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2023年 3月 17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 
 
 

今年は芝生の上で手ぶらピクニックが楽しめる！ 

「MIDTOWN OPEN THE PARK 2023」 
～自由に使えるピクニックツールや豊富なテイクアウトフード、さらに DIY体験も！～ 

 
   

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2023年 4月 21日（金）から 5月 28日

（日）までの期間、「MIDTOWN OPEN THE PARK 2023（ミッドタウン オープン ザ パーク）」を開催いたします。 

今年は芝生の上で手ぶらピクニックが楽しめるコンテンツが充実。芝生広場には建築系スタートアップ「VUILD」

とコラボレーションした、クリエイティビティあふれるユニークな公園「Picnic Lab（ピクニックラボ）」がオープン。ピク

ニックツールの貸し出しや、木材を使った DIY ワークショップを開催します。また、ピクニック気分を盛り上げるアイ

テムとグルメチケットがセットになった「ピクニックセット」も登場。さらに、ミッドタウン・ガーデンにはカフェスタンドも

オープンするので青空のもと手軽にカフェタイムも！5 月 7 日（日）までは、国内外のアーティスト・デザイナーによ

る 100匹のオリジナルこいのぼりが空を泳ぐ「こいのぼり GALLERY」をご覧いただけます。 

都心でありながら自然豊かな東京ミッドタウンで、新緑の心地よい季節をお楽しみください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【MIDTOWN OPEN THE PARK 2023 概要】 
 

⚫ Picnic Lab（ピクニックラボ）  2～3P 
 

建築系スタートアップ「VUILD」とコラボレーションしたクリエイティビティあふれるユニークな公園
で、手ぶらピクニックを楽しもう！ 
大人も子どもも楽しめる DIYワークショップも開催します。  

⚫ MIDPARK CAFÉ STAND  4P  
飲み物や軽食を楽しめるカフェスタンドが登場。芝生広場や緑豊かなミッドタウン・ガーデンの休
憩スペースでのんびりとカフェタイムを。  

⚫ こいのぼり GALLERY  5P  
5月 7日（日）まで、“子どもの成長を願う”をテーマに作られた 100匹のアートこいのぼりを鑑
賞できます。  

⚫ ＼ピクニックとあわせてアート散策！／ Street Museum 2023  6P  
東京ミッドタウンのパブリックスペースにアート作品が登場！ 
TOKYO MIDTOWN AWARD 2022アートコンペ受賞者の新作が勢ぞろいします。 

 
 

■ 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 オフィシャルサイト： www.tokyo-midtown.com  

 

 

 

 

▲イメージ 

http://www.tokyo-midtown.com/
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芝生広場には、建築系スタートアップ「VUILD」とコラボレーションした、クリエイティビティ溢れる公園でユニーク

なピクニック体験ができる「Picnic Lab（ピクニックラボ）」がオープン。自由につかえるピクニックツールや遊具、

木材を使った DIYワークショップなど、大人から子どもまで楽しめるコンテンツが満載！ピクニックにぴったりのテ

イクアウトフードもご用意しております。新緑の心地よい季節、手ぶらでピクニックを楽しみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■手ぶらでピクニックができる！ 
 

●自由に使えるピクニックツールが充実 

ピクニックをより楽しくするツールをご用意。 

VUILD と、ものづくりコミュニティ「EMARF CONNECT」のメンバーが

制作したチェアやスツール、ピクニックトレイなどを自由にご使用いた

だけます。 

ピクニックシートの貸し出し（※数量限定）も行います。 

 

 

 

●ピクニックセットの販売 

ピクニック気分を盛り上げるバスケットやカトラリーツールなどのア

イテムと、館内飲食店舗で使えるグルメチケットをセットにしたお得

な「ピクニックセット」を販売します。好きなフードをテイクアウトして、

手ぶらでピクニックを楽しもう！ 

 

【販売場所】 

ガレリア B1 DEAN & DELUCA前 竹林エリア 
 
【販売時間】 

11:00～17:00 

※最終受付 15:00 
 
【内 容】 

・2名様向けピクニックツール（バスケットやカトラリー等）＋グルメチケット 5,000円分 

・4名様向けピクニックツール（バスケットやカトラリー等）＋グルメチケット 9,000円分 

※バスケットのみレンタル制となります。 

※それぞれ平日限定 30組、土・日・祝日限定 50組。状況により変更となる可能性がございます。 
 
【グルメチケット対象店舗】 

フード&カフェ店舗、レストラン＆バー店舗（テイクアウトのみ） 

※Precce Premium、Billbord Live TOKYO、MIDPARK CAFÉ STANDは除く  

広々とした芝生広場で手ぶらピクニックやDIYワークショップが楽しめる 

Picnic Lab 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 
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■ピクニックとあわせて楽しめる充実の体験コンテンツ！ 
 

