
ザ・ベーシックス福岡
https://www.thebasics.jp

Address：福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1

2020年3月26日 NEW OPEN!

2020年3月 NEW OPEN!

https://www.riviera.co.jp/malibuhotel/
https://www.thebasics.jp/


1914年に温泉旅館「俵石閣」として創業し、上皇陛下はじめ数々の芸術家や文化人達に愛され、2019年4月に「箱根リト

リート villa 1/f」としてリブランドオープンいたしました。名前の由来となった「 1/f 」とは、リラクゼーション効果

に共通した波長の法則「ゆらぎ」のこと。広大な自然の中に佇む独立した11棟のウッディヴィラは、全室に暖炉と温泉を

備え、各室が趣が違う隠れ家のような空間で、五感を通じて自然の癒やしに浸る滞在をご堪能下さい。元老舗旅館「俵石

閣」の個室と回遊式の庭園を眺める贅沢な歴史ある空間で、趣向を凝らした会席料理をご提供する「料亭 俵石」と、薪

オーブンで焼き上げるオリジナルフレンチの「WOODSIDE dining」は、どちらでも箱根周辺に溢れる食材の魅力と美味しさ

を最大限にひきたたせた料理をお楽しみいただけます。天然酵母の自家製パンはベーカリーで購入も可能です。陰陽五行

にもとづいたオリジナルオイルを使用したSPAも人気です。ご滞在希望の際は、担当Lifestyle Managerまで。

Hakone Retreat villa 1/f
箱根リトリート villa 1/f
https://www.hakone-retreat.com/

Address：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1286-116 Tel： 0460-83-9090

「べにや無何有」は、山代温泉薬師山の高台に、赤松、桜、紅葉や椿の生い茂る山庭

を囲むようにして建つわずか16室の宿です。全ての部屋には露天風呂が設けてあり、

いつでも温泉をお楽しみいただけます。開放感あふれる客室のみならず、大浴場や図

書室、宿のスパ「円庭施術院」での温泉と薬草を用いた「薬師山トリートメント」な

ど、日常を離れた静かで幸せな時間をお過ごし下さい。食材の宝庫である加賀能登の

食材を使い、創意工夫を重ねたお食事は、九谷焼、山中塗、輪島塗などの器で供され

ます。当旅館はルレ・エ・シャトーの一員でもあり、その精神に基づき、食文化やお

もてなしの伝統を重んじ、土地の歴史や環境の保護にも積極的に取り組んでいます。

詳しくは、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

BENIYA MUKAYU
べにや無何有
http://mukayu.com/

Address：石川県加賀市山代温泉55-1-3 Tel： 0120-07-1340

https://www.hakone-retreat.com/
http://mukayu.com/


マカオの総合エンターテイメントリゾート「シティ・オブ・ドリームス・マカオ」 では、エンターテイメントの感動

と、充実した宿泊施設とリラクゼーション、ローカル色・国際色にあふれる食とデザイナーブランドのショッピング体

験をお楽しみいただけます。女性初のプリツカー賞を受賞した故ザハ・ハディドが設計を担当した2018年6月にオープ

ンしたホテル「モーフィアス」は、世界初の外骨格を用いた自由造形による高層建築で、国際的に有名なアーティスト、

カウズ、ジャン=ミシェル・オトニエル、ティーロ・ハインツマンによる、コンテンポラリーアートが館内に展示され

ています。ご滞在にはピーター・レメディオスによってデザインされた、最上級のプール付きヴィラと、6室の2階建て

ヴィラを含むゲストルーム約770室をご用意しております。アトリウムにあるラウンジでは、世界最高のペストリー

シェフに選出されたピエール・エルメのパティスリーを、3階にある「アラン・デュカス アット モーフィアス」では、

アラン・デュカスのシグニチャーといえるモダンフレンチを、また「ボヤージュ バイ アラン・デュカス 」では、南

半球からアジアをめぐる旅から刺激を受けたユニークな新コンセプトメニューをご堪能下さい。雪庭のインスタレー

ションを備えた、バトラー付きのインハウス・スパでは、マージーズ モンテカルロのプラチナムマスクトリートメン

トのほか、選りすぐりの世界的ブランドや最先端のトリートメントプログラムを備え、数々の「世界初」をご体験いた

だけます。 「シティ・オブ・ドリームス・マカオ」内にある直径約49メートルのプールを擁するシアターでご覧いた

だける「ザ・ハウス・オブ・ダンシング・ウォーター」の見所は、世界25カ国以上から集結したアーティストのパ

フォーマンスとステージリフトに設置されたウォータージェットからの噴水が織りなす光景です。注目の集まるマカオ

にお出掛けの際は、是非、モーフィアス シティ・オブ・ドリームスにご滞在下さい。

CITY OF DREAMS MACAU
シティ・オブ・ドリームス・マカオ
https://www.cityofdreamsmacau.com/en
Address：マカオ

