2017 年 5 月 18 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

都会の夜空を彩る夏のイルミネーション“SUMMER LIGHT GARDEN”では
今年は新たに世界の花火大会で優勝した演出とコラボレーション！さらに本物の仕掛け花火も登場！
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夏イベント「MIDTOWN LOVES SUMMER 2017」開催！
2017 年 7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木）

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2017 年 7 月 14 日（金）から 8 月 31 日（木）までの期
間、夏イベント『MIDTOWN LOVES SUMMER 2017』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。
“日本の夏の涼を五感で愉しむ”をテーマに、花火、足水、風鈴といった日本の夏の風物詩を都心ならではのスタ
イルで体感できるイベントを多数ご用意しています。今年は、夏の夜空をひかり花火で彩るイルミネーション
「SUMMER LIGHT GARDEN」（サマーライトガーデン）が大きくパワーアップ。世界の花火大会で優勝したプログラ
ムとのコラボレーションや、開業 10 周年の特別演出として本物の仕掛け花火との連動もご覧いただけます。東京の
まん中で、“日本の夏の涼”を是非お楽しみください。

【MIDTOWN LOVES SUMMER 2017 イベント一覧】
2017 年 7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木）
 SUMMER LIGHT GARDEN 【2P】
広大な芝生広場をステージに、都心の夜空を彩るイルミネーションによる花火大会を毎晩開催！
新たな花火演出に加え、開業 10 周年を記念した今年は、本物の花火を使った演出が新登場します。

 SMIRNOFF ® MIDPARK CAFE（スミノフ ミッドパーク カフェ） 【3P】
世界で愛されている「スミノフ」を楽しめる期間限定の屋外カフェが新登場！ここでしか飲めない特別な
限定カクテルも登場します。

 ASHIMIZU（アシミズ） 【3P】
ミッドタウン・ガーデンを流れる小川に素足を浸して、「日本の夕涼み」を堪能できる人気のイベントです。

 風鈴のれんストリート 【4P】
館内に“風鈴のれん”が登場。のれんをくぐるたびに奏でられる日本の夏の涼をお楽しみください。

 六本木打ち水大作戦 【4P】
今年も大暑の日に開催！都会で打ち水を体験できる恒例イベントです。
■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
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SUMMER LIGHT GARDEN（サマーライトガーデン）
芝生広場を舞台に、“ひかり花火”と“ひかりの清流”の演出で都心の夏の夜を彩るイルミネーション「サマーライトガー
デン」。3回目の開催となる今年は、開催期間の前半と後半で異なる花火演出をお楽しみいただけます。さらに今年は、
東京ミッドタウン開業10周年を記念し、本物の仕掛け花火とイルミネーションによる“ひかり花火”との競演を4日間限定
でお届けします。雨でも楽しむことができる夏の夜空を華麗に彩る光の演出をご堪能ください。
【期

間】

7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木） ※荒天中止
＜前期＞ 7月14日（金）～8月6日（日）
＜後期＞ 8月7日（月）～8月31日（木）
＜仕掛け花火による特別演出＞ 8月10日（木）～8月13日（日）

【時

間】

18：30～23：00
※ひかり花火の演出は、1時間に3回、各回5～7分程度
※8月10日～13日は特別演出のため、演出時間が異なります

【場
【料
【主
【協

所】
金】
催】
力】

芝生広場
無料
東京ミッドタウン
一般財団法人 長岡花火財団、大曲商工会議所、
土浦全国花火競技大会実行委員会、灯屋煙火店

＜前期 ＞7 月 14 日（金）～8 月 6 日（日）実施

「日本三大花火大会」が世界に誇る各名物プログラム

▲昨年の様子

昨年好評だった“日本三大花火大会”の各名物プログラムが東京のまん中で現地よりもひと足早く、イルミネーショ
ンでお楽しみいただけます。今年は一晩で、3大会すべての名物プログラムの演出をご覧いただけます。
①新潟県長岡市
「長岡まつり大花火大会」

②秋田県大仙市
「全国花火競技大会（大曲の花火）」

平原綾香さん「Jupiter」にのせて、復興の祈
りと平和への願いを込めた 10 年以上続く人
気プログラム『復興祈願花火フェニックス』。

日本最高峰の花火競技大会と称される大会に 内閣総理大臣賞を目指して競い合う大会で、
て、大会スタッフが 1 年かけて企画した華々しい 人気の大会提供花火。テンポよく色とりどりの
演出が人気のプログラム『あさきゆめみし』。
花火が打ちあがるプログラム。

③茨城県土浦市
「土浦全国花火競技大会（土浦の花火）」

※画像はすべて現地の花火大会開催の様子

＜後期＞8 月 7 日（月）～8 月 31 日（木）実施

NEW !

