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おいしい森、「オーテモリ」

s e a s o n  m e n u b o o k

2019
summer

2019.6.11 3校

OOTEMORI からはじまる、
新しいわたし。

Welcome!
“Reiwa”

“REIMWA”

walk and Lunch
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暮らしに役立つウェブメディア「くら

しのきほん」から選んだ 100 のコンテ

ンツをハンドブックとして書籍化した、

松浦弥太郎氏の新作です。

［B2F］Neustadt brüder

　  くらしのきほん 100の実践
¥1,620

チキン、トマト、レタスを挟んだ香ば

しいトーストサンドにサラダとドリン

クが付いたセット。朝の自由な時間を

読書に活用しませんか。

［B2F］Tameals otemachi

　  サンドイッチセット
¥734

自家製スイートバジルドレッシングの

爽やかな香りが口いっぱいに広がる、

初夏にぴったりの一品。晴れた日の外

ランチに♪

［B2F］Salad Deli MARGO ootemori

　  ミラノサラダ
¥980

良質な小麦を使ったペンネはスープとの相性

も抜群。ミニサラダと一緒に、テイクアウト

で手軽にヘルシーランチを楽しみましょう！

［B2F］Chowder's SOUP&DELI 

　  スープパスタ（ミニケールサラダ付き）
¥780

たっぷり野菜を摂りたい方に！ご飯の代わりに

山盛りのサラダが入ったランチ BOX。お好き

な主菜 2品、副菜 1品が選べます。

［B2F］Dexee Deli 

　  よくばりサラダ
¥900

新鮮野菜たっぷりの冷汁はいかがですか？

味噌だしにすりつぶした焼き魚を加えた、

宮崎県の郷土料理をアレンジしました。

［B2F］だし茶漬け えん

　  冷汁 ¥630

フレッシュサラダにふわふわ食感のチーズオ

ムレツ、トーストをセットにしました。朝の

読書のお供にいかがでしょうか？

［B2F］PRONTO ILBAR

　  ビタミンサラダ&チーズオムレツ
¥490

2019.6.3 2校

walk and LunchMorning
reading

テイクアウトのお手軽ランチにぴったり！

2 種類の具材が楽しめるごちそうサンド。

その日の気分に合わせて選んでくださいね。

［B2F］BLOSSOM & BOUQUET

海老カツとパンプキン
チキンカツときのこオムレツ

各¥550
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昨年流行したお料理で一番バズったメニューで

す。トロトロチーズをからめて。コチュジャン

をベースに秘伝のタレで味付け。

［B2F］韓国鶏鍋 GOCHU コチュ

　  チーズタッカルビ
¥2,600

韓国では定番の自家製で漬け込む

焼酎の果実酒。

レモン・パイン・梅の定番果実の他

にも、季節の果実を使ったものも。

自家製韓国果実酒 焼酎
¥600～

ステラ・アルトラは世界で最も飲ま

れているベルギービール。

のどごし豊かな、キレのある爽やか

な香りが特徴のプレミアムラガー

です。

ステラ・アルトラ
¥860～

古代トラキア王も飲んだと言われ

る、ブルガリアのトップワイナ

リーが手がける赤ワイン。

飲みやすく、力強い味わいが特徴。

メゼックカベルネソー
ヴィニヨン＆マヴルッド
¥3,745

自慢の焼き鳥は、自家製タレまたは塩をお好みで。どちらとも相性の良い

スパークリングワインが、鶏の旨みをさらに高めてくれます。

［B2F］やきとり・かまめし・わいん鳥勘助 TORI-KANSUKE

　  北海道産 クリームチーズといぶりがっこ  ¥680
　  鶏串焼き盛り合わせ3本（たれ、塩）    各¥700

キレ、のどごしが特徴の“世界で最も飲まれて

いるベルギービール”。人気のポテトは、ソース

がなんと13種類！いろいろ試してみて。

［B2F］Belgian Brasserie Court Gent

　  ベルジアンフライドポテト（ベルギー産）
¥640

沖縄県の最高級黒豚「今帰仁アグー」を味わ

える新作メニュー。食べ応えのある餃子には、

力強くも飲みやすい赤ワインを合わせて。

［B2F］一口餃子専門店 赤坂ちびすけ

　  今帰仁アグー大餃子
¥864

お酒のお酒の
お酒の

華やかな味わいの赤・スパーリング。

甘い香りが特徴の色鮮やかなワインは自家製

タレとの相性が抜群◎。※なくなり次第終了

¥600
yellow tail（レッド・モスカート・バブルス）

お酒の

挽肉や海老など具沢山のサラダは酸味とスパイ

シーさがクセになること間違いなし！人気のシ

ンハービールと一緒に召し上がれ。

［B2F］JASMINE THAI eat&deli 

　  春雨サラダ
¥918

新鮮な魚介にアンチョビ、ドライトマトなどを

あえた人気の一皿。お好みのワインを片手に、

一人でゆっくり大人の時間を。

［B2F］PASTAVOLA

　  ヤリイカとイイダコの地中海風マリネ
¥900

スパイシーさとまろやかなココナッツミルクの

風味がクセになる味わい。野菜をたっぷり楽し

める大満足のメニューです。

［B2F］野菜を食べるカレーcamp

　  一日分の野菜タイ風グリーンカレー
¥990

一人飲みにもぴったり！サクサクの串揚げ 5 種

盛り合わせ。ハイボールとセットになったお得

なメニューもご用意しています。

［B2F］おだしうどん かかや

　  串揚げ盛り合わせ
¥580

ひとり呑みを始める。

カウンターでひとり
　至福なひとときを…

しっかり食事も
できちゃう 1 人呑み

サクッと飲んで
帰るならコレ！

ビールとスパイシーで
気分をリフレッシュ

2019.6.5 3校
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vivid なカラーが揃う、フローフシ新ブランド【UZU】の
新作アイライナー。いつもと違う色に挑戦して、新しい
自分を楽しんで♪
＜B2F＞bivaco mio mio

