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2016年 1月 28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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 3 月 18 日（金）から 4 月 17 日（日）の期間、 

春の訪れを祝うイベント、「Midtown Blossom 2016（ミッドタウン・ブロッサム 2016）」を開催いたします。 
 
今回で 9 回目の開催となるこの春のイベントは、「花開く、春」をテーマに、桜や食、

アートを通じて桜や新芽、才能の息吹を感じていただける様々な企画をご用意して
います。毎春多くのお客様が訪れる東京ミッドタウンには、「ソメイヨシノ」や 

「ヤエベニシダレ」など旧防衛庁時代から受け継いだ約 45 本を含む、全 8 種類、 

約 150本の桜が、東京のまん中で咲き誇ります。 

世界 No.1 イタリアンスパークリングワイン マルティーニが協賛する「MARTINI 

Blossom Lounge」では、この桜が間近で楽しめます。メニューは、おもてなしの深さ
で世界的に有名なホテル、ザ・リッツ・カールトン東京が考案した、春の訪れに 
ふさわしい華やかなドリンクメニューやスイーツ、こだわりのピンチョスやパニーニな
ど本格的な季節限定メニューを多数ご用意します。また、期間中は開業 9 周年を記
念したアニバーサリーウィークとして、新進気鋭のアーティスト達が繰り広げる、様々
なステージイベントも開催します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

■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 

■東京ミッドタウンホームページ■ www.tokyo-midtown.com 

 

 

 

 

 

▲昨年のライトアップの様子 

MARTINI Blossom Lounge 
ザ・リッツ・カールトン東京によるこだわりの季節限定
メニューをゆったりと楽しめる屋外ラウンジ。イタリア
No.1※スパークリングワインマルティーニを中心に、
カクテルなど華やかなドリンクメニューも登場！ 

※2014年 IWSR調べ 

 

～都会のまん中で花開く、春～ 
ザ・リッツ・カールトン東京が運営する華やかな屋外ラウンジ「MARTINI Blossom Lounge」、 

幻想的な夜桜やフラワーアートなど、春の訪れを祝うイベント  

「Midtown Blossom 2016」開催 
3月 18日（金）～4月 17日（日） 

Tokyo Midtown 
9th Anniversary Week 
開業 9周年を祝う春の一週間 

桜ライトアップ 
開花前、満開時と時期によってライト 

アップの色が変わり、幻想的な空間に。 

フラワーアート エキシビション 
華やかな館内花装飾で、ひと足早く 

春の訪れを感じられます。 

ストリートミュージアム 
「Tokyo Midtown Award 2015」受賞者
の新作アートを展示します。 

▲全長約 200m 

東京ミッドタウンのさくら通り 
 【Midtown Blossom 2016 主なイベント】 
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都会のまん中に、広大で豊かな緑地を有する東京ミッドタウン。防衛庁がこの場所にあった頃から咲く、約45

本を含む約 150 本の桜が華やかに咲き誇ります。この桜を歩きながら楽しめる全長約 200m の「さくら通り」を

臨む場所に、春の到来を華やかに楽しむ屋外ラウンジが登場します。 
 

 MARTINI Blossom Lounge （マルティーニ ブロッサム ラウンジ） 
 

華やかに春の時間を楽しむことができる、ミッドタウン・ガーデンの屋外ラウンジ「MARTINI Blossom Lounge

（マルティーニ ブロッサム ラウンジ）」。毎年多くのお客さまに好評をいただいています。 

 ザ・リッツ・カールトン東京がメニュー提供をするこの季節限定ラウンジで

は、毎年新たなメニューを加えてお客様をお迎えします。昼も夜も様々に楽

しめるメニューをご用意するほか、ドリンクメニューは世界 No.1※イタリアン

スパークリングワイン、「MARTINI（マルティーニ）」を中心に、ザ・リッツ・ 

カールトン東京「ザ・ロビーラウンジ&バー」のバーテンダー和田健太郎氏が

提案するオリジナルカクテル「桜ロワイヤル」、スイーツとともに楽しめる「桜

ホットティー」などが揃います。 

ゆったりとしたソファに座ったまま、見上げれば頭上に桜が咲くこの 

屋外ラウンジでは、都会的でスタイリッシュなお花見をホテルクラスの味わ

いのメニューやスイーツ、こだわりのお酒とともに楽しめます。 
 
【期    間】 3月 18日（金）～4月 17日（日） 

  ※雨天・荒天中止 
【時   間】 12：00～20：00 
  ※金曜・土曜、桜満開時は 21：00まで 
【場   所】 ミッドタウン・ガーデン 

さくら通り沿いエリア 
【席    数】 100席程度（予約不可） 
【主   催】 東京ミッドタウン 
【協   賛】  MARTINI 
【運   営】 ザ・リッツ・カールトン東京 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲夜は幻想的な空間で 
桜とともに様々なメニューを楽しめる 