https://travigne.jp/


FOOD 
& 

BEVERAGE

およそ100年前にアール・ヌーヴォーの流れを汲むセセッション様式の洋館（旧西尾邸）が須磨の高台に建設されました。

大正〜昭和初期の神戸において、「社交界の華」と称された本館は兵庫県指定重要有形文化財に指定された歴史ある迎賓

館です。敷地総面積が約10,000m²ある旧西尾邸に招かれたのは、外国人居留地でもトップクラスの貿易商や関西の財界人、

文化人、華族といった本物のセレブリティ。「非日常的な世界へお招きしたい」との思いはそのまま、現在の神戸迎賓館

へ受け継がれています。グランシェフの石井之悠氏監修による神戸フレンチは、トラディショナルでありながら斬新で、

素材そのものが持つ“味わい”“食材が持つ力”を最大限に引き出し、シンプルで分かりやすく一皿に再構築し、食べる

ほどに味わい深く、心に残る料理です。ご予約の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

Restaurant LE UN
LE UN 神戸迎賓館
https://www.vizcaya.jp/restaurant/
Address：兵庫県神戸市須磨区離宮西町2-4-1 Tel： 078-739-7600
Lunch 11:30～15:30（L.O.14:00） / Dinner 17:30～22:00（L.O.21:00） Close： 火曜日

ご予約・ご購入をご希望の際は,
是非お声掛け下さい。

OPEN:月曜日〜金曜日午前9:30-午後6:30
CLOSE: 土曜日・日曜日・祝日

TEL:  03-4589-9410

https://www.vizcaya.jp/restaurant/


2019年12月12日に、イタリアで創業から141年続く、老舗高級チョコレート・ジェラート専門店 「ヴェンキ」の日本

一号店が銀座松屋通りにオープンいたしました。「ヴェンキ」は1878年、ジャンドゥーヤおよびイタリアの菓子の発祥

の地であるトリノにチョコレートショップとして開業し、現在は世界各国に100を超える直営店を構えています。銀座

店では90種類以上のチョコレートを取り揃え、自分の好みで1粒から選ぶことができる量り売りのPick&Mixのチョコ

レートの他にも、様々な詰め合わせギフトボックス、チョコレートバー、ココアパウダー、スプレッド等が多数揃いま

す。合成香料、フルーツアロマ、着色料、添加物の使用をおさえ、鮮度にこだわって作られる日本初上陸のジェラート

は、イタリアらしい16種類のフレーバーをお楽しみいただけます。この機会に、是非、イタリアの味をご堪能下さい。

no.501はカラフルでスタイリッシュな内装がそのままワインセラーになった、自然派ワインの専門店です。視覚、聴

覚、触覚、嗅覚、味覚、五感全てを研ぎ澄ませ、ワインのために作られた空間で、造り手こだわりのワインの世界を

ご堪能下さい。角打ちバーは常時10種類以上のグラスワインを楽しめます。カウンターやテーブルを囲み、少しずつ

テイスティングをして、自分好みの最高のワインを見つけ出すことができます。アーティストたちが作るワインは大

量生産ができず、とても希少かつ特別なワインで、自然農法にこだわった葡萄は自然の輝きと深い甘味、渋みを持ち

絶妙なバランスを生み出します。オリジナルのワインも販売しており、オーナーの地元広島から届く野菜を使った

フードメニューもお勧めです。一期一会になるかもしれない希少なワインを探しに、是非、お出掛け下さい。

Venchi GINZA
ヴェンキ 銀座店
https://venchi.co.jp
Address：東京都中央区銀座四丁目3番2号
Open:    9：00～21：00 ＊混雑の状況によっては20:00以降のご入店を締め切る場合あり

no. 501
http://bottle.tokyo/no501/
Address：東京都渋谷区神宮前2-5-4 SEIZAN外苑1F  Tel： 03-6721-0510
Open： MON-FRI 12:00～23:00 (Lunch L.O. 14:30） SAT-SUN, HOLIDAY 13:00～23:00
Close: 不定休

