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至 乃木坂駅
To Nogizaka Station

至 国立新美術館
To The National Art Center, Tokyo

外苑東通り
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　  ミッドパーク ギャラリー
　   ～こいのぼりコレクション～

　  ミッドパーク ヨガ

　  ミッドパーク ライブラリー

　  「知多」風香るハイボール
　  ミッドパーク カフェ

EVENT SCHEDULE

Midpark Gallery
~Koinobori Collection~

ミッドパーク
ライブラリー

「知多」風香るハイボール

 ミッドパーク カフェ

ミッドパーク
 ギャラリー
  ～ こいのぼりコレクション ～

デザインこいのぼり

こいのぼりくぐり

Midpark Library

Chita Highball
Midpark Café

Drink

豊かな緑に囲まれて。

東京ミッドタウンおよび隣接する港区
立檜町公園は、たくさんの草木に囲
まれています。旧防衛庁時代から受
け継がれた樹木も少なくありません。
街と人と自然が共生し、ともに成長し
合う緑豊かな空間で、新緑の清 し々さ
を味わってください。

東京ミッドタウンの草木

初夏の風が気持ちいい、緑の中の屋外カフェが今年も
オープンします。軽やかな味わいとほのかな甘い香りが
魅力のサントリーウイスキー「知多」を使ったハイボール
と、それに合う和食を中心としたオリジナル料理でおも
てなし。ゆったり贅沢なひとときをお過ごしください。
Our outdoor café will be opening it's (metaphorical!) doors again 
this year, blessed with the comfortable �rst breeze of summer 
and surrounded in verdant greenery. Enjoy a highball made using 
Suntory Chita Whisky, accompanied by delicious dishes designed 
to provide the perfect compliment, and settle into a quiet, relaxing 
moment of luxury.

［ 席数 ］ 100席程度　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　
［ 協賛 ］ サントリースピリッツ株式会社

新しい本との出会いが魅力の屋外ライブラリー。
今年は、開業10周年のテーマ“JAPAN, THE 
BEAUTIFUL”にちなんだ、50のキーワードで3
冊ずつセレクトし、可愛いバスケットに詰めま
した。お好きなバスケットを手に、ピクニック
気分で気ままな読書時間を。
An enchanting outdoor library, providing an appealing 
chance to step into a new world. Based in our 10th 
anniversary theme of “JAPAN, THE BEAUTIFUL”, 
collections of three books have been selected based on 
50 keywords and placed into cute baskets. Pick a basket 
that takes your fancy and settle down for a picnic-style 
reading session!

［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　

5

※5/1（月）・2（火）は、12:00から営業

※受付にて貸出手続きが必要となります。

4/29 5/7-
SAT SUN

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場周辺
Midtown Garden, Grass Square

11:00 - 17:00

FoodBest R
ecommended!

芝生の上でも愉しめる数量限定セット
仲間や家族で、乾杯を!

他にもさまざまなメニューをご用意しております。

4

例えば、こんなキーワードならこの３冊！
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ミッドパーク
ヨガ
Midpark Yoga

3

5

2

「知多」風香るハイボール

 ミッドパーク カフェ
Chita Highball Midpark Café

メニュー Menu

4/21 5/28-
FRI SUN ミッドタウン・ガーデン Midtown Garden

17:00 - 22:00 (L.O. 21:30) 12:00 - 22:00 (L.O. 21:30)

平日 Weekday 土・日・祝 Weekend & Holiday

ミッドパーク ライブラリー
Midpark Library 雨天・荒天中止

イベントエリアマップ

MIDTOWN OPEN THE PARK 2017

EVENT AREA MAP

江戸富士（EDO-FUJI）
東京ミッドタウン 10周年記念イベント

雨天・荒天中止

Keyword

日本の植物

季節ごとの約90種の盆栽を美しい写真で魅せる
『Bonsai 盆栽 新装版』  小林國雄 ／パイインターナショナル

2

庭園家・重森三玲の庭を堪能できる大型本
『重森三玲の庭園』  水野 克比古／光村推古書院

3

Keyword

富士山

写真家・登山家の石川直樹氏初の絵本
『富士山にのぼる』  石川直樹／教育画劇

2

富士山を撮り続ける写真家・大山行男氏の
『富士山』  大山行男／クレヴィス

3

古今東西の作家が描いたアンソロジー
『富士山』  千野帽子（編集） ／角川書店

1

花人が366日分の花と言葉を綴った
『一日一花』  川瀬敏郎／新潮社

1

こいのぼりくぐり幅 允孝 Haba Yoshitaka

ブックディレクター。BACH（バッハ）
代表。未知なる本を手にしてもらう
機会を作るため、書店と異業種を結
びつけるなど、活動範囲は、本の居
場所とともに多岐に渡る。編集・執
筆も手がける。

