
 

平成 26年 5月 22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 
 

都会のまん中、緑豊かな東京ミッドタウンで“涼”を感じよう！ 

子どもから大人まで日本の夏を楽しむ 

「MIDTOWN ❤ SUMMER 2014」開催！ 
恒例のモヒートやキューバ リブレが楽しめる屋外カフェ、「ASHIMIZU」、キッズ向けワークショップも！ 

2014年 7月 18日（金）～8月 31日（日） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、平成 26年 7月 18日（金）から 8月 31日（日）までの 

期間、恒例の夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2014』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。 

今年は、日本文化を体感したり、日本各地の名産品をモヒートにして味わったりと、“日本”をキーワードに都会に

いながら楽しめる、東京ミッドタウン流の夏の過ごし方をご提案します。 

ミッドタウン・ガーデンでは、緑に囲まれた都心の夏を過ごせる屋外カフェ「BACARDI MIDPARK CAFE 

（バカルディ ミッドパークカフェ）」が期間限定で今年も登場します。BACARDI MIDPARK CAFE オリジナルの 

「スペシャルモヒート」のほか、今年は、世界で累計 800 億杯以上*が飲まれている人気のカクテル、キューバ  

リブレもご用意。より夏を感じていただけるラインアップとなっています。 

館内では「東北三大祭り in 東京ミッドタウン」で、東北のお祭りを都心にいながらそのまま感じていただけるような 

大型の装飾で、見て楽しめる「日本の夏」を演出。屋外では日本ならではの“涼”を感じるイベントとして、今年も

「ASHIMIZU」を開催します。素足を小川に浸していただき、日中は可憐に咲く昼顔、夜はイルミネーションを眺め

つつ、ゆったりと都心の夕涼みをお楽しみいただけます。また、毎年恒例の「六本木打ち水大作戦」では、昔 

ながらの良き風習「打ち水」を六本木の地域の皆様と、大暑の日に行います。そのほか、夏休みのお子さまに参加 

いただけるワークショップを多数ご用意しています。夏のおでかけは、ぜひ東京ミッドタウンでお過ごしください。 
 

【主なイベント】 

■BACARDI MIDPARK CAFE （バカルディ ミッドパークカフェ）： 夏の風物詩として定着化！バカルディ モヒートや

キューバ リブレ、キューバ料理を初めとした南米料理を楽しめる、期間限定の屋外カフェ。 

■ASHIMIZU： 小川に足を浸して涼を楽しむ、都心の夕涼み。昼顔やライトアップで昼夜違う風情を感じて。 

■東北三大祭り in 東京ミッドタウン：  

高さ約 12ｍのダイナミックな「竿燈」をはじめとした“東北三大祭り”を、見て楽しめる装飾が館内に登場！ 

■六本木打ち水大作戦： 7月 23日（水）「大暑の日」に実施する、六本木を冷やす打ち水イベント。 

■なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン： 子どもたちが気軽に参加できる、様々なプログラム。 

 

 
■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 

 

 

 

 

※画像はイメージ 

*バカルディ社調べ 
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緑豊かなミッドタウン・ガーデンで都会的な時間を過ごすことができる、期間限定の屋外カフェ「BACARDI 

MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパークカフェ）」が今年もオープン。“世界 No.1（*1）のプレミアムラム BACARDI” 

の全面協力により、ミントをたっぷり使用したバカルディ モヒートのほかに、BACARDI MIDPARK CAFEオリジナルの

「スペシャルモヒート」として日本各地の食材をつかったモヒートを計 6種類、週替わりでご用意します。また、世界で

累計 800億杯以上（*2）が飲まれている人気のカクテル、キューバ リブレを、オリジナルスタイルのバカルディ 

ゴールドを使用し、ご用意いたします。 

毎年好評を博し、「都会の夏の風物詩」ともなってきたカフェで、緑を感じるバカルディ モヒートやキューバ リブレ 

などの夏らしいドリンクを、美味しいキューバ料理を初めとした南米料理と共にお楽しみいただけます。 

*1 2012年IWSR社調べ／*2 バカルディ社調べ 

 

（今年のポイント） 

 夏を感じる世界的に人気の高いカクテル「キューバ リブレ」が初登場 

 日本各地の魅力ある厳選食材を使ったスペシャルモヒートが初登場！ 

 フードメニューを一新し、バカルディラムと合う南米料理が登場！ 
 

 

【期 間】 7月 18日（金）～8月 31日（日） ※雨天中止 

【時 間】 （平日）17：00～22：00 （ラストオーダー 21：30） 

（土日祝）15：00～22：00 （ラストオーダー 21：30） 

                ※8月11日（月）～8月15日（金）は15：00オープン 

【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 

【料 金】 無料  【席 数】  100席程度 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 賛】 バカルディ ジャパン 

【メニュー例】 ※メニューは変更となる可能性があります。値段は全て税込みです。 

– バカルディ モヒート R 500円／L 700円 ／フローズン R 700円  

– バカルディ フレッシュラズベリーモヒート R 600円／L 800円  

– キューバ リブレ（バカルディ ゴールドラム×コーク） R 500円 

– スペシャルモヒート 各種 700円～ 

 山梨 白桃モヒート 

 熊本 デコポンモヒートなど計 6種類、週替わりでご提供 

– スペシャル BBQ コンボ（スパイシージャークチキン、ワカモレ・クバーノなど） 2,000円 

– リングイッサ・ソーセージ 1,500円（ハーフ／1,000円） 

– スパイシージャークチキン（1本） 700円 

– ベジタブルトルティーヤ  600円 

– キューバ風チキンライス 800円 

※上記の他にもソフトドリンク、様々なフードをご用意しております。 

 