（写真右）ヴィンテージ ミニブック缶 各3,780円(税込)

NEW OPEN!

https://venchi.co.jp/
http://bottle.tokyo/no501/


Wolfgang Amadeus MOZART / Così fan tutte
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト コジ・ファン・トゥッテ
https://www.nntt.jac.go.jp/opera/cosi/

公演日程： 2020年3月18日(水)18:30/20日(金・祝)14:00/22日(日)14:00/24日(火)14:00
会場：新国立劇場 オペラパレス(東京・新宿区）

モーツァルトが極上の音楽で男女の恋の駆け引きを描いたオぺラ『コジ・ファン・トゥッテ(女はみんなこうしたも

の)』は、6人のキャストが全員重要な役。二重唱、三重唱、四重唱...と次々に繰り出される重唱は、モーツァルトの極

致といえる美しさで、究極のアンサンブル・オペラと言われています。女心を試そうと賭けをする男女の感情の機微、

そして人間の本質をコミカルに、時にアイロニカルに描いた、大人のための恋愛劇です。世界中のオペラハウスで引っ

張りだこの売れっ子演出家ミキエレットの『コジ・ファン・トゥッテ』は、現代のキャンプ場が舞台の「キャンピン

グ・コジ」。巨木が立ち並び苔の薫りまで漂うような深い森が出現する、徹底的にリアルな舞台美術も大きな見どころ

です。ご観覧をご希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

ART＆
CULTURE

ご予約・ご購入をご希望の際は,
是非お声掛け下さい。

OPEN:月曜日〜金曜日午前9:30-午後6:30
CLOSE: 土曜日・日曜日・祝日

TEL:  03-4589-9410

（写真）2013 年公演より 撮影:三枝近志

https://www.nntt.jac.go.jp/opera/cosi/


歴史ある京都を舞台に、現代アートが出品される「アーティスツ フェア

キョウト 2020」は、アーティストが企画から出品までを行う、これまで

のアートフェアの枠組みを超えたフェアです。2020年も「Singularity of 

Art(シンギュラリティ オブ アート)」をテーマに、ディレクターには椿

昇、若手アーティストを推薦するアーティスト「アドバイザリーボード」

には、名和晃平、塩田千春、加藤泉らをはじめ、第一線で活躍するアー

ティスト陣、19名を迎え、それぞれ異なる視点からのキュレーションと、

公募により選出された可能性溢れる若手アーティストは48組、アドバイザ

リーボードやゲスト作家も加わった出展アーティストは、62組と過去最多

となります。エキセントリックな空間で、若く熱い情熱を持つ若手アー

ティストの作品と、世界をステージに活躍するアーティストの作品である

「アートを買う」刺激的な現場を、是非、体感しにお出掛け下さい。

ARTISTS’ FAIR KYOTO 2020  
アーティスツ フェア キョウト 2020
https://artists-fair.kyoto

会期： 2020年2月29日(土)、3月1日(日)
会場：京都府京都文化博物館 別館 / 京都新聞ビル地下1階(京都・京都市）
開館時間：11:00-18:00

作家名：赤羽史亮 タイトル：touch    制作年：2017
サイズ：H530xW455mm 素材：キャンバス、油彩
推薦者:加藤泉

イタリアを拠点に世界を駆け回り、その知性と造形性が高く評価されたニーノ・カルーソ(1928-2017)の没後、世界初

の回顧展が開催中です。イタリア現代陶芸を代表する作家であるニーノ・カルーソは、神話性、象徴性を制作におけ

るテーマの一つとしています。初期は、それらを自己の故郷の記憶と結びつけた装飾的な器物を制作していましたが、

次第に古代ローマの遺跡等を思わせる壁面や柱、門などの形態制作を通じて、古代と現代を結ぶ空間の構築へと向

かったカルーソの表現は、日本を含め世界中で高い評価を得ています。本展は、ニーノ・カルーソの偉業を約90点の

代表作、ならびに数々のデザインワークやスケッチなどの資料を通じて鑑賞できる貴重な機会となります。京都国立

近代美術館での展示後は、2月27日より岐阜県現代陶芸美術館での巡回を予定しています。是非、お見逃しなく。

（写真左から）ニーノ・カルーソ《シチリアの記憶》1999-2004年、ニーノ・カルーソ《鷺》1958年

Nino Caruso, Giant of Contemporary Italian Ceramics
記憶と空間の造形イタリア現代陶芸の巨匠 ニーノ・カルーソ
http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2019/435.html

