
 

 
2016 年 6 月 16 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 夏の恒例イベント「MIDTOWN ❤ SUMMER 2016」 

親子で、みんなで、デザインやアートを体験 
「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」 
夏休みの自由研究にも役立つイベント開催！ 

 
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、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。  
本イベント期間中、お子様向けのスタンプラリーやワークショップなど、ご家族やお友達同士でご参加いただけ

る体験型イベント「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」を開催します。夏休みのアクティビティとして楽しんで

いただけるワークショップや美術館ツアー、自由研究にも役立つ「環境」を考えていただけるイベントなど様々な

企画をご用意しております。ぜひ、東京ミッドタウンで夏休みの一日をお過ごしください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン＞ 主なイベント    
スタンプラリー「ぺたぺたはなび」 
体験型ワークショップ「みんなでつくろう日本の夏」など 
アートを楽しむワークショップやイベントが目白押し！  
期間中、館内に設置されたスタンプを押して、自分だけの花火大会を作る 
恒例の館内スタンプラリーやデザイン・アートを楽しむワークショップが登場！  
サントリー美術館 / 21_21 DESIGN SIGHT 親子向け特別開館   
夏休みの特別企画。親子で自由にのびのびとデザインやアートに触れられます。 
2 つの施設も回遊いただける、家族で、子ども同士で楽しめるイベントです。  
東京ミッドタウンを見学！「環境ツアー」 
食について学ぶキッズ向けセミナー   
普段は見ることのできないビルの裏側を親子で歩きながら、「高層ビルの環境 
対策」をご覧いただけるツアーを開催するほか、東京ミッドタウン館内の施設では 
食を通して学べるセミナーに親子で参加いただけます。 
 
 

 
 

▲ワークショップ 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 
 
 
 

 

▲環境ツアー 昨年の様子 

▲昨年の様子 

▲ワークショップ イメージ 

親子で学ぼう

デザイン・アートに
触れよう

デザイン・アートで
遊ぼう

▲ワークショップ 昨年の様子 



 

 ぺたぺたはなび（スタンプラリー）  
館内 6 箇所に設置されたスタンプを自由に押してオリジナルうちわ

を完成させる人気のスタンプラリー。 
今年は、『MIDTOWN ❤ SUMMER 2016』のメインイベントである

イルミネーション「SUMMER LIGHT GARDEN」にちなみ、「花火」を

テーマに開催します。うちわ型の台紙にスタンプを押して、自分だけの

花火大会を作っていただけます。期間中は、「日本三大花火」にちな

んだ限定スタンプも登場。館内のスタンプを集めると、オリジナルの花

火シールがもらえます。 
 

【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 
【台氏配布場所】   ガレリアインフォメーション（予定） 
【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（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、様々な創造を楽しむワークショ

ップ。「日本の夏の涼」をテーマに、「Tokyo Midtown Award」のアートコンペ受賞者や武蔵野美術大学の学

生たちによる、アートやデザインに触れながら、もの作りの楽しさを体験いただけるワークショップです。 
 

【期 間】 8 月 11 日（木・祝）～14（日）  
【時 間】 11：00～18：00  ※なくなり次第終了 
【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 
【出   展】 武蔵野美術大学、角文平ほか 

※事前予約制ではなく、その場で気軽に参加できます 

 
 
 日替わりワークショップ 一例  

「真夏の 3 分クッキング～夏にぴったり冷やし麺づくり～」 
身近な紙を主材料として、自分だけの「冷やし麺」を制作するワークショップ。紙を折る、丸める、切る、揉むなど

して、紙の様々な表情の変化を楽しんで頂けるワークショップです。世界にひとつだけのオリジナル「冷やし麺」

は夏休みの思い出にお持ち帰り頂けます。 
※「冷やし麺」は食べられません。  

【日   程】 8 月 13 日（土） 
【時 間】 11：00～18：00  ※なくなり次第終了 
【料 金】 無料  
【出 展 者】 角文平（Tokyo Midtown Award 2012 アートコンペ受賞）  

 
 
 
 
 

▲過去の開催の様子 

▲過去のスタンプラリー開催の様子 

▲紙を使った「冷やし麺」 
イメージ 

 

デザイン・アートで遊ぼう

▲スタンプラリー 台紙イメージ 



 

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。1年を通して、緑に憩う心地

よさ、四季折々の表情や日本の自然美に触れていただくイベント「Mid Green Project（ミッド グリーン プロジ

ェクト）」の一環として、今夏、屋外でのアサガオスケッチ教室を開催します。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 
【主な対象】     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 

