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2016年 5月 19日 

報道関係各位 
東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

日本の夏の涼を五感で愉しむ 東京ミッドタウンの夏イベント 

「MIDTOWN ❤ SUMMER 2016」開催！ 
都心の夏の夜空を彩る夏イルミネーション”SUMMER LIGHT GARDEN”は 

今年は日本三大花火大会とコラボレーション!! 
～観て、聴いて、触れて、味わって。日本の夏の風物詩が東京のまん中で楽しめる～ 

2016年 7月 15日（金）～8月 28日（日） 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2016年 7月 15日（金）から 8月 28日（日）までの期

間、10年目となる夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2016』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。 
“日本の夏の涼を五感で愉しむ”をテーマに、花火、足水、風鈴といった日本の夏の風物詩を都心ならではのス

タイルで体感できるイベントを多数ご用意しております。昨年初開催で好評をいただいた、夏の夜空を色鮮やかな
ひかり花火で彩るイルミネーション「SUMMER LIGHT GARDEN」（サマーライトガーデン）。今年は“日本三大花
火大会”とコラボレーションし、広大な芝生広場をステージに、ここでしか見ることのできない壮大な花火を表現し
ます。東京のまん中で、“日本の夏の涼”をお楽しみください。  

 
 

 

                                                   
 
 
 
 

 

※ミントが清涼に香るモヒートを 
屋外で楽しむカフェ（昨年の様子） 

▲小川で楽しむ ASHIMIZU（アシミズ）や館内の 
風鈴が「日本の夏」を感じさせる（イメージ） 

▲イルミネーションによる花火で毎晩「日本の夏」が楽しめる 
サマーライトガーデン（昨年の様子） 

■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100 
■東京ミッドタウン ホームページ■ www.tokyo-midtown.com 

 
 
 

 

【MIDTOWN ♥ SUMMER 2016 主なイベント】 
2016年 7月 15日（金）～8月 28日（日） 

長岡まつり大花火大会 大曲全国花火競技大会 土浦全国花火競技大会 

メインイベントは、イルミネーションによる新感覚花火大会！ 
SUMMER LIGHT GARDEN 

（サマーライトガーデン） 

※写真は昨年度の現地の各花火大会開催の様子 

 BACARDI MIDPARK CAFE 【3P】 
（バカルディ ミッドパーク カフェ）   
夏の風物詩ともいえる、「モヒート」を楽しめる期間限
定の屋外カフェ。花火とコラボレーションした、ここでし
か飲めないスペシャルモヒートも登場！ 

 ASHIMIZU 【4P】 
（アシミズ） 
ミッドタウン・ガーデンを流れる小川は夏の都会のオ
アシス。素足を浸して涼を感じられる人気イベントが
今年は進化して開催！ 

 なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン【4P】 
 六本木打ち水大作戦 【5P】 
 同時開催：FLOWERS BY NAKED 【5P】 

       （フラワーズ バイ ネイキッド） 
 

 風鈴彩祭 【3P】  
全国を代表する涼を奏でる 15種類の伝統風鈴が、 
東京ミッドタウンに集結！ 

ミ ッ ド タ ウ ン ラブズ サ マ ー 

サ マ ー ガ ー デ ン ラ イ ト 

「日本三大花火大会」とコラボレーションしたイルミネーションによ
る新感覚花火大会。都会のまん中で、毎晩光のショーを開催！ 
各花火大会の事務局監修のもと、イルミネーションと音で各大会
の名物プログラムを実施します。【2P】 
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昨年多くの方に好評をいただいた、芝生広場を舞台に夏の夜を彩るイル

ミネーション「サマーライトガーデン」が今年も登場します。天候に関係なく、

雨天でも毎晩花火の演出をお楽しみいただける本イベントでは、第2回目
を迎える今年、“日本三大花火大会”といわれる「長岡まつり大花火大会」、

「全国花火競技大会（大曲の花火）」、「土浦全国花火競技大会」とコラボ 
レーションした、新感覚の花火大会をお届けします。 
 各花火大会が誇る自慢のプログラムを、実施期間をわけて開催。各花火

大会事務局監修のもと、東京のまん中でイルミネーションと音でお楽しみい

ただけます。都心の夏の夜空を華麗に彩る光の花火を、ぜひご堪能ください。 
 
 
【期 間】 7月 15日（金）～8月 28日（日） ※荒天中止 
【時 間】 18：30～23：00  

※「日本三大花火大会」演出は、1時間に3回 
各回5～7分程度（予定） 

【場 所】 芝生広場 
【料 金】 無料   
【主 催】 東京ミッドタウン 
【協 力】 長岡まつり協議会、大曲商工会議所、 

土浦全国花火競技大会実行委員会 
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NEW!