●〔事前予約〕青空の下でデジタルテクノロジーを使ったDIYワークショップ 

土日祝日にはVUILDによるワークショップを開催。VUILDが開発した

「EMARF」を活用し、ピクニックトレイ、カッティングボードやスツールを作

れる、大人も子どもも楽しめる様々なプログラムをご用意しています。 

青空の下で、新しい技術を使ったDIYを体験してみませんか。 

 

【日 程】 

4月 21日（金）～5月 28日（日）中の土日祝日 全 15日間 
 
【主な内容】 

・ピクニックトレイ / カッティングボードを作ろう！…所要時間約 30～60分 

・スツールを作ろう！…所要時間約 60～90分    など 
 
【予 約】 

Peatixより事前予約可能 
※4月 14日（金）11:00開始予定 
※予約枠に空きがあれば当日参加可能 
※雨天、荒天の場合は中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

●いつでも参加できる体験コンテンツ 

みんなで育てるガーランド・ツリー 

芝生広場の一角に、みんなで育てるガーランド・ツリーが登場。

木片のオーナメントを思い思いに彩って、ツリーに飾りつけま

す。みんなで素敵なツリーを育てませんか。 

 

 

 

 

卓球台やボードゲームなどの遊具で遊べる 

芝生広場で楽しむ様々な遊具をそろえています。卓球台やシー

ソーベンチなどの遊具のほか、レンタルして使える屋外チェスな

どもご用意。 

 

 

 

Picnic Lab開催概要 

開 催 期 間 4月 21日（金）～5月 28日（日） 

時 間 11:00～18:00 ※一部日程については延長営業予定 

場 所 芝生広場 ※雨天、荒天の場合は中止 

料 金 入場無料 

主 催 東京ミッドタウン 

協 力 

VUILD株式会社 
建築系スタートアップ『VUILD』は、デジタルテクノロジーによる建築産業の変革を目指し、「生きる」と「つくる」
が繋がる社会を実現する設計集団。今回の期間限定の公園「Picnic Lab（ピクニックラボ）」では、クリエイティ
ビティを刺激する DIY ワークショップを通して、ものづくりの魅力、そして自分で作ったものを使う楽しさを感じ
ていただけます。URL：https://vuild.co.jp/ 

■EMARF（エマーフ）とは？ 
「ShopBot」というデジタル工作機を使⽤し、切り出された木材パーツを組み立てるだけの
状態でお届けする DIY 的サービス。木製ものづくりのデザインからパーツに加工するまで
の工程をオンラインで完結できます。 

URL：https://emarf.co/ 
 
※EMARF CONNECT とは…EMARFユーザーのためのコミュニティ 

URL：https://connect.emarf.co/about 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

https://emarf.co/
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OPEN THE PARKの期間中、ミッドタウン・ガーデンでは 

「MIDPARK CAFÉ STAND」がオープン。 

ズブロッカを使用したカクテルをはじめとしたアルコール、クラフトコ

ーラなどのソフトドリンク、さらにファラフェルサンドやロングフライド

ポテトなどの軽食を販売します。 

 

【期 間】  4月 21日（金）～5月 28日（日） 

【営業時間】  12：00～19:30 

※土・日・祝日は 11:00オープン 

【場 所】  ミッドタウン・ガーデン 

【主 催】  東京ミッドタウン 

【協 賛】  ズブロッカ 

【運 営】  株式会社ゼットン 

 

 

 

＼充実した休憩スペース／ 

 

「OPEN THE PARK」の期間中、ミッドタウン・ガーデンを開放。 

イスやテーブルも設置しておりますので、ご購入されたドリンク

やフードとともに手軽にカフェタイムをお過ごしいただけます。 

ピクニックシートを敷いて芝生の上でのんびりとお過ごしいただ

くのもオススメ！ 

 

【開放期間】 4月 21日（金）～5月 28日（日） 

   ※一部エリアは 5月上旬から開放となります。 

【開放時間】 11:00～19:30（予定） 

  

ミッドタウン・ガーデンでドリンクやフードを手軽にテイクアウト 

MIDPARK CAFÉ STAND 

▲イメージ 

▲イメージ 
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端午の節句にちなんで、「子どもの成長を願う」をテーマに、落合陽一氏、永井一正氏、左合ひとみ氏ら国内

外のアーティストやデザイナーが手がけた 100匹のオリジナルこいのぼりがミッドタウン・ガーデンに登場。 

個性あふれるデザインこいのぼりが新緑の中を泳ぎながら皆様をお出迎えする、屋外ギャラリーをお楽しみくだ

さい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期 間】 4月 21日（金）～5月 7日（日） 

【時 間】 11：00～17：00 ※荒天中止 

【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 

【料 金】 無料 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 イラン・イスラム共和国大使館、エクアドル大使館、駐日エリトリア国大使館、パナマ共和