 
 
親子で探検 環境ツアー  

都心では貴重な豊かな緑地を有する東京ミッドタウンが、どんな環境対策を行っているかをご紹介する 

ツアーです。普段は入れないビルの裏側や、電気自動車の充電ができる駐車場などにご案内します。 
 

【期 間】 8 月 13 日（土）・14 日（日）  
【時 間】 16：00～17：30 
【場 所】 東京ミッドタウン内各所 
【料 金】 無料 ※要事前申込 
【主な対象】 小学校低・中学年のお子さまと保護者 
【定 員】 各回 15 組 30 名程度 
【申込方法】 7 月 15 日（金）～7 月 24 日（日） 

東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付 
※応募者多数の場合は抽選 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 
 

 
東京ミッドタウンの館内にある美術館やギャラリー。そのうちの 2 施設が、夏休みに丸一日、「親子のための

特別開館デー」を開催します。夏休み期間中、元気いっぱいの子どもたちがのびのびと鑑賞できるよう、休館日

である 8 月 23 日（火）に親子連れに向けて特別開館します。 
 

サントリー美術館 夏休み特別イベント 
まるごといちにち こどもびじゅつかん！  
サントリー美術館が 1 日だけ“こども専用びじゅつかん”になります。「オルセー美術館特別協力 生誕 170 周年 

エミール・ガレ」展を楽しむための「わくわくたんけんシート」を配布するほか、館内ツアーやワークショップなどのプ

ログラムも開催します。ご家族やお友達と寛いだ雰囲気の中、展覧会を鑑賞できるので、子どもたちはもちろん、お

子様連れでの美術鑑賞にためらいがちな保護者の方も、お気軽にご参加いただけます。                
 

 【期 間】 8 月 23 日（火） 
 【時 間】 10：00～17：00 ※最終入館 16：30 まで 

  【料 金】 無料 

 【主な対象】 小中学生のお子さまと同伴保護者 
  【問い合わせ】 サントリー美術館 / 03-3479-8600 
  【主 催】 サントリー美術館  

▲イメージ 

▲昨年の様子。電気自動車用 
充電設備を導入した駐車場をご案内 

親子で学ぼう

▲過去の開催時の様子 
撮影：御厨慎一郎 

施設横断！特別企画デザイン・アートに触れよう



 

21_21 DESIGN SIGHT 親子向け特別開館 
おやこで！どぼく  

「デザイン」を軸に様々な企画展を開催する 21_21 DESIGN SIGHT が、夏休

みのこどもたちのために、通常火曜日は休館のところ特別に開館します。企画展

「土木展」の鑑賞をスタッフがサポートするほか、土木にもっと詳しくなれるワーク

シートや、親子で楽しめる鑑賞ツアー（11：00～、14：00～）もご用意します。  
 

 【期 間】 8 月 23 日（火） 
 【時 間】 10：00～17：00 ※最終入館 16：30 まで 

  【料 金】 中学生以下無料（同伴保護者は 500 円） 

    ※その他の方は通常料金でご入場いただけます 

 【主な対象】 小中学生のお子さまと同伴保護者 
  【問い合わせ】 21_21 DESIGN SIGHT / 03-3475-2121 
  【主 催】 21_21 DESIGN SIGHT 
 
 
フジフイルム スクエア ギャラリート―ク 
【夏休み自由研究】 野生動物のふしぎ  

富士フイルムフォトサロンで開催する、山形豪氏の写真展「Go Wild！
～アフリカ南部の輝く野生～」開催中に山形氏によるギャラリートークを開

催します。子供の頃アフリカに滞在し、サファリに魅了され、写真家という

夢を持った山形氏の写真とお話から、アフリカ南部の広大で厳しい環境に

生息する「野生動物」の暮らしや知られざる姿を楽しく学んで頂けます。 
 

 【期 間】 8 月 6 日（土）、12 日（金） 
 【時 間】 11：00～／14：00～ 各約 45 分 
   ※ 詳細は決定次第HP で告知 

【料 金】 無料、参加申し込み不要 
【主な対象】 小中学生（小学生は保護者同伴） 
【問い合わせ】 フジフイルム スクエア / 03-6271-3350 
【主 催】 富士フイルム株式会社 

