
平成 24年 1月 26日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

来街者数は約 1億 4千万人 

東京ミッドタウン 開業 5周年 

5周年記念イベントを 3月 28日（水）より開催 

 

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、本年 3月 30日（金）におかげさまで開業 5周年を

迎えます。開業から昨年末までの来街者数は、延べ約 1億 4千万人を数えました。ご支援ご愛顧いただきまし

た多くのお客さまや地域の皆さま、そして報道関係者の皆さまに心より感謝申しあげます。 
 

2007年、東京ミッドタウンは、オフィス、商業施設、ホテル、住宅、美術館などが集約された複合都市として、

多くの緑とともに東京の中心に誕生しました。以来、「JAPAN VALUEを創造、結集し、それを世界に発信し続

ける街」をビジョンに掲げ、この街に暮らし、働き、憩う、すべての人を、日本の心でもてなし、日本の美しい四

季を感じ、日本の持てる力を世界に発信する舞台となるような街づくりに努めてまいりました。 
 

私たちはこれからも、複合都市ならではのシナジーで、あらたな「JAPAN VALUE」を創造してまいります。ど

うぞご期待ください。 
 

なお、5周年記念イベントも、3月 28日（水）より開催いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3月 28日（水）から 4月 15日（日）の期間には、約 150本の桜を堪能いただくイベント「ミッドタウン・ブロッ

サム 2012」も開催いたします。詳細は、2月上旬にリリースを予定しています。 

 

■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 
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東京ミッドタウン 5周年 イベント情報 

 

1. 東京ミッドタウン 5周年スペシャルウィーク 

   東京ミッドタウン開業 5周年記念イベントを 3月 28日（水）～4月 8日（日）まで開催します。 

 

1.1 「the GIFT of wonder」（ギフト・オブ・ワンダー） 

 

東京ミッドタウン開業 5周年を祝うシンボルとして、芝生広場に高さ約 5m、幅約 10mの巨大なプレゼン

トボックスが登場します。夜間には、3Dプロジェクションマッピングによる立体映像をボックス壁面に投影

し、まるでボックスからモノが飛び出してくるような演出を、驚きとともにお届けします。5周年のキャッチコ

ピーである「まん中が、どきどきする」ような映像をはじめ、東京ミッドタウンの四季をイメージした映像な

ど、音楽に合わせた立体映像がお楽しみいただけます。 

 

【期 間】  3月 28日（水）～4月 8日（日）  

【場 所】  芝生広場 

【料 金】  無料 

【主 催】  東京ミッドタウン 

【映像投影時間】  18：30～20：30 

毎時 00分と 30分の各 1時間に 2回（約 10分／回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージ（夜） ※イメージ（昼） 
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1.2 「Tokyo Midtown 5th Anniversary」× 

「Food Relation Network by ap bank / kurkku」 コラボレーションイベント 
 

環境問題をより身近に、より前向きに考えることができる野外音楽イベントなどを 

実施している「ap bank」と、快適で環境にも良い未来に向けた暮らしを実践する場 

「kurkku」。その持続可能な社会を創りあげていく姿勢と、東京ミッドタウンの「緑と 

共生する」街のコンセプトが呼応したコラボレーションイベントが実現しました。 

音楽だけでなく、環境など様々な分野で総合エンターテインメントのプロデューサー 

として定評のある小林武史さんが、東京ミッドタウン 5周年の食や音楽をプロデュース 

します。 

 

 

 

① 5周年プレミアムライブ 
 

東京ミッドタウン開業 5周年を記念して、小林武史さんのプロデュースのもと、「ビルボードライブ東京」に

てスペシャルゲストを招いて、一夜限りのスペシャルライブを開催。一般のお客様にも特設ＷＥＢサイトに

て応募受付し、抽選の上、当選者を無料でご招待します。 

また、同時開催する「Food Relation Newtwork by ap bank/kurkku "on the Table"」のプロデュースで、

東京ミッドタウン5周年「スペシャルメニュー」もご用意。音楽と食の両軸から、エンターテインメントをお届け

いたします。出演者は近日発表いたします。 

 
 