会期： 〜 2月16日(日)
会場：京都国立近代美術館(京都・京都市）
開館時間：9:30-17:00（金・土は20:00まで/入館は閉館の30分前まで）
休館日：月曜日（1/13は開館）、1/14

https://artists-fair.kyoto/
http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2019/435.html


世界で最も重要なアーティストのひとりと言われるピーター・ドイグ(1959-)の、初期作から最新作までを紹介する日本

初の展覧会「ピーター・ドイグ展」が開催されます。ロマンティックかつミステリアスな風景を描く画家として知られる

ピーター・ドイグ。1994年、主に英国で活躍する現代アーティストへ贈られる名誉ある賞「ターナー賞」にノミネートさ

れて以来、テート(ロンドン)、パリ市立近代美術館、スコットランド 国立美術館など、名だたる美術館で個展が開催さ

れてきた「現代アートのフロントランナー」と称されるアーティストです。本展では複数の大型作品が出品され、なかに

は幅3メートルを超える大型作品も展示されます。ご観覧希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

Peter Doig
ピーター・ドイグ展
https://peterdoig-2020.jp

会期： 2020年2月26日（水）〜 6月14日(日)    
休館日：月曜日(ただし 3/30、5/4は開館)、5/7(木)
会場：東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリー（東京・千代田区）
開館時間：10:00～17:00（金曜・土曜は20:00まで / 入館は閉館30分前まで）

(写真左から) 《のまれる》 1990年、油彩・キャンバス、197×241cm、ヤゲオ財団蔵 ©Peter Doig. 
All rights reserved, DACS & JASPAR 2019 C3006, 《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペ
レ》 2000-02年、油彩・キャンバス、196×296cm、シカゴ美術館蔵©Peter Doig. The Art Institute 
of Chicago, Gift of Nancy Lauter McDougal and Alfred L. McDougal, 2003. 433. All rights 
reserved, DACS & JASPAR 2019 C3006

「ピアノの詩人」と呼ばれるポーランド出身の作曲家、フリデリク・ショパン(1810−1849)。その優美繊細なメロディの

数々は、私たちに馴染み深いものです。今回の展覧会では、遺された自筆譜をはじめとする数々の資料から、混迷する

19世紀前半のワルシャワやパリで生き、愛し、音楽の可能性を追求したショパンの実像に迫ります。生前から現在まで

のショパンの肖像、彼が暮らした都市、周辺の人々、日本でのショパン受容、その名を冠したピアノコンクールなど展

示資料の総数は約250点。昨年国交樹立100周年を迎えた日本とポーランド両国にとって歴史的な節目を記念するこの展

覧会では、多彩な美術作品や資料を通じ、ショパンの音楽と生涯を主軸に、19世紀から現代までのショパン像が紹介さ

れます。久留米市美術館での展示後は練馬区立美術館、静岡市美術館へ巡回予定です。是非、お見逃しなく。

CHOPIN Portrayed in 200 Years of Images
ショパン 200 年の肖像
https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam/exhibition/20200201-2/

会場：久留米市美術館 (福岡・久留米市）
会期： 2020年2月1日(土)〜3月22日(日) 休館日：月曜日、*ただし、2/24(月・休)は開館
開館時間： 10:00 -17:00 (入館は閉館の30分前まで)

(写真左から) アリ・シェフェール《フリデリク・ショパンの肖像》1847
年 ドルトレヒト美術館、フリデリク・ショパン「ヴォイチェフ・グジマ
ワ宛書簡」1843年10月 NIFC、ウォビェンスキ《フリデリク・ショパンの
左手像》1968年鋳造 NIFC

https://peterdoig-2020.jp/
https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam/exhibition/20200201-2/