国大使館、駐日ハンガリー大使館 リスト・ハンガリー文化センター、フランス観光開発機

構、ボリビア多民族国大使館、駐日リトアニア共和国大使館、レソト王国大使館、公益社

団法人日本グラフィックデザイン協会、多摩美術大学 TUB、港区、Art and Art History 

Department,University of Hawaiʻi at Mānoa、MORI by Art+Flea、株式会社徳永こいの

ぼり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲過去の様子 

▲こいのぼり GALLERYデザイン例 

「緋鯉」 永井一正 

緋鯉のイメージを膨らませて、できるだけシ

ンプルにデザインしました。 

「物化する鮎」 落合陽一 
私は鯉よりも鮎が好きです。なので手元に

あった木彫の鮎の作品を鯉の形に計算機

で変換しました。鮎が鯉になってもいいし、

木が布になってもいい。物化する日々に感

動を。子どもも大人もなりたいものになって

いってほしいと願っています。 

「子どもの魔除け」 左合ひとみ 
子どもの健やかな成長を願い、産着に魔除

けの「背守り」を縫い付ける日本古来の風

習。そんな無病息災を祈る文様をつなぎ合

わせるようにデザインしました。鱗、麻の葉

と風車、亀甲、菱形の網代、籠目の文様が

強力なタッグを組んで子どもたちを守ります

ように。 

初夏の青空を泳ぐ 100匹のカラフルなこいのぼり 

こいのぼりGALLERY 
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⚫ Street Museum 2023 
東京ミッドタウンでは、2008 年より毎年、若手アーティストを応援するコンペ「TOKYO MIDTOWN 

AWARD」を実施しています。Street Museum では、昨年の本アワードアートコンペを受賞した 6 組のア

ーティストが新作を展示。東京ミッドタウンの玄関口、プラザ B1 をアートで埋めつくします。お気に入りの

作品をぜひ探してみてくだい。また、5 月に行われる六本木アートナイト 2023 では特別プログラム

「Street Art Performance」も実施予定です。 

 

【期 間】 開催中～5月 28日（日）まで 

【時 間】 6：30～0：30（プラザ B1開館時間） 

【出展作家】 「TOKYO MIDTOWN AWARD 2022」 

  アートコンペ受賞者 

  （中田愛美里、片貝葉月、 

  studio SHOKO NARITA[成田雄基・平澤尚子]、 

  馬蹴れんな、井村一登、平野利樹） 

【料 金】 無料 

【場 所】 プラザ B1 メトロアベニュー 

【ガイドツアー】 2023 年 4 月・5 月の毎週土曜日（予定） 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【詳 細】 https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/street_museum/index.html 

 

 

 

 

＼ガイドツアーを開催！／ 

作品の見どころや制作ストーリーを約 30分でご紹介する特別ツアーです。 

 

【期 間】 2023年 4月・5月の毎週土曜日 

   ※4月 1日（土）、5月 6日（土）、5月 27日（土）は除く 

【時 間】 各日 15:00～15:30、16:00～16:30 

【定 員】 10名 / 各回（受付先着順） 

【事前申込】 不要 

 

 

⚫ 六本木アートナイト 2023［同時開催］ 
 

東京を代表するアートの祭典である「六本木アートナイト」が

今年は 5月に開催されます。 

東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、国立新美術館を中心に、

六本木の各所で様々なコンテンツが開催されるイベントで

す。今回は「都市のいきもの図鑑」をテーマに、インスタレー

ションやパフォーマンス、ワークショップなどをお楽しみいた

だけます。 

 

【期 間】 5月 27日（土）～5月 28日（日） 
 

  

ピクニックとあわせて楽しみたいアート散歩！ 

▲イメージ 

▲TOKYO MIDTOWN AWARD 2022展示の様子 

▲過去の様子 
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※掲載写真はイメージです。内容は変更になる場合がございます。 

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止および 

天災等の状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 
東京ミッドタウンは、広大なグリーンと 6つの建物からなる複合都市です。 
街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が 
集まっています。 
 
四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや 
「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。 
そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。 
 
それらを融合させることで 
訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。 
 
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/ 

 

 

 

 

 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊か

になる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、つまり ESG経営を推進しております。当社グ

ループの ESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献

できるものと考えています。また、2021年 11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ＆インクルージョン推進」に関し、

下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいり

ます。  

【参考】 ・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」  

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」  

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

※なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における 2つの目標に貢献しています。 

 

 

東京ミッドタウンについて 

三井不動産グループの SDGsへの貢献について 

 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 15 陸の豊かさも守ろう 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

