平成 26 年 6 月 2 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
～なにげない一日を、トクベツな日に～
Tokyo Midtown Award 2013 デザインコンペグランプリ作品 「MID DAY」

7 月 2 日は一年のまん中の日
「MID DAY（ミッド デイ）」
一年のまん中の日を祝う初めてのイベントを、都会のまん中、東京ミッドタウンで開催！
2014 年 6 月 21 日（土）～7 月 2 日（水）
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、7 月 2 日を一年のまん中の日としてお祝いする、
「MID DAY（ミッド デイ）」を開催いたします。

※画像はイメージ

元旦から 182 日、大晦日まで同じく 182 日。7 月 2 日は、一年のちょうどまん中の日です。とりわけ何でも
ない一日であったこの日を、「MID DAY」と名付けて特別な日にしたのは、Tokyo Midtown Award 2013
デザインコンペでの応募作品でした。この作品でグランプリを受賞したデザイナー集団「bivouac（ビバーク）」は、
7 月 2 日を「一年のまん中を笑顔で祝う日に」というコンセプトのもと、これまでの半年を振り返り、これからの
半年を想う一日にすることを提案します。
一年の折り返しの日を、笑顔で始められるように。一年のまん中の日に、都会のまん中、東京ミッドタウン
では、来街される人々をハッピーにするしかけで「MID DAY」を祝う、初めてのイベントを開催します。「MID
DAY」当日の 7 月 2 日（水）には、カウントダウンを始め、フィナーレを飾るサプライズの数々でイベントを盛り
上げ、「MID DAY」を発信していきます。

ご多用の折誠に恐れ入りますが、ご紹介及びご取材ご検討のほど、何卒よろしくお願いいたします。
【主なイベント内容】
 MID DAY Ribbon（ミッド デイ リボン）：これまでの半年を振り返り、これからの半年の目標や祈願をリボンに書いて、
芝生広場に出現する MID DAY の巨大ロゴに結びます。お正月の絵馬を想起した企画です。


MID DAY スペシャル・サプライズ：東京ミッドタウンの各所でサプライズが起こります。ショップでのサプライズキャン
ペーンや、突然始まるイベント。東京ミッドタウンの街中で笑顔になる瞬間を増やす企画です。



Tokyo Midtown Award デザインコンペ審査員特別企画：
佐藤 卓氏をはじめとする Tokyo Midtown Award 2013 デザインコンペ審査員が「MID DAY」にアイディアを提供！

■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

MID DAY Ribbon（ミッド デイ リボン）
東京ミッドタウンで初めて開催され「MID DAY」のメインイベントとなるのは、Tokyo Midtown Award 2013 デザ
インコンペ審査員の柴田文江氏のアイディアから生まれた、「MID DAY Ribbon」。東京ミッドタウンの広大な芝生
広場に「MID DAY」の大きなロゴが出現します。
これまでの半年を振り返り、これからの半年の目標や祈願をリボンに書いていただきます。カラフルなリボンを
芝生広場の「MID DAY」の巨大ロゴに結び、7 月 2 日（水）のフィナーレにむけて、これからの半年を笑顔で迎える
ための思いが輪となって完成していく大きな作品となります。
想いが書き込まれたリボンは、イベント終了後に奉納をいたします。
【日
【場
【主

程】 6 月 21 日（土）～7 月 2 日（水）
所】 芝生広場
リボンはガレリア館内で無料配布
催】 東京ミッドタウン

▲リボンを結ぶモニュメント

※画像はイメージ

MID DAY スペシャル・サプライズ
7 月 2 日（水）の「MID DAY」当日は、ちょうどまん中の時間である 12：00 へのカウントダウンを皮切りに、東京
ミッドタウンの各所で、思わず笑顔になる、ハッピーなサプライズが次々と起こります。スタッフに扮したキャストが
突然本格的なオペラを始めたり、ディスプレイに扮したパフォーマーが突然動きだしたりと、館内の様々な場所で
サプライズイベントをご用意しています。
【日 程】 7 月 2 日（水） 12:00～18:00
【場 所】 ガレリア館内
【主 催】 東京ミッドタウン
企画例
＜東京ニ期会によるスペシャル企画 突然オペラ＞
東京二期会オペラ劇場 11 月公演の「チャールダーシュの女王」のメイン
キャストが、この日だけのサプライズで東京ミッドタウンに登場！
館内インフォメーションスタッフに紛れ込んだ本物のオペラ歌手たちが、
この日だけの特別プログラムを披露します。
【時