 

※2014年 IWSR調べ 

 

※画像は全てイメージです。   

※メニューは変更になる場合もございます。 

花開く、春。屋外で春の到来を感じる、こだわりのラウンジ

＜主なメニュー＞ 
① アフタヌーンスパークリングセット  7,000円～ 

3段重ねのティースタンドに乗ったフードメニューとスパークリングワインのフルボトルが楽しめる。定番のブリュットとロゼ
に加え、シャンパーニュ方式で作られる最高品質のスプマンテ「マルティーニ モンテレーラ・ブリュット」とのセットも登場 

② 桜スイーツプレート  1,800円 
桜ジュレと赤い果実のコンポート（350円）や桜マカロン（300円）など桜をモチーフにしたスイーツ 5種を一度に楽しめる
贅沢なプレート 

③ アペリティーボセット  1,200円 
おつまみ 2種にグラススパークリングワイン（ロゼ）またはオリジナルカクテルが楽しめるお得なセット 

① ② ③ 

＜その他おすすめメニュー＞ 

桜色のスパークリングワインに桜の花びらをかたどった銀箔が浮かぶ

「MARTINIロゼ スパークリング」（写真左・グラス 600円／ボトル 3,500円）、

MARTINI Blossom Loungeのオリジナルカクテル「桜ロワイヤル」（グラス 600

円）、スイーツとともに楽しめる「ザ・リッツ・カールトン東京 桜ホットティー」（400

円）などのドリンクメニューに加え、「桜ディップを添えた  ロメインと春の 

サラダ」（900 円）、“ホテルのカレー”を楽しめる、「ザ・リッツ・カールトン東京 

オリジナルチキンカレー」（1,300円）といったフードメニューも揃う 
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 桜ライトアップ 
 

アクセスの良い都心で満開の桜を楽しめると、毎年多くの 

お客様を迎える東京ミッドタウンのさくら通り。イベント期間中は

桜の木のライトアップを行います。見頃を迎える桜を幻想的な夜

桜で楽しめるのはもちろんのこと、開花前は桜をピンク色の 

ライトで照らし、まるでひと足先に桜が咲いているかのような空間を

お楽しみいただけます。 

東京ミッドタウンの一部レストランからもご覧いただくことが 

でき、テラス席や大きな窓越しに、ゆったりとくつろげるお花見を

堪能していただけます。 

 
【期    間】 3月 18日（金）～4月 17日（日） 
  桜の開花状況により、ライトアップの色が変わります 

【時   間】 17：00～23:00 
【場   所】 ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿い、ガーデンテラス前 
 

 
   

 

 フラワーアート エキシビション 
 

2014年度「フラワーアートアワード」で 3度目の最優秀賞を受

賞した実力派アーティスト、野崎晶弘氏が東京ミッドタウンに華

やかな春をもたらします。 

 “畝”をテーマに竹ひごを田畑の畝に見立てひとつづつ曲げ

て高低差をつけた土台に桜を咲かせる繊細な作品で、日本人な

らではの手仕事の丁寧さを見せた装飾をガレリアインフォメーシ

ョン前に展示します。ガレリア 1F ツリーシャワーには“舞桜”“芽

吹”と、期間を 2つにわけて、どこよりも早い桜と新芽の息吹を表

現した装飾でお客様をお迎えします。「花開く、春」をテーマに、

アーティストの才能が開く様を、どこよりも早い桜の開花と共に 

フラワーアートで贅沢にお楽しみください。 

 

【期    間】 3月 18日（金）～4月 17日（日） 

          ※3月 31日はガレリア 1F ツリーシャワーのみ入替日となります 

  11：00～21：00（ガレリア開館時間） 

【作    家】 野崎晶弘 

【場   所】 ガレリア 1Fツリーシャワー（第１期 3月 18日～30日／第 2期 4月 1日～17日） 

ガレリア 1F インフォメーション前 

【主   催】 東京ミッドタウン 

【特別協力】 フラワーアートアワード実行委員会 

【料   金】 無料 
 
 
 