 
■併設写真展 
山形豪 写真展「Go Wild！～アフリカ南部の輝く野生～」 
【期 間】 8 月 5 日（金）～ 8 月 18 日（木） 
【時 間】 10：00～19：00（最終日は 16：00 まで／入館は 10 分前まで）  

 ※期間中、小中学生向けのクイズラリーも併催します。 
（小学生は保護者同伴） 

 
東京ミッドタウン・デザインハブ 
東京ミッドタウン・デザインハブ・キッズウィーク 2016 
 
「デザイン」や「ものづくり」がテーマの子ども向けワークショップ。SONY“MESH”、コクヨなどの企業、タカハシ 

カオリ氏（フィギア作家）、まんまる○（活版印刷）などのクリエイタ―が特別に講師を務める、デザインハブならでは

のユニークなワークショップを連日開催します。 
 
  【期 間】 8 月 11 日（木・祝）～8 月 20 日（土） 
    ※詳細スケジュール、料金は決定次第 
    下記オフィシャルサイトで告知 

【問い合わせ】 東京ミッドタウン・デザインハブ 

03-6743-3776 / http://designhub.jp 
【主 催】 東京ミッドタウン・デザインハブ 

▲イメージ 

東京ミッドタウンの各所で開催！デザイン・アートで遊ぼう

▲アフリカゾウ(ボツワナ) 

▲イメージ 

http://designhub.jp/


 

ISETAN SALONE 
オリジナルこけし“cokets”をつくろう  
こけしの木地をつかった、かわいくておしゃれなこけし人形“cokets.”（コケッツ）。 
お顔だけが入った cokets.人形（高さ約 11cm）に、好きな色で着色し、レースやビーズなどを使って装飾をお楽し

みいただけます。色々な種類のパーツをたくさんご用意しているほか、ご自分で好きなリボンや造花などをお持ち

いただくこともできます。ぜひ夏休みの思い出に“cokets.”をお作り下さい。 
 
【期 間】 8 月 12 日（金）、13 日（土） 
【時 間】 13:00~/16：00～ 各 2 時間 

 【料 金】 4,968 円（税込） 

【主な対象】 小学生以上のお子さまと保護者  
          ※小学校低学年のお子様は保護者の 

同伴が必要となります。 
 【問い合わせ】 ISETAN SALONE / 03-6434-7975  
 【主 催】 ISETAN SALONE 

  
※上記の他も、8/10(水)～8/16（火）まで様々なワークショップを開催します。  
 
サン・フルーツ  
キッズセミナー 「おかやまフルーツ新聞とスイーツ作り体験」 
 
親子で楽しみながら岡山県産のフルーツについて学んで触れて食べられる、フルーツを親子でまるごと楽しめる

セミナーです。 フルーツの美味しい食べ方や剥き方を、野菜ソムリエの増田智子さんにお話しいただき、試食を交

えながら、フルーツ新聞とオリジナルスイーツ作りを体験できます。自由研究にも最適な体験型イベントです。 
 

【期 間】 8 月 6 日（土） 
【時 間】 13：30～/ 15：30～ 各 1 時間 

 【料 金】 500 円（税込） 
【主な対象】 小学生高学年のお子さま 
【定 員】 各回 10 名 
【申込方法】 先着順（事前申込受付中） 

【問い合わせ】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 / 03-5647-8388 

【主 催】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 
【共 催】 岡山県 
【協 力】  JA 岡山、JA 全農おかやま、（協）岡山備前焼陶友会、 
         （社）岡山県産業貿易振興協会 

 
ABC Cooking Studio plus international （エービーシークッキングスタジオ・プラス・インターナショナル） 
みんなでつくろう♪ポケモン★バナナキューブケーキ 
 

 お子さまを対象とした「食」のスクール「abc kids」で、夏休み期間中、 
大人気のポケモンレッスンを開催いたします。バナナ風味のふんわり 
キューブケーキを焼いて、バナナアイシングをかけて仕上げます。 

 
【期 間】 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 
【料 金】 1,800 円（材料費・税込） 
【主な対象】 満 4 歳～小学 6 年生 
【申込方法】 店頭・電話、または WEB にて事前予約 
  URL: https://odl.abc-cooking.co.jp/one/ 
【問い合わせ】 ABC Cooking Studio plus international / 03-5413-3476 

【主 催】 ABC Cooking Studio plus international 

▲“cokets.”イメージ 

 
▲イメージ 

 

©Nintendo/Pokémon  

 

食について学ぶキッズセミナー親子で学ぼう

▲イメージ 

https://odl.abc-cooking.co.jp/one/