 

 

 

 

  

BACARDI MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパークカフェ） 

▲バカルディ（イメージ） 

▲スペシャルモヒート（イメージ） ▲スペシャルＢＢＱコンボ（イメージ） ▲イメージ 
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この夏、東京ミッドタウンに“東北三大祭り”のダイナミックなモチーフが館内に登場し、目で楽しめる「日本の夏」を

演出します。青森の「ねぶた」、秋田の「竿燈」、仙台の七夕の「吹き流し」と共に、それぞれのお祭りの特徴や 

ストーリーをご紹介。秋田の竿燈は一番大きな「大若」（高さ約 12m）を展示し、実際の各お祭りで見られる迫力を

感じていただけます。 

東京のまん中にいながら、東北の夏を感じることができる装飾企画です。 

 

【期 間】 7月 18日（金）～8月 31日（日） 

【時 間】 11：00～21：00 

【場 所】 ガレリア館内 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東北三大祭りとは・・・】 

東北を代表する大きなお祭りとして、仙台七夕まつり（宮城県仙台市）、青森ねぶた祭（青森県青森市）、秋田竿燈祭（秋田県秋田市）

の三つで構成される。いずれも「七夕（ねぶり流し）」の行事に関連し、8月上旬に開催され多くの観光客を呼んでいる。 

 

 

 

 

 

毎年多くのお客様に“涼”を感じられる時間を過ごしていただいている、「ASHIMIZU」。ミッドタウン・ガーデンを

流れる小川に足を浸し、都心にいながら「日本の夕涼み」を堪能いただけます。東京ミッドタウンの豊かな緑と、 

夏の日差しのなか、まばゆく咲く昼顔が並ぶ空間で涼を感じられます。夜にはイルミネーションをともした幻想的な

空間で、皆様をお迎えします。 

 

【期 間】 7月 18日（金）～8月 31日（日）  

※月曜定休 ※雨天中止 

【時 間】 14：00～20：00 （予定） 

【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 

【料 金】 無料  ※タオルの販売あり（100円） 

【席 数】 70席 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

 

東北三大祭り in 東京ミッドタウン 

青森ねぶた祭 秋田竿燈まつり 仙台七夕まつり 

ASHIMIZU （アシミズ） 

▲ASHIMIZU（イメージ） 

※画像はイメージ 

※画像：仙台七夕まつり協賛会 

※画像：展示ねぶた（イメージ） 
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7月 18日（金）～8月 31日（日）の期間、東京ミッドタウンでは、夏休みを親子で楽しめる様々なキッズプログラムを

開催します。環境を考えながら楽しく学べる体験型ワークショップ、毎年ご好評頂いているスタンプラリーなど、 

東京ミッドタウンならではのプログラムを開催します。 

【コンテンツ例】 

 ＆EARTH DAY 2014 

間伐材を使った木琴づくりワークショップ「&EARTH melody」と、おうちでできるエコについて学べる紙芝居ワーク

ショップ「&EARTH 教室 すまいの ECO チャレンジ」を開催いたします。参加いただいた方には、三井不動産 

グループの保有林の間伐材で作ったボールペンをプレゼントいたします。また、イベント時間中に自由にご参加 

いただける間伐材の木工玩具スペースやミニワークショップも常時開催いたします。 

※＆EARTH とは、三井不動産グループのまちづくりが常に地球とともにあることを認識し、人と地球がともに豊かになる社会を目指していることを表しています。 

【期 間】 8月 15日（金）～17日（日） 

【時 間】 11：00～18：00  

【場 所】 アトリウム 

【料 金】 無料 

【定 員】 ＆EARTH melody、＆EARTH教室は各回30名様 

【主な対象】 小学生以上 推奨 

※参加整理券は、当日配布いたします  

※未就学児のお子様が参加される場合は、保護者様の同伴をお願いいたします 

【主 催】 三井不動産株式会社 【協 力】 東京ミッドタウン 

【問合せ先】 三井不動産株式会社 社会・環境推進室 （03-3246-3063） 

 

 夏休みミッドタウン探検 

お子様を中心に東京ミッドタウンの環境の取組みや普段は入れない裏側を紹介するツアーです。 

天気が良ければ特別に屋上もご案内します。 

【期 間】 8月 10日（日）11日(月)  

【時 間】 10：30～12：00／14：00～15：30（1日 2回） 

【場 所】 東京ミッドタウン全域 

【料 金】 無料 ※要事前申込 

【主な対象】 小学校高学年のお子様と保護者 

【定 員】 各回 20名 

【申込方法】 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 

 

 

 

庭や道路に水を撒いて涼をとる、日本の昔ながらの風習である「打ち水」。東京ミッドタウンでは、2007 年の

オープン以来、地元町会や商店街振興組合等と連携し、毎年大暑の日に「六本木打ち水大作戦」を開催して 

きました。今年も「大暑の日」7月 23日（水）に実施し、地域の皆様と共にヒートアイランド対策に取り組みます。 

涼みながら楽しんで参加できるエコイベントです。 

【期 間】 7月 23日（水） ※予備日／7月 24日（木） 

【時 間】 受付／17：20～  出陣式／17：40 

【場 所】 出陣式会場：キャノピー・スクエア 

打ち水エリア：六本木交差点周辺 

～東京ミッドタウン 外苑東通り沿いエリア（予定） 

【料 金】 無料 

【定 員】 なし 

【主 催】 東京ミッドタウン町会、六本木町会、竜土町会、六本木商店街振興組合 

なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン 

六本木打ち水大作戦 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 