間】

7 月 2 日（水） 15：00～/18：00～

【場

所】

ガレリア B1 DEAN &DELUCA 前

【協

力】

公益財団法人東京ニ期会
※画像はイメージ

【当日スケジュール（予定）】
時間

※写真提供：公益財団法人東京ニ期会

イベント内容

12:00

正午のカウントダウンとともにブラスバンドが出現！
３Ｆからはフラワーシャワーが降ってきます。各インフォメーションでは
風船のプレゼントも実施。

12:15

清掃員がフラワーシャワーを清掃しながらパフォーマンスを披露。
館内には銅像に見えるスタチューパフォーマンスが行われたり、
ダンス集団が出現。

14:00

お祝いムードを盛り上げるブラスバンドが再び登場します。

15:00

東京二期会が1日限定オペラを開催！

16:00

館内のいたるところでダンスパフォーマンスが繰り広げられます。

18:00

再び東京二期会が登場し、オペラでフィナーレを盛り上げます。
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Tokyo Midtown Award 2013 デザインコンペ審査員特別企画
Tokyo Midtown Award 2013デザインコンペの審査員が、今回の「MID DAY」のためにクリエイターならではの
視点で、アイディアを提案！様々な企画で「MID DAY」を盛り上げます。
【主 催】 東京ミッドタウン
【アイディア提供】
Tokyo Midtown Award 2013 デザインコンペ審査員／佐藤卓、柴田文江、水野学（予定）

◇佐藤 卓（グラフィックデザイナー）
「MID POINT」
東京ミッドタウンの“まん中”はどこなんだろう？
東西南北、上下のまん中を示すサインポールが東京ミッドタウン内に出現！
まん中に目印をつけて、「MID DAY」を祝おう！
【場 所】 東京ミッドタウンのどまん中
【日 程】 6 月 21 日（土）～7 月 2 日（水）

◇柴田 文江（プロダクトデザイナー／武蔵野美術大学教授）
「MID DAY Ribbon」
「残り半年絵馬」として、お客さまみんなに残りの半年に願いをかける絵馬を作ってほしい。
そんな柴田さんのアイディアから生まれた「MID DAY Ribbon」。
カラフルなリボンが「MID DAY」を彩ります。
【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
【日 程】 6 月 21 日（土）～7 月 2 日（水）
※詳細は 2P 参照

◇水野 学（クリエイティブディレクター／慶応義塾大学特別招聘准教授）
「どまん中プレゼント」
自分の心のどまん中の人＝大切な人。一年のまん中の日に、まん中の人に、まん中を
思い描けるプレゼントを贈って笑顔にさせよう。これからの半年も、大切な人に笑顔で過ごし
てもらいたい、というアイデアです。
「まん中プレゼント」に最適な贈りものを、東京ミッドタウンの各店舗がご提案します。
おすすめの商品をお買い上げいただいたお客様には、メッセージカードとしても使える「MID
DAY」ロゴ入りコースターをプレゼントいたします。
【場 所】 ガレリア館内ショップ
【日 程】 7 月 2 日（水）
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館内サプライズ
東京ミッドタウンの館内では、「MID DAY」に向けた「MID DAY WEEK」（6 月 21 日（土）～7 月 2 日（水））の
期間中、様々なサプライズでお客様を迎えます。
企画例
＜MID DAY ツアー＞
東京ミッドタウンの“まん中”をテーマに特別ツアーを開催！東京ミッドタウンにある
様々な“まん中”や館内に仕掛けられたアート作品などをご紹介するツアーです。
【日 程】 6 月 21 日（土）、22 日（日）、28 日（土）、29 日（日）
各日 14：00～15：00
【場 所】 ガレリア館内など
【主 催】 東京ミッドタウン
※雨天の場合は館内中心のご案内となります。
※対象年齢：小学生以上※各日予約制。先着 20 名様限定※参加費無料
※東京ミッドタウンオフィシャルサイトよりご応募ください。

※イメージ

＜Airside 日本 アート作品登場！＞
ロンドンのデザイン会社 Airside が、2011 年に設立したクリエイティブスタジオ「Airside 日本」。
昨年の東京ミッドタウンのデザインイベント「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2013」にも登場した Airside
日本のヘンキ・レオン氏によるアート作品が館内に登場します。
「まん中」に立って写真を撮ると、驚きの出来上がりになるなど、アートを
使ったフォトスポットで「MID DAY」の思い出を撮影いただけます。
【日
【場
【主
【協