SUMMER LIGHT GARDEN（サマーライトガーデン） 

 

▲1時間に 3回、花火の演出が行われる 
（昨年の様子） 

「日本三大花火大会」が都心の夏の夜空を彩る！ 
イルミネーションで楽しむ新感覚花火大会が毎晩開催！ 
 日本最高峰とも言える各花火大会の事務局監修のもと、「日本三大花火大会」それぞれの名物プログラムを 

ひかり花火（イルミネ―ション）で表現します。日本各地の花火大会を、東京のまん中で現地よりも一足早く楽しめます。 

※各プログラムは昨年開催された演出をもとに再現 

 

 

▲高さ約 10ｍ×横幅約 30ｍの壁面に現れる 
ナイアガラ （昨年の様子） 

 
①新潟県長岡市「長岡まつり大花火大会」プログラム 

7月 15日（金）～ 7月 31日（日） 
 
2日間で合計 104万人が来場し、計 2万発の花火が打ち上がる「長岡まつり大花火大会」。平原綾香さんの「Jupiter」に
のせて、復興の祈りと平和への願いを花火に込めた 2005年から開催され続けている人気プログラム『復興祈願花火フ
ェニックス』をご覧いただけます。 

 
②秋田県大仙市「全国花火競技大会（大曲の花火）」プログラム 

8月 1日（月）～ 8月 14日（日） 
 
日本最高峰の花火競技大会と称され 71万人が来場した「全国花火競技大会（大曲の花火）」。その中でも、大会スタッフ
が 1年間練り上げて企画した華々しい演出と迫力満点の音の演出で毎年好評を博しているプログラム「大会提供花火」。 
花火で織りなす「もののあはれ」をお楽しみいただける、2015年度の大会提供花火『あさきゆめみし』をお届けします。 

 
③茨城県土浦市「土浦全国花火競技大会（土浦の花火）」プログラム 

8月 15日（月）～8月 28日（日） 
 
全国から集まる花火師たちが内閣総理大臣賞を目指し競い合う花火競技大会で、75万人が来場した「土浦全国花火競
技大会（土浦の花火）」。大会中に打ち上げられ、秋の夜空を鮮やかに彩る大会提供花火『ワイドスターマイン 土浦花火
づくし』をお楽しみいただけます。テンポ良く絶妙なタイミングで打ちあがる、色とりどりの花火の迫力を楽しめるプログラ
ムです。 

 コラボレーション開催期間と演出内容 
 

① 

 

② 

 

③ 

 

※画像は昨年の様子 
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北海道から沖縄まで日本各地の伝統的な素材や技術で作られた15種類の風鈴を館内に展示いたします。 

今年で400周年を迎える有田焼や南部鉄器など、伝統的工芸で作られた風鈴に加え、小樽ガラスや富山真鍮でで
きた風鈴も並びます。同じ素材でも、異なる顔や音色を持つ風鈴。それぞれの特徴に合わせた展示によって様々

な楽しみ方を体験頂くことができるイベントです。風鈴をお楽しみいただける展示は今回で4回目。東京ミッドタウン
の夏の風物詩ともなってきた「日本の夏の涼」を奏でる風鈴展示で、音で感じる涼をお楽しみください。 
 

 
【期 間】 7月 15日（金）～8月 28日（日） 
【時 間】 11：00～21：00 
【場 所】 ガレリア館内 
【主 催】 東京ミッドタウン 

 
 
 
 
 
 
  
緑に囲まれた気持ちのよい空間で都会的な時間を過ごせる、「BACARDI 

MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパーク カフェ）」。今回で7回目を迎え、  

東京ミッドタウンの夏の定番とも言えるこのカフェでは、“世界NO.1※のプレミ
アム ラム”バカルディの全面協力による、フレッシュミントをたっぷり使用した 
バカルディ モヒートのほか、モヒートを愛した文豪ヘミングウェイをモチーフに
したビターモヒート、日本三大花火の土地にちなんだベジタブルモヒートやフル

