2015 年 5 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

都会のまん中、東京ミッドタウンで夏を感じる

五感で愉しむ、日本の夏の涼

「MIDTOWN ❤ SUMMER 2015」開催！
観て、聴いて、触れて、味わって。楽しい夏を都心で過ごせるイベントが続々登場！
2015 年 7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日）

※画像はイメージ

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2015 年 7 月 17 日（金）から 8 月 30 日（日）まで
の期間、恒例の夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2015』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。
今年は、“日本の夏の涼を五感で愉しむ”をテーマに、日本の夏を感じられるイベントを多数ご用意いたし
ます。音で日本の涼を感じられる風鈴を使った館内装飾や、小川に足を浸けていただく「ASHIMIZU」など、
日本ならではの涼をお楽しみいただけます。緑豊かな東京ミッドタウンで「都会の中の自然※」を感じながら、
ひととき暑さを忘れるような時間をお過ごしいただけるイベントが揃います。

【MIDTOWN ♥ SUMMER 2015

主なイベント】

BACARDI MIDPARK CAFE （バカルディ ミッドパークカフェ）
東京ミッドタウンの夏の風物詩が今年も登場！バカルディ モヒートをはじめ、“メガ モヒート”に
旬のフルーツを使ったバリエーションが新登場するなど、充実のラインナップです。

館内風鈴企画
館内でも日本の夏の涼が登場！クリエイティブディレクター菱川勢一氏と
コラボレ―トした風鈴を使った装飾も見どころです。

ASHIMIZU
小川で過ごす、都心の夕涼み。いつもの街で裸足になり、水に触れる
開放感は、この時期だけのお楽しみです。

なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン
子どもが気軽に参加できるスタンプラリーやワークショップが今年は更に充実！

六本木打ち水大作戦
今年も 7 月 23 日（木）「大暑の日」に開催！六本木を冷やす打ち水イベント。

※画像はイメージ

※東京ミッドタウンは開発区域の 40％以上を緑化するなど緑豊かな空間を創り出している施設として、
公益財団法人 都市緑化機構により「都市のオアシス」の認定を受けています

■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
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BACARDI MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパークカフェ）
暑い夏に木陰で涼を愉しめる、ミッドタウン・ガーデンでは都会的な時間を過ごすことができる「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 オリジナルメニューとして、生のフルーツを器にした「メガパインモヒート」や、その時期の旬のフルーツを使っ
たスペシャルモヒートを週替わりでご用意します。
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、涼感あふれるバカルディ モヒートや メガモヒート
などの夏らしいドリンクと、バカルディ モヒートにぴったりのスパイシーなフードメニューで夏の涼をお楽しみいただ
けます。
*1 2013年IWSR社調べ／*2 バカルディ社調べ
【期
【時

間】
間】

【場
【席
【主
【協

所】
数】
催】
賛】

ドリンクメニュー例

7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日） ※雨天中止
（平日）17：00～22：00 （ラストオーダー 21：30）
（土日祝）12：00～22：00 （ラストオーダー 21：30）
※8月10日（月）～8月14日（金）は12：00オープン
ミッドタウン・ガーデン
100 席程度
東京ミッドタウン
バカルディ ジャパン

▲昨年の様子

※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
ヴァージンモヒート (R)500 円、(L)600 円
フローズンモヒート(R)700 円
ウィークリーフルーツモヒート 800 円※週替わり
メガモヒート 3,500 円、メガすいかモヒート 5,000 円
メガパインモヒート 2,000 円、メガメロンモヒート 6,000 円

※数量限定
▲メガパインモヒート
（イメージ）

フードメニュー例

▲バカルディモヒート
（イメージ）

ロティサリーフリフリチキン ハーフ 1,000 円/フル 1,800 円
スペアリブ バカルディ オークハート風味 900 円/本
スペシャル BBQ プレート（フリフリチキン、スペアリブ、スモークソーセージ、フライドポテト） 2,400 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。

館内風鈴企画
東京ミッドタウンの館内では、21_21 DESIGN SIGHT 企画展「動きのカガク展」に連動し、本展ディレクター
菱川勢一氏が率いるクリエイティブカンパニー、ドローイングアンドマニュアルが館内にさまざまな風鈴を展示いた
します。涼しげな音を奏でる風鈴に、耳で目で、日本の夏の涼を感じられます。
【期
【時
【場
【主
【協

間】
間】
所】
催】
力】

7 月 17 日（金）～8 月 16 日（日）予定
11：00～21：00
ガレリア館内
東京ミッドタウン
21_21 DESIGN SIGHT
菱川勢一
クリエイティブディレクター／映像作家／写真家、DRAWING AND
MANUAL ファウンダー、武蔵野美術大学教授
2015 年 6 月 19 日（金）～9 月 27 日（日）開催の 21_21 DESIGN
SIGHT 企画展「動きのカガク展」ディレクターを務める。
▲イメージ
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ASHIMIZU （アシミズ）
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 能いただける 、
「ASHIMIZU」。日中は色鮮やかな朝顔、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 17 日（金）～8 月 30 日（日）※雨天中止

【時

間 】 14：00～20：00
※イルミネーション点灯時間 17：00～22：00
所 】 ミッドタウン・ガーデン
金 】 無料 ※タオルの販売あり（100 円）
数 】 70 席
催 】 東京ミッドタウン

※月曜定休 7/20（月・祝）は実施、この週のみ 7/21（火）定休

【場
【料
【席
【主

▲ASHIMIZU（イメージ）

なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン
夏休みに楽しめるキッズ向けプログラムがさらに進化し、様々なイベントをご用意。館内を回って楽しく集めるス
タンプラリーや、環境を考えながら楽しく学べる体験型ワークショップなど、東京ミッドタウンならではのプログラム
を多数開催します。下記のイベントのほか、様々な企画をご用意します。※詳細は 6 月中旬に追加情報をお知らせいたします



せ か い

ぺたぺたミュージアム～びじゅチューン！世界ツアー～
パスポート型の台紙に世界各国のアート・スタンプを集めて、自分だけのミュージアムを完成させるスタンプラ
リー。NHK E テレの番組「びじゅチューン！」で井上涼さんがユニークに表現した世界の名画・アートのキャラ
クターがスタンプになります。
【期
【時
【場
【料
【対
【主
【協



間】
間】
所】
金】
象】
催】
力】

7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日）
11：00～18：00
東京ミッドタウン全域
無料
小学生以下
東京ミッドタウン
NHK エデュケーショナル

Tokyo Midtown Design &Art Kids Program みんなでつくろう日本の夏
子供たちが、夏の涼をつくって楽しむモノづくりプログラム。ご家族と一緒に、
ワークショップ形式でデザイン＆アートを体感いただけます。
【期
間】
【時
間】
【場
所】
【主な対象】
【主
催】

8 月 8 日（土）～8 月 16 日（日）
11：00～18：00 ※予約不要
アトリウム
【料
金 】 プログラムにより有料
未就学児～小学生
東京ミッドタウン
画像は全てイメージ

六本木打ち水大作戦
庭や道路に水を撒いて涼をとる、日本の昔ながらの風習「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
います。今年も「大暑の日」である 7 月 23 日（木）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。
【期
【時
【場

【料
【定
【主

間】 7 月 23 日（木） ※予備日／7 月 24 日（金）
間 】 受付／17：20～ 出陣式／17：40
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）
金】 無料
員】 なし
催】 東京ミッドタウン 他
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▲昨年の様子
東京ミッドタウンに貯水している雨水をペッ
トボトルで撒く、都会の打ち水を行います。