程】
所】
催】
力】

6 月 20 日（金）～7 月 2 日（水）
ガレリア館内
東京ミッドタウン
東京物産展
※「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2013」
出展作品

＜駐車場 1 時間サービス！＞
「MID DAY」当日は、ガレリア・プラザのインフォメーションで、駐車券をご提示の上、
「HAPPY MID DAY」とお伝えいただくと、駐車場を 1 時間サービスいたします。
【日 程】 7 月 2 日（水） 11 時～20 時
【場 所】 ガレリア 1F・プラザ B1 各インフォメーション
※1 日 1 回限りのサービスとなります。

スタッフサプライズ
東京ミッドタウンのインフォメーションスタッフ、清掃員、警備員からも笑顔になれる
サプライズイベントをご用意。おもてなしの心でみなさまをお迎えします。
「MID DAY」当日の 7 月 2 日（水）には、ガレリアインフォメーションに和服を着た
スタッフが登場するほか、ザ・リッツ・カールトン東京ではライオンの着ぐるみが登場し、
お客様のお出迎えやお見送りをします。
また、清掃スタッフや警備スタッフによるサプライズもご用意するなど、東京ミッド
タウン全体でおもてなしいたします。
【日 程】 7 月 2 日（水）
【場 所】 インフォメーション、ガレリア、ザ・リッツ・カールトン東京など
【主 催】 東京ミッドタウン
※ザ・リッツ・カールトン ライオン
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ショップ＆レストランサプライズ
「MID DAY」当日は 7 月 2 日にちなみ、7 と 2 をキーワードにしたキャンペーンを開催します。
また、期間中、サプライズを実施するショップ＆レストランでは、メッセージカードとしても使える「MID DAY」コー
スターをプレゼント。お買い物やお食事でも「MID DAY」をお楽しみください。
＜7 月 2 日（水）サービス例（予定）＞
 MID DAY スペシャルプライス 50％オフ商品が登場！
 先着 7 名にスペシャルプレゼント
 12:00～13:00 は限定スペシャルタイムセールを開催
 ガーデンテラスの一部店舗では、あたりつき「MID DAY」
コースターが登場

【日 程】 7 月 2 日（水）
【場 所】 ショップ＆レストラン
【主 催】 東京ミッドタウン

コースター イメージ

bivouac（ビバーク）とは
一 年 のまん中 である 7 月 2 日 を「MID DAY」として祝 おう、という提 案 で、 昨年
Tokyo Midtown Award 2013 デザインコンペ グランプリを受賞した bivouac。
「一年のまん中を笑顔でまたごう」をキーコンセプトに、今回の東京ミッドタウンのイベント
プロデュースも行っています。将来的には「MID DAY」が、全国に普及する日がやってくる
よう、東京ミッドタウン以外でも「MID DAY」の展開を目指します。
【bivouac （ビバーク） プロフィール】
4 名のデザイナーからなるクリエイティブユニット。
Tokyo Midtown Award 2013 デザインコンペグランプリ
・稻田 尊久 （いなだ たかひさ）
グラフィックデザイナー
・姫野 恭央 （ひめの やすひろ）
グラフィックデザイナー
・田中 和行 （たなか かずゆき）
グラフィックデザイナー
・田島 史絵 （たじま ふみえ）
WEB デザイナー

Tokyo Midtown Award とは
東京ミッドタウンは、開業以来、『“JAPAN VALUE（新しい日本の価値・感性・才能）”を創造・結集し、世界に
発信し続ける街』をコンセプトに街づくりを進めてきました。「Tokyo Midtown Award」は、その一環として 2008 年
より毎年開催しているアートとデザインのコンペティションで、今回で 7 回目の開催を迎え、現在作品を募集してい
ます。前回まで延べ応募者数約 9 千組の中から、アートコンペでは 27 組、デザインコンペでは 53 組の受賞者が
生まれ、デザインコンペでは、鈴木啓太（「富士山グラス」で 2008 年審査員特別賞）、小島梢（「歌舞伎フェイスパ
ック」で 2008 年学生の部グランプリ）など商品化され人気を得るとともに、それぞれの活躍の場を広げています。
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