UZU アイオープニングライナー
（ピンク／イエロー／ライトブルー）
¥1,620

涼しげなブルーに貝殻のようなアクセントをプラス。
デザインに迷ったら夏先取りのネイルがおすすめ！
カラーチェンジもできます。
＜B1F＞スパネイル

ジェル定額 Coming of Summer
¥9,720

これからの季節にぴったりなデニム調のボストンバッグ
は、合皮素材なので雨の日もOK。さまざまなコーデで活躍
してくれそう。
＜B2F＞passage mignon

デニム風ボストン BAG
¥5,929

蓋を開けた瞬間に燻製の煙が薫る、スペシャルな逸品。
チーズ、卵、カツオを燻製に。ひとつずつ味わうもよし、
一緒に味わうもよし。大人のご褒美にふさわしい

贅沢な味わいをぜひ。
＜B2F＞HAL YAMASHITA 大手町 Lounge

生ハムを贅沢に味わいたい方におすすめの盛り
合わせ。部位ごとに違うそれぞれの味わいを、
香り高いお酒とともにお楽しみください。
＜B2F＞GOOD MEAT STOCK

うまみたっぷりの魚介を使って炊き上げた風味
豊かな一品。素材本来の美味しさを存分に引き

出した贅沢なパエージャです。
＜B2F＞La Pesquera ‒MARISQUERIA‒

新しいカラーを纏って
生まれ変わった自分に

いままで着たことのない色の服、はじめてのネイルカラー。
新しい自分にイメージチェンジしたいのなら、
今がチャンス！思い切ってチャレンジしてみて。

月に一度は、好きな
ものを好きなだけ食

べるご褒美タイム。

この日があるから頑
張れる！そんなあな

ただけの新習慣をつ
くってみませんか？

毎日をもっと Happ
y に過ごす、新習慣

。
女性らしい装いながらも可愛すぎないコモン柄のワン
ピース。この夏は思いきって、華やかなカラーを纏っ
てみては？（全３色）
＜B2F＞THE STATION STORE UNITED ARROWS LTD.

マキシワンピース
¥12,960

2019.6.3 3校
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※写真はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

都市を再生しながら創られた森。
その、かつての姿に思いを馳せて。

色とりどりの季節のお花と花瓶を
セットにしてお届けします。大切
なあの人に、花のある生活をプレ
ゼントしてはいかがでしょう。
  B2F  les mille feuilles de liberte 

¥2,700

一番人気のプレーンえんとつがひ
とくちサイズに。ちょっとした手
土産に、しっとりふわふわのシフォ
ンケーキをセレクトしては？
  B2F   東京えんとつ café

¥1,000

¥ 4,634
世界で愛されるシャンパーニュの
代名詞。引き締まった酸味、華や
かな果実の風味、溌剌とした泡立
ちのバランスが素晴らしい銘品。
  B2F   EPICERIE BONHEUR
　　　 成城石井

¥120
シュー生地に「コクと旨みのこだわ
りたまご」を使用し美味しさアップ！
濃厚なカスタードがたっぷり入った
絶品シュークリームです。
  B1F　ファミリーマート

日常のちょっとした感謝の気持ちを、
カタチあるものと一緒に伝えたいから。

改まってはなかなか言い出せない“ありがとう”を、
センス良いプチギフトとともに届けましょう。

“ありがとう”をカタチに。と
っておきギフト

“ありがとう”をカタチに。
とっておきギフト
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日時 6月12日（水）～7月2日（火）
11:00‒20:00（土･日は11:00 ｰ19:00）

場所 OOTEMORI地下2階
大型モニター前

気象予報協会パネル展＆レイン･ＵＶ雑貨・書籍販売
雨の日も、強い日差しの日も、自分らしい
ファッションでいたい！機能的でありながら、
ファッショナブルなレインウェア、持ち運
び便利なＵＶ対策グッズなど、これからの
季節に活躍するアイテムを揃えました。
「使える」ギフトとしてもおすすめです。

bivaco mio mio

東京の真ん中・大手町に森を創ろう。それも「整備された森」ではなく「自然の
森」を。この壮大なプロジェクトが発足したのは2004年のこと。そこからおよそ
10年を経た2013年、みずほ銀行大手町本部ビルと大手町フィナンシャルセン
ター跡地の再開発事業によって建設された、大手町タワーの敷地面積3分の1に
あたる約3600㎡もの土地が、クールスポット効果などあらゆる機能を持った豊
かな森へと発展していったのです。新しい時代が幕を開けたいま、ここ「大手町
の森」のかつての姿を振り返ってみてはいかがでしょうか。

植栽工事中の大手町の森
再開発前の建物