本を選んだのはこの人

photo:Kazuhiro Fujita

草 木 図 鑑

シバ（芝）

東京ミッドタウンのシンボルとも
いえる芝生広場には、2種類の芝
を使っています。25〜30℃を好
む「夏芝」のティフトンと、０℃以
下になっても枯れない「冬芝」の
ペレニアルライグラスです。これ
らを組み合わせてつくられる一年
中青々と美しい芝生は、さまざま
なイベントの舞台になります。

ソメイヨシノ

クスノキ

ケヤキ ムサシノ

ヒメアケボノモウソウチク

日本を代表する樹木であり、東京
都の花でもある桜の代表種。バラ
科サクラ属の落葉広葉樹で、花が
終わると濃い緑の葉を茂らせま
す。葉は小さなノコギリ状のギザ
ギザの縁と、ヒュッと尖った先端
が特徴です。隣接する港区立檜町
公園と合わせて、約150本が植え
られています。

大きく育つ常緑広葉樹で、枝葉
を伸ばし涼しい木陰をつくりま
す。東京ミッドタウンでは外苑東
通り沿いの街路樹として、ビル
風が直接建物に当たらないよう
防風対策にも役立っています。旧
防衛庁時代からこの地に根を張
る古い樹木です。

ニレ科の落葉広葉樹で、通常の
ケヤキは幹から扇状に広がりま
すが、ムサシノは竹ボウキのよ
うに空に向かって細長く伸びる、
スマートな立ち姿が特徴です。
葉も小さめで、枝も細かく、春
から夏には繊細な枝葉が軽やか
に風に揺れます。

街に馴染みやすいよう約半世紀
をかけて品種改良された竹の一
種で、樹高は4mほどまでしか成
長しません。高くなりすぎないた
めインテリアとしても人気です。 
涼しげな樹形や葉、笹鳴りの音
が都会の景観を和らげ、安らぎ
をもたらします。

EVENT GUIDE
イベントガイド

東京のまん中で、

新緑の季節を

楽しみませんか？

知多 風香るハイボール
スタンダード ¥500

知多 風香るハイボール
山椒 ¥600

知多 風香るハイボール
生姜添え ¥600

知多 風香るハイボール
大葉添え ¥600

知多 風香るハイボール
お湯割り ¥500

サントリーウイスキー「知多」
ハーフボトル（350ml）、6 種
の和惣菜セット、竜田揚げ、
4 種のおつまみセット、ソーダ

（500ml）×2 本、氷

数量限定 

「知多」と「和惣菜」を愉しむ
ピクニックセット
¥5,500

和だしのおでん（4種 7点）盛り 
ゆず味噌添え 

¥1,000

豚肉の柔らか角煮と茹で玉子 ¥900

枝つき枝豆 ¥600

※ 写真はすべてイメージです。　※ 価格はすべて税込です。　※メニューは変更になる場合があります。



ミッドパーク ギャラリー
～こいのぼりコレクション～

ミッドパーク ヨガ
Midpark Gallery ~Koinobori Collection~

Midpark Yoga

［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ] 東京ミッドタウン　　

［ 料金 ］ 無料　　［ 定員 ］ 各回350名　　
［ 参加方法 ］ 当日、芝生広場の受付にて、
　　　　　　免責同意書にサイン

［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　

新緑に囲まれた芝生広場、「江戸富士」の麓で
“ヨガ”しませんか？　週末は、太陽のパワーを 
感じながらの“朝ヨガ”、平日は、東京タワー 
や街の灯りを眺めながらの“夜ヨガ”、各日 
2回開催します。
Surrounded by the verdant green of our lush Grass 
Square, why not relax into some soothing yoga at 
the foot of “EDO-FUJI”? On the weekend we o�er 
“Morning Yoga”, allowing you to drink in the power of 
our bright yellow sun, while during the week “Evening 
Yoga” plays to a backdrop of Tokyo Tower and the 
other lights of the city. Two sessions are scheduled for 
morning and night. 