ーツモヒート（期間限定）など、様々なモヒートをお楽しみいただけます。 
フードメニューは「バカルディ8」に浸けこんだスペアリブやロティサリーフリ 

フリチキン、タコライスなど、食べごたえ満点のラインナップ。真夏の夜のひと

ときを、ぜひ屋外でお過ごしください。        
※2014年IWSR社調べ  

【期 間】 7月 15日（金）～8月 28日（日） ※荒天中止 
【時 間】 （平日）17：00～22：00 （ラストオーダー 21：30） 

（土日祝）12：00～22：00 （ラストオーダー 21：30） 
        ※8月8日（月）～8月12日（金）は12：00オープン 

【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 
【席 数】  100席程度 
【主 催】 東京ミッドタウン 
【協 賛】 バカルディ ジャパン 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
      

風鈴彩祭 

 

BACARDI MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパーク カフェ） 

▲昨年の様子 

▲芳醇な薫りを楽しめるラム 
「バカルディ 8」に浸けこみ、柔らかく 
仕上げたスペアリブバカルディ 8 
（900円/本） ※イメージ 

「日本三大花火」とコラボレーションした各地の旬の野菜やフルーツを使った 

ここでしか味わえないスペシャルモヒートが期間限定で登場！ 
PICK UP!

①神楽南蛮（唐辛子）モヒート ￥800 

新潟県長岡市の伝統野菜の唐辛子「神楽南蛮」を使
った後味が癖になる新感覚の辛いモヒート   

②秋田県産メロンモヒート ￥900 
豊かな自然と日本海のミネラルが豊富な秋田県産の
メロンの甘みをたっぷりの果肉で堪能できるモヒート   

③茨城県産トマトモヒート ￥800 
トマトの生産量全国第 2位を誇る茨城県の「愛ちゃん
トマト」を使った栄養満点のモヒート 

▲展示イメージ 

→ 

① ② ③ 
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ミッドタウン・ガーデンを流れる小川に足を浸し、都心にいながら「夕涼み」

を堪能いただける、「ASHIMIZU」。 
今年は、「日本の夏の涼」をより一層感じていただけるよう、日本古来の

“丸窓”をイメージした造作が登場します。造作には、ところどころに障子に

見立てた和紙が貼られ、水面に涼やかな影を落とします。装い新たに登場

する「ASHIMIZU」で、暑い夏のひとときの清涼をお楽しみください。      
【期 間】 7月 15日（金）～8月 28日（日）※雨天中止 

   ※月曜定休  
※7/18（月・祝）は実施、この週のみ 7/19（火）定休  

【時 間】 14：00～20：00     
【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 
【料 金】 無料（タオルの販売あり / 100円） 
【席 数】 60席 
【主 催】 東京ミッドタウン 
【監   修】   ARCHICOMPLEX （代表 廣瀬 大祐） 
【協   賛】 ケンゾー パルファム 

※8月 4日（木）～8月 28（日）の期間中、 
「ケンゾー パルファム」の爽やかなペアフレグランス 
「ローパケンゾー オーデトワレ」のサンプルを配布予定 

 
 
 
 
夏休み真っ盛りのこの期間、東京ミッドタウン各所で、親子で楽しめる様々なキッズプログラムを開催します。 
毎年ご好評頂いているスタンプラリーや「アート、デザイン」を切り口にした体験型ワークショップに加え、今年

は都会のアサガオを題材にしたスケッチ教室を初開催。夏休みの思い出に、自由研究に、気軽に参加いただける

イベントが揃います。 
 
 イベント一例 

【ぺたぺたはなび】（スタンプラリー） 
東京ミッドタウン各所のポイントを回遊しながら、スタンプを自由に台紙に押していく毎年恒例のスタンプラリーで

す。今年は、「花火」をテーマに開催。全て集めると、オリジナルの景品がもらえます。 
 

【期 間】 7月 15日（金）～8月 28日（日）  
【時 間】 11：00～18：00 
【場 所】 東京ミッドタウン全域 
【料 金】 無料 
【対 象】 小学生以下 
【主 催】 東京ミッドタウン 

 

 