【応募方法】 東京ミッドタウン HP（http://www.tokyo-midtown.com/）に 

必要事項記入の上、応募。 

   （応募期間：2月中旬～3月上旬）※近日中に発表予定 

   当選者発表は、招待状の発送をもって代えさせていただきます。 
 
 
 
 

【名   称】     Tokyo Midtown 5th Anniversary Premium Live meets Food Relation Network 

by ap bank / kurkku 

【日   時】 3月 31日（土）15：30開場、16：30開演（予定） 

【場   所】 ビルボードライブ東京 （ガーデンテラス 4F） 

【出    演】     ※近日発表 

【主   催】 東京ミッドタウン 

【協   力】 ap bank／kurkku 

【後    援】     TOKYO FM 

【チケッ ト】     貸切公演（一部招待制）※東京ミッドタウン特設ＷＥＢサイトにて応募受付、無料 

ap bank代表：小林武史さん 

 

 

▲ビルボードライブ東京 

http://www/
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② 5周年スペシャルイベント 
 

持続可能な社会創りのための様々な活動を行う「ap bank」「kurkku」が「食」と「農」

をテーマに立ち上げた、「日本各地の生産者」と「都市で生活する人々」をつなぐプロ

ジェクト“Food Relation Network”と、東京ミッドタウンがコラボレーションし、「“Table

（テーブル）の上”から未来を選ぶ」をキーワードに特別イベントを実施。 

味くらべや専門家のトークからなる試食会をはじめ、マルシェ（販売）、ワークショッ

プ、“Food Relation Network”のフードプロデューサーシェフらによる料理教室などを

通じて、普段の食卓にのぼる食べ物の新たな発見の場を創出します。 

 

  【名   称】     Tokyo Midtown 5th Anniversary 

Food Relation Network by ap bank / kurkku  “on the Table” 

【期 間】 3月 30日（金）～4月 1日（日） 

【時 間】 11：00～21：00（仮） 

【場 所】 芝生広場、コートヤード 

【主 催】 ap bank／kurkku 

【協    力】     東京ミッドタウン 

 

 

 

2. サントリー美術館・東京ミッドタウン 5周年記念 

「毛利家の至宝 大名文化の精粋 国宝・雪舟筆『山水長巻』特別公開」 展 

 

 

現在、東京ミッドタウンがある土地は、約 400年前の江戸時代に長州藩毛利家が幕府から拝領した土地でした。その後、

約 230年間にわたり、毛利家下屋敷としての役割を果たしました。明治時代に陸軍駐屯地となり、終戦後には米軍将校

の宿舎、日本に返還された後は防衛庁の檜町庁舎となりました。2000 年に、防衛庁本庁が檜町から市ヶ谷に移転し、

その跡地に東京ミッドタウンが誕生しました。 

 

 

■開催期間 ：2012年4月14日（土）～5月27日（日）  

■料金（入館料）：一般1,300円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料 

■場所 ：サントリー美術館 （ガレリア３Ｆ） 

■概要 ：サントリー美術館は、2007年3月に、六本木の東京ミッドタウンの一角に移転してリニューアルし、東京ミッドタ

ウンの開業5周年目となるのに伴い、サントリー美術館もこの地での開館５周年という節目を迎えます。 

これを記念して、サントリー美術館では「毛利家の至宝」展を開催致します。「東京ミッドタウン」は、旧防衛庁跡地とし

て知られますが、遡れば江戸時代当時、長州藩毛利家の下屋敷があった由緒ある土地でした。今回の企画は、毛利

家伝来の宝物を所蔵する毛利博物館の協力を仰ぎ、毛利家ゆかりの宝物の中から、毛利家の基本史料である文書

類や、書簡をはじめ、肖像画や、甲冑武具、調度類、華麗な能装束、茶道具など、きわめて貴重な絵画・工芸の名品

を一堂に展示します。さらに巨匠・雪舟の代表作として名高い国宝「四季山水図」（山水長巻）を特別に公開します。 

 

※休館日：毎週火曜日（2012年 5月 1日は開館） 

 