A new season of verdant and fresh greenery, 
wrapped up in a refreshing breeze. 

We are poised to welcome you again 
with a series of exciting events out beneath the blue spring sky, 

especially as this year also marks 
the 10th anniversary of Tokyo Midtown. 

Enjoy a moment of relaxation on the grass 
and under the early summer sun.

爽やかな風が吹き抜ける季節。 

今年も青空の下、香りたつ新緑とともに 

皆さまをおもてなしいたします。 

東京ミッドタウンは開業10周年。 

初夏の太陽をあびながら 

草上のひとときをお楽しみください。 

SCHEDULE

4/22 5/24-
SAT WED ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

Midtown Garden, Grass Square

8:00 - 9:00 / 10:00 - 11:00朝ヨガ

夜ヨガ 18:30 - 19:30 / 20:30 - 21:30

TAKEOUT Menu
4/21 FRI - 5/28 SUN 

1 32

4/21 5/7-
FRI SUN

ミッドタウン・ガーデン、プラザ1F 
Midtown Garden, Plaza 1F

※「江戸富士」に登ることはできません。

※日程の詳細は下記スケジュールをご確認ください。
※雨天時の実施状況は、東京ミッドタウン オフィシャルサイトにてご案内いたします。

「こどもの日」前後の5日間限定で、長さ約25m、
直径約2.5mの巨大なこいのぼりのトンネルが出
現。色鮮やかな友禅染めのこいのぼりの中に入っ
てくぐることができます。

野沢 和香

4/22 
SAT

吉川 明子

4/23 
SUN

石丸 美華

4/30 
SUN

栗原 冬子

5/3 
WED

小野寺 紀恵

5/4 
THU

山瀬 よしみ

5/6 
SAT

工藤 舞子

5/7 
SUN

杉本 欣加

5/5 
FRI

前崎 陽

5/16 
TUE

Juri Edwards

5/9 
TUE

AMI

5/10 
WED

高田 有紗

4/29 
SAT

アンジェラ磨紀バーノン

4/26 
WED

植田 真由

4/25 
TUE

HANAE

5/17 
WED

池澤 智

5/23
TUE

ケン・ハラクマ

5/24 
WED

朝ヨガ
夜ヨガ

各回2回に分けて
実施

＊受付開始は各回30 分前から行います。
＊会場にはロッカー・更衣室の準備はございません。
＊定員を超えた場合、入場をお断りする場合が
　ございます。
＊講師は、変更になる可能性がございますので、
　何卒ご了承ください。
＊ご参加いただく際、飲物などはご自身で
　お持ちください。

ご確認ください

空の下、日差しを感じながら東京ミッドタウンならではのメニューを楽しみませんか？

〜初夏の日差しを楽しむ〜

［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン

開業10周年のテーマ“JAPAN, THE BEAUTIFUL”を表現した
「江戸富士」は、プラン卜ハンター「西畠清順」氏が制作した高
さ約6m、幅約23mのモニュメン卜です。4月21日からは、新
たに「Rhizomatiks Architecture」によるデータヴィジュアライ
ズを用いた空間演出が登場。新しい視点で富士山を表現します。
“EDO-FUJI” is a monument 6m high and 23m across, created by a famous 
“plant hunter” Seijun Nishihata as an epic representation of our 10th 
anniversary theme, “JAPAN, THE BEAUTIFUL”. From April 21 an incredible 
data visualization from Rhizomatiks Architecture will also be on display. 
Take this chance to experience a fresh new perspective on Mt. Fuji.

東京ミッドタウン 10周年記念イベント

江戸富士 (EDO-FUJI)

幕末より150年続く花と植木
の卸問屋の五代目で、「そら植
物園」代表。日本全国、世界
数十カ国を旅し、収集してい
る植物は数千種類。国内外含
め、多数の企業、団体、行政機関、プロの植物
業者などからの依頼に応え、 さまざまなプロ
ジェクトを各地で展開し、反響を呼んでいる。 

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
Midtown Garden, Grass Square

開催中 5/28-
In Session SUN

11:00 - 21:00

モニュメント Monument

「江戸富士（EDO-FUJI）」

データヴィジュアライズ演出 Data Visualize

同時
開催

日本人でも知らないことの多い、富士山の生態や地形、
気象をさまざまな研究データを用いて可視化。見落と
されがちな富士山の特徴を美しく表現します。詳しく
は東京ミッドタウン オフィシャルサイトをご覧ください。