 
 

 
 

 

▲昨年の様子 

昨年撮影された画像があれば 

JPEGご用意ください 

▲昨年の様子 

約 200mのさくら通りが幻想的な空間に 

東京ミッドタウンの館内は、ひと足早く春満開に。

▲2015年度の展示作品 
 

野崎晶弘 

 
建築業界を経て花の世界へ。建築の経験を活かした線が細い、しかしダイナミックな
構造のデザインを得意とし、大型の作品を多数生み出している。フラワーアートアワ
ードでは 2010年以降上位入賞を続けており、2015年にラトビアで行われた「ヴェン
ツピルス フラワーカーペットフェスティバル 2015」で優勝するなど活動の場を広げ
ている。 

▲昨年の様子 
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 ストリートミュージアム 
 

明日を担うアーティストやデザイナーの発掘と応援をする「Tokyo Midtown Award」。2015 年度アート 

コンペ受賞作家 6組が、本展覧会のために制作したアート作品でプラザ B1Fのストリートをジャック。

今年は「花開く春」をテーマに、インスタレーション・彫刻・絵画などのアートで、こころ華やぐ春を演出します。 

 
【期    間】 3月 18日（金）～4月 17日（日） 
【場   所】 プラザ B1F 
【料   金】 無料 
【主   催】 東京ミッドタウン 
【出展作家】 Tokyo Midtown Award 2015アートコンペ受賞者 

 阿部岳史、上坂 直、尾花賢一、風間天心 
 田島大介、三上俊希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ミッドタウンの開業 9周年を記念して、様々な企画をご用意しています。美しい春を感じる季節に、 

ぜひ合わせてお楽しみください。 
 

 Cheers Sparkling（チアーズスパークリング） ～スパークリングワインの振る舞い～ 
 

2016年 3月 30日（水）に、東京ミッドタウンは開業 9周年を迎えます。みなさまへの感謝の気持ちを 

込めて、先着 500名様に春色のロゼスパークリングワイン「マルティーニ ロゼ」を振る舞います。 

 

【期    間】 3月 30日（水） 

【時   間】 11：00～  

【場   所】 プラザ 1F キャノピー・スクエア 

【料   金】 無料 

【人   数】 先着 500名様 ※なくなり次第終了 

【主   催】 東京ミッドタウン 

【協   力】 MARTINI 

 

 

 

 

 

 

▲イメージ 

▲昨年の開催の様子 

アートで感じる、花開く才能

Tokyo Midtown 9th Anniversary Week
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 Tokyo Midtown 9th Anniversary Stage（東京ミッドタウン ナインス アニバーサリーステージ） 
 

開業 9 周年を目前にした 6 日間は、様々なパフォーマンスステージを開催します。タップダンスや

ゴスペルなど、多彩なラインナップで会場を盛り上げます。お買いものやお花見とともに、ぜひお楽しみください。 

 

【期    間】 3月 25日（金）～3月 30日（水） 

  各日 18：00～/19：30～ 

【場   所】 アトリウム 

【主   催】 東京ミッドタウン 

【出   演】 Soul Bird Choir（ゴスペル）／球舞 -CUBE-（フットボール エンターテインメント集団）ほか 
 
 

 

 
 Flower Carpet in Tokyo Midtown（フラワーカーペット イン 東京ミッドタウン） 
 

外苑東通りに位置する、商業エリアのメインエントランスである

ガレリアゲート周辺が、より居心地の良い空間に生まれ変わります。 

これを記念して、「フラワーアートエキシビション」を手掛ける 

アーティスト野崎晶弘氏が、ラトビア共和国で開催している 

「ヴェンツピルス フラワーカーペットフェスティバル 2015」で優勝

した作品である「桜家紋」をガレリアゲートにあわせて草木や形状

を変え、展示します。新しくなったガレリアゲートが、華やかな 

演出で皆さまをお出迎えします。 

 

【期    間】 3月 24日（木）～3月 30日（水） 

【場   所】 外苑東通り沿い ガレリアゲート前 

【作   家】 野崎晶弘 

【料   金】 無料 

【主   催】 フラワーアートアワード実行委員会 

【特別協力】 東京ミッドタウン 

 

 

 

▲フラワーカーペット イメージ 

▲Soul Bird Choir ▲球舞 ‐CUBE - 

▲ガレリアゲート周辺 イメージ 