2014年に国際花火大会で優勝したプログラム

カナダ・バンクーバーで開催される、世界で最も盛大な国別対抗の海上で行う花火競技大会「Honda Celebration
of Light」で 2014 年に優勝した日本のチームによる花火演出が初登場します。
『Arts of Survival』をテーマに、様々な苦難を乗り越えながら、平和を愛し、強く生きる日本を表現した演出です。

Special !
《4 日間限定の東京ミッドタウン開業 10 周年記念演出》
約 300 発の本物の花火との競演
【期間】8 月 10 日（木）～8 月 13 日（日）19：30～20：00 頃 ※1 日 1 回のみ

“ひかり花火”によるオリジナル演出と本物の仕掛け花火がコラボレーシ
ョンする特別演出が 4 日間限定で登場！「日本三大花火大会」の演出に加
え、クライマックスには約 300 発の本物の仕掛け花火が都心の夜空を彩り
ます。光と音に連動した花火が夜空に高く舞い上がる迫力の演出です。
▲イメージ
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SMIRNOFF ® MIDPARK CAFE（スミノフ ミッドパーク カフェ）

NEW !

緑に囲まれた気持ちのよい空間で都会的な時間を過ごせることで人気の、夏のミッドパーク カフェは今年で9回
目の開催を迎えます。今年は、世界中で人気のウォッカブランド「スミノフ® 」が楽しめる「SMIRNOFF® MIDPARK
CAFE（スミノフ ミッドパーク カフェ）」が初めて登場します。ここでしか味わえない、スミノフを使った限定のスペシャ
ルカクテルをお楽しみいただけます。さらに、ウォッカカクテルにぴったりの2～3人のグループでシェアして楽しめる、
スモーク・ライムチキンやポルケッタなどこだわりのフードも登場します。
【期
【時

間】 7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木） ※荒天中止
間】 ＜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）

【場
【席
【主
【協

所】
数】
催】
賛】

※8月11日（金・祝）～8月20日（日）は12：00オープン

ミッドタウン・ガーデン
100席程度（予約不可）
東京ミッドタウン
スミノフ

▲過去の様子

PICK UP!
フレッシュなフルーツをたっぷり使ったスミノフのスペシャルカクテルが期間限定で登場！

（左）スミノフ™ フレッシュ
スクイーズドレモネード ￥500

丸ごとオレンジを使った
スクリュードライバー ￥900

ロティサリーBBQ パーティセット
（2～3 名用） ￥2,900

オレンジを丸ごとひとつ使用したフ
レッシュな味わいです。

さわやかなブルーベリーマスタードとグリー
ンハーブの 2 種類のソースを楽しめる BBQ
プレートです。

レモンを半分絞って入れた、甘酸っぱさが際立つカクテル。

（右）スミノフ™ フローズン フレッシュ
スクイーズドレモネード ￥800
レモンピールのさわやかな香りの「フローズンスミノフ」が
のったカクテル。ひんやりとして暑い夏にぴったりです。

※価格はすべて税込です。※画像はすべてイメージです。

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」。
今回で 8 回目の開催となるこの人気イベントは、昼間は和紙の涼やか
さがある丸窓シェードで日除けしながら、夜はライトアップがされた幻想的
な空間で、夏の涼をお楽しみいただけます。
【期

間】 7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木）

【時
【場
【料
【席
【主

間】
所】
金】
数】
催】

※雨天中止、月曜定休

14：00～20：00
ミッドタウン・ガーデン
無料（タオルの販売あり / 100 円）
70 席（先着順）
東京ミッドタウン
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▲昨年の様子

風鈴のれんストリート
江戸風鈴や陶器の風鈴など様々な素材やデザインの風鈴の音色を
楽しめる装飾が館内に登場します。5回目となる今年は、東京ミッドタウ
ンのデザイン専門施設21_21DESIGN SIGHTで実施する企画展「『そこ
までやるか』壮大なプロジェクト展」に参加する、現代アーティスト西野達
さんとのコラボレーションで、風鈴が多数吊るされたのれんが並ぶ「風鈴
のれん」が館内3箇所に登場します。のれんをくぐり布が揺れると、吊る
されている風鈴が揺れ、涼やかな音色を奏でます。
【期
【時
【主
【場

間】
間】
催】
所】

7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木）
11：00～21：00
東京ミッドタウン
ガレリア館内

▲イメージ

＜西野 達＞
1960 年、名古屋生まれ。主にヨーロッパで活動し、屋外のモニュメントや街灯を取り込んだ部屋を建築し、実際にリビングルームやホ
テルとして営業するなど、都市を舞台とした人々を巻き込む大胆で冒険的なプロジェクトを発表することで知られる。
＜「そこまでやるか」壮大なプロジェクト展＞
既存の表現方法の垣根を超えた大胆な発想を実現するクリエイターたちによる「壮大なプロジェクト」を紹介する 21_21 DESIGN
SIGHT による企画展です。
【期
【主
【場

間】 6 月 23 日（金）～10 月 1 日（日）※火曜休館
催】 21_21 DESIGN SIGHT、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団
所】 21_21 DESIGN SIGHT

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である「打ち水」。2007 年より“大暑の日”に、六本木の
地元町会や商店街振興組合と連携して開催し、毎回多くの方にご参加いただいています。今年も地域の皆様と共
に、ヒートアイランド対策に取り組みます。打ち水に使用する水は、東京ミッドタウンに貯水している地下貯水（雨水、
井戸水等）を、参加者に持参いただいたペットボトルに入れて行います。“都会の打ち水”をご体験ください。
【日

時】 7 月 23 日（日） 受付 / 17:20～、出陣式 / 17:40
※雨天中止

【場
【料
【主

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～外苑東通り沿いエリア
金】 無料
催】 東京ミッドタウン ほか

▲過去の様子
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