【みんなでつくろう日本の夏】（体験型ワークショップ） 
子供たちが、体験・ワークショップ形式で「アート、デザイン」を切り口にさまざまな創造を楽しむプログラム。

「日本の夏の涼」をテーマに日替わりで様々なワークショップを開催し、もの作りの楽しさを体験いただけます。

東京ミッドタウンが毎年開催している「Tokyo Midtown Award」のアートコンペ受賞者による特別ワークショップも開
催予定です。 

 
【期 間】 8月 11日（木）～14（日）  
【時 間】 11：00～18：00   
【場 所】 アトリウム 
【料 金】 一部無料（内容により有料） 
【主な対象】 未就学児～小学生   
【主 催】 東京ミッドタウン 

※事前予約制ではなく、その場で気軽に参加できます 

ASHIMIZU （アシミズ） 

なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン 

▲昨年の様子 

▲過去の開催の様子 

▲”丸窓“をイメージした造作（イメージ） 

▲過去の開催の様子 
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【Mid Green Project アサガオスケッチ教室】 
高層ビルが立ち並ぶ都心で、豊かな自然を感じることができる東京ミッドタウン。この緑あふれる施設で自然に

触れていただくことを目的としている「Mid Green Project（ミッド グリーン プロジェクト）※」の一環として、屋外での
アサガオスケッチ教室を開催します。「Tokyo Midtown Award」のアートコンペ受賞者を講師に、計 30種類以上の
アサガオが咲き誇るミッドタウン・ガーデンで、親子で屋外スケッチをお楽しみいただけます。 

 
【期 間】 8月 13日（土）、14日（日） ※雨天中止 
【時 間】 9：30～11：00（所要時間90分） 
【場 所】 ミッドタウン・ガーデン   
【料 金】 無料 ※事前申込 
【定 員】 各日 15組（対象：小学１年～４年生）  
【申込方法】 WEBサイトにて7月中旬より申し込み（抽選） 
【講   師】     牧野 永美子 （Tokyo Midtown Award 2010アートコンペ 準グランプリ受賞者） 
【主 催】 東京ミッドタウン 
 

※東京ミッドタウンは開発区域の 40％以上を緑化するなど緑豊かな空間を創り出している施設として、公益財団法人 都市緑化機構により
「都市のオアシス」の認定を受けています。「Mid Green Project」はこの豊かな緑を体感いただく活動のひとつです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 庭や道路に水を撒いて涼をとる、日本の昔ながらの風習である「打ち水」。今年も六本木の地元町会や商店街振

興組合等と連携し、“大暑の日”に「六本木打ち水大作戦」を開催いたします。地域の皆様と共にヒートアイランド対

策に取り組みます。2007年より開催し、毎回多くの方にご参加いただいています。打ち水に使用する水は、東京ミ
ッドタウンに貯水している地下貯水（雨水、井戸水等）を使用し、参加者に持参いただいたペットボトルで行います。

ぜひ“都会の打ち水”をご体験ください。 
 

【日 時】 7月 22日（金） 受付 / 17:20～  
出陣式 / 17:40 

【場 所】 出陣式会場:キャノピー・スクエア 
       打ち水エリア:六本木交差点周辺～外苑東通り沿いエリア 

【料 金】 無料 
【主 催】 東京ミッドタウン、東京ミッドタウン町会、六本木町会、 

竜土町会、六本木商店街振興組合 
【後 援】 港区 

 
 
 
  
今年大きな話題を呼んだ「FLOWERS BY NAKED（フラワーズ バイ ネイキッド）」がバージョンアップして東京

ミッドタウンに登場します。夏の「魅惑の楽園」をテーマに五感で感じられる新感覚の体験型イベントです。巨大な

ツリーや、会場内に現れる滝など新作も登場。クリエイティブカンパニーNAKED が創りだす、美しい花々と先進
的なクリティティブアートの融合をお楽しみください。 
 

【期 間】 7月 30日（土）～8月 31日（水） 
【場 所】 東京ミッドタウン・ホール 
【料 金】 早割券：大人 1,200円/小人 700円 

当日券：大人 1,400円/小人 900円 ほか 
【主 催】 FLOWERS BY NAKED 製作委員会  
【企画・演出】 NAKED Inc. 
【協    賛】 三井不動産株式会社 
【特別協力】 東京ミッドタウン     
【問い合わせ先】 NAKED Inc. TEL：03-5790-5191（代表）/ 公式サイト flowersbynaked.com 

▲過去の開催の様子 

同時開催：FLOWERS BY NAKED 

 

 

六本木打ち水大作戦 

「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」はその他にも様々なイベントの開催を予定しております。 
詳細は 6月中旬頃にお知らせいたします。 

▲イメージ 