このほかサントリー美術館の2012年展覧会スケジュールは＜http://suntory.jp/SMA/ ＞にてご覧いただけます。 

 

 

http://suntory.jp/SMA/_
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東京ミッドタウン イベントスケジュール 

 

1. 東京ミッドタウン主催 2012年イベント 

 

■「ミッドタウン・ブロッサム」 

■開催時期：3月末～4月中旬 

“春を愉しむ”をコンセプトに、毎年好評を博している桜の下の屋外カフェが 

登場し、幻想的な桜のライトアップや着物レンタル＆着付けサービスなど、 

春の愉しみ方を提案します。 

 

■「オープン・ザ・パーク」 

■開催時期：4月中旬～5月上旬 

大人気の素足で芝生を感じるヨガイベントや、芝生の上で楽しむ屋外ライブラリー

を中心に、広々とした芝生の上で太陽の光を感じ、緑の中で自然を感じる休日ライ

フをお楽しみいただけます。 

 

■「キャンドルナイト」 

■開催時期：6月中旬 

1年で昼が最も長く、この日を境に本格的な夏に向けて季節が変わる 

「夏至の日」に、豊かな緑の中で幻想的な夜景を楽しみながら、環境に 

ついて考えます。 

 

■「ミッドタウン・ラブズ・サマー」 

■開催時期：7月中旬～8月末 

毎年「大暑の日」に行う打ち水や、緑豊かな木陰に登場する屋外カフェ、 

豊かな緑を眺めながら小川で足を浸して涼む「アシミズ」など、東京のまん中で 

ゆったりと“涼”を感じていただけます。 

 

■「東京ミッドタウン・デザインタッチ」 

■開催時期：10月末～11月上旬 

「デザインを五感で楽しむ」をコンセプトに、誰でも参加できるデザインイベント。 

子どもも大人もみんながデザインに触れ、日常生活を豊かにする創造活動が 

体験できます。 

 

■「ミッドタウン・クリスマス」 

■開催時期：11月中旬～12月下旬 

過去 5回の開催で約 2,700万人が来場されたイルミネーション。 

2,000㎡の広大な芝生広場で展開される「スターライトガーデン」を中心に 

“新たな驚き”と“感動”をテーマに様々な演出を街全体で実施し、お客様を 

非日常の空間へと誘います。 

 

 

■「東京ミッドタウン・アワード」 

■開催時期：3月末～11月下旬  

「JAPAN VALUE（新しい日本の価値・感性・才能）を創造・結集し、世界に発信し 

続ける街」をコンセプトに誕生した、「アート」と「デザイン」のコンペ。才能ある 

デザイナーやアーティストとの出会い、応援を目指しています。 

 

  

  

 

 

 

※2011年度 
＜アートコンペ＞グランプリ作品 

参考資料（1）

（） 
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2. サントリー美術館 （ガレリア３Ｆ） 

 

■「大阪市立東洋陶磁美術館コレクション 悠久の光彩 東洋陶磁の美」展 

■開催期間 ：2012年1月28日（土）～4月1日（日）  

■料金（入館料）：一般1,300円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料 

■概要 ：2012年に開館30周年を迎える大阪市立東洋陶磁美術館の収蔵品約4,000件から、国宝2件、重要文化財13

件のすべてを含む東洋陶磁の名品約140件を厳選してご紹介します。誰もが知る名品から久々の公開となる逸品ま

で、東洋陶磁の美をあらためて発見することができるでしょう。  

 

※休館日：毎週火曜日 

 

 

3. 21_21 DESIGN SIGHT （ミッドタウン・ガーデン内） 

 

■「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展  

■開催期間：開催中～2012年4月8日（日）  

■展覧会ディレクター：北村みどり 

■料金（入場料）：一般1,000円、大学生800円、中高生500円、小学生以下無料 

■概要 ：20世紀を代表する伝説的写真家 アーヴィング・ペンとデザイナー 三宅一生の13年間にわたる「Visual 

Dialogue（視覚的対話）」から生まれた表現を集大成。二人の創造のプロセスを紹介するアニメーション、写真の大画

面投影やポスター作品などから、新たな表現を生み出す想像力と恊働のありかたについて考えます。 

 