あなたは富士山をどれだけ知っているだろうか？

東京ミッドタウン（ミッドタウン・ウェスト内）にある
FUJIFILM SQUARE写真歴史博物館では、「幕末明治の写真家が
見た富士山  この世の桃源郷を求めて」を開催しております。 ※入場は18:50まで ※会期中無休、入場無料

MIDTOWN OPEN THE PARK 
2017

WELCOME TO
雨天・荒天中止

こいのぼりくぐり

ヴィジュアライズ
イメージ

5/3 WED - 5/7 SUN

11:00 - 17:00
ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿いエリア 
Midtown Garden, alongside Sakura Avenue

荒天中止

Crawling Through a Koinobori

このギャラリーのためにデザインされた、個性豊かな「デザイン
こいのぼり」約100体が新緑の中を泳ぎます。今年は、日本、ア
ルゼンチン、ブラジル、フィンランド、ボリビアの5カ国のデザイ 
ナーが参加します。また、ゴールデンウィークには「こいのぼり
くぐり」も登場。日本の素晴らしい伝統慶事をお楽しみください。
A school of around 100 of the amazing �ying �sh will take to the air 
between the trees, each strikingly unique and designed by artists and 
creators from not only Japan but also Argentina, Brazil, Finland and Bolivia. 
During Golden Week you will also have an opportunity of “crawling through 
a koinobori”. Enjoy koinobori, a traditional Japanese event.

［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　
［ 協力 ］ アルゼンチン共和国大使館、 株式会社徳永こいのぼり、 
　　　　在東京ブラジル総領事館、 フィンランド大使館、
　　　　ボリビア多民族国大使館、港区、武蔵野美術大学  ほか 

昨年、東京ミッドタウンに登場した
「ミッドパーク ギャラリー 〜こいの
ぼりコレクション〜」から30体が、
日本とデンマークの修好150周年
を記念した「コペンハーゲン桜祭り」
で展示されます。

「デザインこいのぼり」が
デンマークへ！

制作 西畠清順 Nishihata Seijun
プラントハンター

［ 協力 ］ 「WIRED」日本版

齋藤精一氏率いる「Rhizomatiks」の建築チー
ム。実験的な建築インスタレーションや空間
表現など、今まで「Rhizomatiks」で培ったさ
まざまな手法を展開し、建築の新しい表現を
思考・実行する。

演出 Rhizomatiks Architecture
クリエイター

Chowder's SOUP & DELI チャウダーズ スープ アンド デリ
ガレリアB1 ／ 03-5413-0090

RECIPE & MARKET レシピ アンド マーケット
ガレリアB1 ／ 03-6438-9598

PALETAS パレタス
ガレリアB1 ／ 03-6447-4445

SAKE SHOP 福光屋 サケショップ フクミツヤ
ガレリアB1 ／ 03-6804-5341

味噌チキンボウル
（ソフトドリンク付き）
￥1,000 

スープセット
＋ドリンク 

（パン or ライス付き）
￥1,080 

酒かす
グラノーラサンデー

（いちご）
￥810

※販売時間は11：00〜15：00

野菜や魚介類をふんだんに使っ
たスープセット。スープは8種
類の中から選べます。 

自家製ケチャップ仕上げのホワイトク
リームオムライスはシェフの自信作！

特製の味噌ダレに漬け込ん
だグリルチキンとたっぷり
野菜のヘルシーボウル。

ほんのり香る「酒かすアイス」に
特製グラノーラと期間限定いち
ごソースをトッピング。

チキンオムライス
（季節のサラダ or 
季節のスープ付き）
￥1,000 

期間
限定

ph
ot

o:
Yo

sh
ih

ito
 O

za
w

a 
(Y

og
in

i)

※ 掲載内容・価格は、変更になる場合があります。 詳しくは各ショップまでお問い合わせください。
※ 写真はすべてイメージです。　※ 価格はすべて税込です。

▶その他のメニューや詳細については、オフィシャルサイトもしくは館内配布のチラシをご覧ください。

「3,776:the digital anatomy
〜富士山の解剖学〜」

4/13 THU - 6/30 FRI 10:00 - 19:00

荒天中止4/21 FRI - 5/28 SUN

雨天・荒天中止