GIFTS

パリに2店舗の直営店を構えるファインジュエリーブランド「ストーン パリス(STONE PARIS)」。 ヴィクトリアンス

タイルを得意とし、自然や建築からインスピレーションされた、繊細なゴールドのディテールと控えめながら華やか

に輝く、マイクロサイズのダイヤモンドを用いたポエティックなムードを讃えたコレクションが、バーニーズ ニュー

ヨーク六本木店限定で日本本格上陸いたしました。デザイナーのマリー・ポニアトゥスキーは、ポーランドにルーツ

を持つパリジェンヌ。15世紀から伝わる高貴な家庭の出身で、幼少期からファッションや美しい装飾品に囲まれた環

境で育ちました。彼女のデザインする「ストーン パリス」のペンダント、指輪、そしてブレスレットは、旅行の思い

出、建築、自然の景色からインスピレーションを受けてモダンに昇華され、身に付ける人を幸せな気分にしてくれま

す。日本初上陸のこの機会に、ご自身用にも、ギフト用にも、是非、お勧めいたします。

ご予約・ご購入をご希望の際は,
是非お声掛け下さい。

OPEN:月曜日〜金曜日午前9:30-午後6:30
CLOSE: 土曜日・日曜日・祝日

TEL:  03-4589-9410

STONE PARIS
ストーンパリス
https://www.stoneparis.com/en/
Address：バーニーズニューヨーク六本木店 東京都港区六本木 7-7-7

Open: MON-THU・SUN 11:00 - 20:00、FRI-SAT 11:00 - 20:30
Tel: 0120-137-007 (バーニーズニューヨークカスタマーセンター受付時間 11:00 - 20:00) 

https://www.stoneparis.com/en/


パティスリー キハチで毎年人気の「季節のロール プレミアムショコラ」が、2月5日より冬季限定で発売されます。

ガナッシュを混ぜた深みのある味わいのチョコクリームや細かく砕いたカカオ分65%のチョコレートを、ビターな味わ

いのシフォン生地で巻き上げて、見た目も味わいもチョコレートづくしに仕上げた大人のショコラロールをご堪能下

さい。パティスリー キハチ各店舗とキハチオンラインショップにて、華やかなパッケージに包まれたバレンタイン

ショコラ5種も数量限定にて発売中です。甘酸っぱいフランボワーズ、香ばしい黒胡麻、グランマルニエが香るオレン

ジ、ゲランド塩をきかせたキャラメルなど、一粒一粒の個性が楽しめる「ボンボンショコラ」を中心に、バレンタイ

ンんシーズンにふさわしいラインナップが揃います。期間限定のショコラスイーツを、是非、お楽しみ下さい。ご購

入希望の際は担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

「ヴィタメール」は1910年、ブリュッセルで創業した、ベルギー王室

御用達の老舗チョコレートブランドです。2020年ヴィタメールのバレ

ンタインテーマは「WITTAMER Chocolat dressing table(ショコラ ド

レッシングテーブル)」。お気に入りのアイテムが並んだドレッシン

グテーブルのように、思わず手に取りたくなるようなかわいいパッ

ケージに包まれた心がときめくチョコレートコレクションです。

ヴィタメールを代表する「ショコラ・ド・ヴィタメール」は、赤い

ハートのショコラ“クール・ルージュ”が入った期間限定の詰め合わ

せ（２個〜12個）です。ベルギーチョコレートならではの丁寧にかた

どられた艶やかなショコラは、洋酒やナッツ、キャラメルソースなど

を合わせた、ひとつずつ違う多彩な味わいで、ヴィタメールが誇る繊

細な味をお楽しみいただけます。板チョコタイプのカレ・ド・ヴィタ

メールは、フルーティーなルビーチョコレートと、まろやかなミルク

チョコレートとの食べ比べをお楽しみいただけます。

ギフトにも喜ばれる商品を、ご自宅用にも。是非、ご賞味下さい。

Patisserie KIHACHI
パティスリー キハチ
https://www.kihachi.jp/patisserie/ （パティスリー キハチ）
https://shop.kihachi.jp/ （キハチオンラインショップ）
Tel： 0800-300-3313  （お客様窓口 フリーコール / MON-FRI 10:00 - 18:00）

WITTAMER
ヴィタメール
https://www.wittamer.jp
Tel： 0120-757717 （9：00 - 17：00）

（写真左から）季節のロール プレミアムショコラ 約14cm 2,100円 2/5(水)〜2/25(火)、ボンボンショコラ 8個入 1,800円、
キュイショコラ＆ロッシェ ノワール 1,100円 (全て税抜)