■テマヒマ展＜東北の食と住＞ 

■開催期間：2012年 4月 27日（金）～8月 26日（日） 

■展覧会ディレクター：佐藤卓、深澤直人 

■料金（入場料）：一般 1,000円、大学生 800円、中高生 500円、小学生以下無料 

■概要：東北のものづくりには、現代社会が忘れてしまいがちな「時間」の概念が生き続けています。未来を考えるデザ

インの視点からも注目したい、「手間」のプロセス、「ひま」（時間）のプロセス。テマヒマかけた東北の“食と住”から、日

本の文化と精神、ものづくりの可能性を、多くの方々と考えていきます。 

 

※休館日：毎週火曜日、年末年始、展示替え期間 

 

 

4. フジフイルム・スクエア （ミッドタウン・ウェスト１Ｆ） 
 

■写真展「花咲けニッポン！」 サクラ・さくら・桜 

■開催期間 ：2012年2月24日（金）～3月14日（水）  

■料金 ：無料  

■場所 ：フジフイルムスクエア内 富士フイルムフォトサロン  

■概要 ：日本人に古くから親しまれ、日本の春には欠かせない彩として、多くの人々に愛されている桜。  

暖かくなり気持ちが弾む春、そして学校や社会の新しい年度が始まる季節に鮮やかに咲き誇ることから、人生の出発

や転機を飾る花でもあります。その桜が私たちに見せてくれる様々な美しい姿を日本を代表とするプロ写真家や地域

に根ざして活動するアマチュア写真家などの多彩な顔ぶれで、それぞれの視点からとらえた「桜」の美をご覧いただけ

ます。  

また期間中、写真展会場内において、写真雑誌編集に携わり多数の桜作品を見てきたフォトエディターが展示作品の

前で、桜と桜写真の奥深い魅力について語る、ギャラリートークを開催いたします。それぞれの写真のポイントなど興

味深いお話が聞けることとご期待下さい。  

 

参考資料（2）

（） 
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■「ユージン・スミス作品展」 ヒューマニズムに生きた写真家  

■開催期間 ：2012年3月1日（木）～5月31日（木） 

■料金 ：無料  

■場所 ：フジフイルムスクエア内 写真歴史博物館 

■概要 ：世界的に著名な写真家ユージン・スミスの作品の中から、彼の持つヒューマニズムが表現されたオリジナルプ

リントを展示いたします。  

 

※会期中無休 

 

 

 

5. 東京ミッドタウン・デザインハブ （ミッドタウン・タワー5Ｆ） 

 

■東京ミッドタウン・デザインハブ特別展「my home town わたしのマチオモイ帖」展 

■開催期間：2012年2月10日（金）～2月26日（日） 

■料金 ：入場無料 

■概要 ：全国の約340組のクリエイターが、大切な思いのある「町」を冊子や映像で紹介します。ガイドにも載っていな

い町、見たこともない景色や「新しい日本」に出会えるかもしれません。 

 

■東京ミッドタウン・デザインハブ第32回企画展「エリアエイドデザインプロジェクト 東北・茨城のデザイン」展 

■開催期間：2012年3月9日（金）～3月25日（日） 

■料金 ：入場無料 

■概要 ：東北地方6県と茨城県のものづくりやデザイナー100社の仕事を紹介します。伝統技術や自然の素材が活か

された暖かみのある、思わず使ってみたくなるようなデザインが一堂に会します。 

 

■東京ミッドタウン・デザインハブ第33回企画展「信じられるデザイン」展 

■開催期間：2012年3月30日（金）～5月27日（日） 

■料金 ：入場無料 

■概要 ：デザインハブ5周年記念展として、「デザインと信用」について考え、デザインをさらによいものにしていくための

企画展を開催します。デザイナーや建築家、クリエイター約50名が考える「信じられるデザイン」を紹介します。 

 

※会期中無休 

 

参考資料（3）

（） 

 