期間限定！

(写真上)ショコラ・ド・ヴィタメール 2個入 700円 〜 12個入 3,600円 (写真下)
ルビー・カレ・ド・ヴィタメール 8個入 1,000円、15個入 1,600円 (全て税抜)

https://www.kihachi.jp/patisserie/
https://shop.kihachi.jp/
https://www.wittamer.jp/


イタリア最大のカロッツェリア、ピニンファリーナ社がプロデュースするインクレスペン。開発のヒントになったのは、

ルネサンス時代に使われていた「シルバーポイント」と呼ばれる技術。当時、細い線を描くのに銀を用いていましたが、

準備として紙の表面に特殊な処理が必要でした。これを普通の紙にも書けるように改良したのが、インクレスペンで、

特殊合金「イーサーグラフ」のペン先が紙との摩擦によって筆跡を残す画期的な筆記具です。

2019年は、名画『モナ・リザ』の作者として知られるレオナルド・ダヴィンチ(1452-1519)の没後500周年でした。ルネ

サンスの偉人に敬意を表して製作した特別限定商品が、上段の500周年限定ピウマBOXセット（12,000円・税抜)。すべ

て木でできたぺン軸には、レオナルド・ダヴィンチの特徴的な“鏡文字”のサインが刻印されています。インクレス

ぺンと相性の良いストーンペーパーのメモパッドと、ダヴィンチの業績を紹介したブックレットのセットです。

下段の「SPACE(スペース)」（17,000円・税抜）は、宇宙で使うために開発されました。無重力の宇宙空間では、一般的

なボールペンはインクが出なくなり、鉛筆も芯の破片が機材に入り込むと危険なため、宇宙船内には持ち込めません。

芯もインクも使わず、酸化作用によって筆跡を残すこのペンは、ISS(国際宇宙ステーション)に滞在する宇宙飛行士に贈

られ、実際に使用されました。惑星の軌道をイメージしたリング型のペンスタンドが付き、デスクに置くだけで、宇宙

のロマンを感じさせる素敵なインテリアになります。インクレスペンのために作られた「ストーンペーパーノート

ブック」（2,000円・税抜）とセットで、是非。ご購入希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせください。

pininfarina segno 
ピニンファリーナ
https://diamond.gr.jp/brand_dia/pininfarina-segno/

NEW!

https://diamond.gr.jp/brand_dia/pininfarina-segno/


2019年12月、フランスのラグジュアリーメゾン エス・テー・デュポンは、革新というメゾンの伝統を継承する

新たなデザインと最先端の素材を組み合わせたウォッチコレクション「ハイパードーム」を発表いたしました。透

明なクリスタルドームの中に時を閉じ込めた、単なる時計にとどまらない新たなタイムピースです。デザインひと

つひとつに、パーソナリティーやキャラクターを表現する名前が付けられています(Be Exceptional、Be Bold、Be 

Extreme、Be Daring、Be Elegant、Be Chic)。スタイリングに合わせて、あるいは気分に合わせて個性を表現する

ファッションアイテムとしてご愛用いただけます。

上段右のモデルは、フランスらしいエレガンスと革新的デザインを融合し、新たなデザイン美を提案する“BE 

EXCEPTIONAL”。下段左のクールで洗練された印象の“BE CHIC”は、ブルーとゴールドカラーのダイアルがタイム

レスな美しさを演出し、クロコの型押しのブルーカラーストラップとの組み合わせが、モダンな印象です。下段中

央の個性的で主張のある“BE ELEGANT”は、ホワイトのダイヤルとゴールドのディテールが印象的なデザイン。ク

ロコの型押しホワイトレザーストラップが、エレガントで洗練された雰囲気を漂わせています。下段右の“BE 

EXTREME”は、自分の時間軸で生き、自由とスリル、刺激を追い求めるタイプに向けたスタイリッシュな時計。漆

黒のダイヤルにガンメタルグレーのディテール、質感のあるラバーストラップのコンビネーションは、どんな環境

にも左右されない強さを感じさせるスタイルです。ご購入希望の際は、担当Lifestyle Managerまで。

S.T. Dupont  HYPERDOME
エス・テー・デュポン ハイパードーム
www.st-dupont.jp
Tel: 03-3575-0460 （エス・テー・デュポン銀座ブティック）

NEW !

http://www.st-dupont.jp/


EVENTS

ご予約・ご購入をご希望の際は,
是非お声掛け下さい。

OPEN:月曜日〜金曜日午前9:30-午後6:30
CLOSE: 土曜日・日曜日・祝日

TEL:  03-4589-9410

1886年（明治19年）に開園した熱海梅園は、毎年11月下旬～12月上旬に第一号の梅の花が開きます。樹齢百年を越える

梅の古木を含め、59品種472本の梅が咲き誇り、早咲き→中咲き→遅咲きと、順番に開花していくので、お祭り期間中に

様々な梅をお楽しみいただけます。期間中は、園内に土産店もオープンし、日によって熱海芸妓連演芸会や落語会、甘

酒無料サービスなどのイベントも開催されます。梅園内にある「韓国庭園」の隣には和風庭園があり、さらにその奥に

は「梅まつり」と、秋に催される「熱海梅園もみじまつり」の期間中のみお湯が張られる貴重な足湯があります。

お出掛けをご希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

76th Atami Plum festival
第76回 熱海梅園梅まつり
http://www.ataminews.gr.jp/ume/
会場: 熱海梅園 (静岡・熱海市)
会期: 2020年1月11日（土）～3月8日（日） 8:30～16:00
Tel: 0557-85-2222  （熱海市観光協会）

http://www.ataminews.gr.jp/ume/


クリエイティブカンパニーNAKEDが贈る五感で楽しむ花の体感型アート展「FLOWERS BY NAKED 2020 ー桜ー(フラワーズ

バイ ネイキッド 2020 -サクラ-)」が、2020年1月30日(木)から3月1日(日)まで、東京の日本橋三井ホールにて開催さ

れます。日本橋開催5年目のアニバーサリーを迎える2020年は、会場全体を「桜」で彩ります。寒い冬から生命力の溢

れる色鮮やかな春へと移りゆく“時の流れ”を、雪どけ水で出来た川を辿り様々な神秘のガーデンと出会うことで体験。

前回までのイベントで登場をした人気コンテンツも「桜」をテーマにバージョンアップし、これまでにない「桜」と出

会える空間を生み出します。

「日本一早いお花見」を象徴するお花見アート空間「桜彩」では、五感を刺激する様々なコンテンツが登場。空間全体

を使ったプロジェクションマッピングや美術造作、本物の桜によって彩られる会場には、そよ風が桜の香りを届けます。

春の音色が流れる会場内には、桜のドリンクやお菓子など味覚を刺激するコンテンツも。いけばな草月流家元・勅使河

原茜のいけばな作品とコラボレーションした空間や、降り注ぐ太陽の光と菜の花が輝く空間など、全13作品が公開され

ます。お出かけをご希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

FLOWERS BY NAKED 2020 －桜－
https://flowers.naked.works/2020nihonbashi/
会場：日本橋三井ホール 東京都中央区日本橋室町2－2－1 COREDO室町1・5F（エントランス 4F）
会期:  2020年1月30日（木）〜 3月1日（日） 10:00〜20:00（最終入場：19:30）

https://flowers.naked.works/2020nihonbashi/


奥飛騨温泉郷の入口に位置する平湯温泉。そこにある飛騨三大名瀑のひとつ

で、日本の滝百選にも名を連ねる名瀑「平湯大滝」は、2月の厳冬期には凍て

つく寒さに凍り付き、迫力満点の名瀑がお楽しみいただけます。「平湯大滝

結氷まつり」では、高さ64m、幅6mの滝が夜間には幻想的にライトアップされ、

イベント期間中は会場周辺で甘酒などを提供する「温とまりバザー」が行わ

れ、多くの来場者で賑わいます。初日と土曜日には郷土芸能の実演や打上花

火も予定されています。雪の上を歩いていただきますので、ご来場の際は暖

かい服装、防寒のお履き物でお出掛け下さい。

奥飛騨温泉郷では、「白猿伝説（かつて武田家臣が白猿によって導かれた温

泉で元気を取り戻した）」も残る温泉でゆっくりと疲れを癒し、飛騨牛など

を使った郷土料理を心ゆくまでお楽しみいただけます。

お出掛けをご希望の際は、担当Lifestyle Managerまでお問い合わせ下さい。

平湯温泉 平湯大滝結氷まつり
http://www.okuhida-fuyumonogatari.com/hirayu.php
会場: 平湯温泉平湯大滝及び平湯温泉地内 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷
会期: 2020年2月15日～25日 （ライトアップ 18:00～21:00）

http://www.okuhida-fuyumonogatari.com/hirayu.php
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