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平成 25 年 1 月 23 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 
 

春のおでかけに最適！六本木の桜の名所で都会的なお花見を 

「Midtown Blossom 2013」開催 
ライトアップされた幻想的な夜桜や 

桜にちなんだオリジナルメニューが楽しめる屋外カフェ「Sakura Sparkle Lounge」が登場！ 
3 月 20 日（水）～4 月 14 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、2013 年 3 月 20 日（水）から 4 月 14 日（日）の

期間、春のイベント「Midtown Blossom 2013（ミッドタウン・ブロッサム 2013）」を開催いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
東京ミッドタウンでは、春になると旧防衛庁時代から受け継いだ約 45 本を含む計約 150 本の桜が咲き

誇り、4 月上旬頃に咲く“ソメイヨシノ”や中旬頃に咲く“ヤエベニシダレ”、“オオヤマザクラ”など様々な桜を

楽しむことが出来ます。また、夜になるとライトアップされた桜が幻想的な空間を演出します。 
そして昨年、大好評だったスパークリングワインが楽しめる屋外カフェ「Sakura Sparkle Lounge 

（サクラスパークルラウンジ）」がパワーアップして登場します。今年は、カフェタイムとラウンジタイムの 2 部制

を導入し、カフェタイムでは、東京ミッドタウン内の人気店舗とコラボレーションしたオリジナルスイーツが楽し

めます。その他、桜にちなんだ館内装飾なども実施。また、東京ミッドタウンの開業日となる3月30日（土）

には、みなさまへの感謝の気持ちをこめて、先着 500 名様にスパークリングワインを振る舞います。 
春は、スタイリッシュで都会的な東京ミッドタウンのお花見スタイルをお愉しみください。  

【主なイベント】 
 Sakura Sparkle Lounge･･･昨年大好評だったラウンジが今年も登場！  
 桜ライトアップ･･･さくら通り沿いの桜とガーデンテラス前の桜をライトアップ！幻想的な夜を演出します。 
 Cheers Sparkling～スパークリングワインの振る舞い～･･･感謝の気持ちを込めて、先着 500 名に。 

 館内花装飾･･･注目の花事師・中村有孝氏の花装飾が今年も東京ミッドタウンを彩ります。 

 ストリートミュージアム・・・東京ミッドタウンのストリートに花開く、若きアートの才能たち！ 

 （同時開催イベント）ささやきの詩想レジスタンス－桜前線2000キロの旅･･･日仏共同プロジェクトの街頭詩劇が楽しめます！ 
 （同時開催イベント）「デザインあ展」 特別オブジェ（仮称）・・・東京ミッドタウンの玄関口に、「あ」のオブジェが登場。 
  

■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■ http://www.tokyo-midtown.com/jp/index.html 

 
 
 

 

▲昨年のライトアップの様子 ▲フード・ドリンクイメージ ▲昨年の様子 
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昨年大好評だった、「Sakura Sparkle Lounge」が今年も登場。春らしさを感じさせるスタイリッシュな空間を

演出し、春を華やかに彩るシャンパンやスパークリングワインと共に、日本ならではの「お花見」という伝統行事

を、都会的なスタイルで愉しむ屋外カフェです。 
今年は、昼のカフェタイム、夕方以降のラウンジタイムと時間帯に

よって異なるメニューが楽しめます。カフェタイムでは東京ミッドタウン内

の人気店舗とコラボレーションしたオリジナルスイーツが登場。また

ラウンジタイムではスパークリングワインにピッタリの桜をイメージし

た特別メニューなどを取り揃えました。ラウンジ内には、桜をモチーフ

とした提灯が飾られます。夜には提灯に明かりが灯され、幻想的な

空間での飲食が楽しめます。 
 
【期    間】 3 月 20 日（水）～4 月 14 日（日） ※雨天・荒天中止 
【時   間】 12：00～20：00 （カフェタイム 12：00~16：00、ラウンジタイム 16：00～20：00） 
【場   所】 ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿いエリア 
【席    数】 100 席程度 
【主   催】   東京ミッドタウン   【協  賛】 CHANDON 
【メニュー 一例】  
＜FOOD MENU＞ 
・サーモンクリームソース ペンネ 桜の香り 700円 （カフェ・ラウンジタイム共通） 
・アンチョビとグリーンオリーブのピンチョス 500円 （ラウンジタイム） 
・ドライフィグとカマンベールチーズ 500円 （ラウンジタイム） など 

 
＜DESSERT MENU＞ 
・桜のパンナコッタ 500円 （カフェ・ラウンジタイム共通） など 

 
＜DRINK MENU＞ 
・シャンドン スパークリング ロゼ グラス 600円  （カフェ・ラウンジタイム共通） 
・桜 ロワイヤル 600円 （カフェ・ラウンジタイム共通） など 
 

 
 
 
 
 

 
※上記メニューの他に、カフェタイムには東京ミッドタウン内の人気店舗とコラボレーションしたオリジナルスイーツを予定しております。 

※画像は全てイメージです。 

※メニューは変更になる場合もございます。 
 
 
【主   催】   東京ミッドタウン 
【協   賛】 CHANDON 
毎年満開の桜で来街者を出迎えるさくら通りの桜並木。夜になると幻想的に浮かび上がる都会の夜桜

は圧巻です。開花前はピンク色にライトアップしてまるで一足早く桜が咲いているよう

に、開花後は白いライトで夜桜を照らし、幻想的なお花見空間を演出します。 
 

【期    間】 3 月 20 日（水）～4 月 14 日（日）  
【時   間】 17：00～23:30  
【場   所】 ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿い、ガーデンテラス前 

 桜ライトアップ 

▲昨年の様子 

 「Sakura Sparkle Lounge （サクラスパークルラウンジ）」 

▲昨年の様子 

▲シャンドン スパークリング ロゼ ▲アンチョビとグリーンオリーブのピンチョス ▲ドライフィグとカマンベールチーズ ▲桜のパンナコッタ 

▲サーモンクリームソース ペンネ 桜の香り 
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【主   催】 東京ミッドタウン 
 

    
東京ミッドタウンの開業日となる 2013 年 3 月 30 日（土）に、みなさまへの感謝の気持ちを込めて、先着

500 名様に春色のロゼスパークリングワインを振る舞います。 
 
【期    間】 3 月 30 日（土）  
【時   間】 11：00～  
【場   所】 プラザ 1F キャノピー・スクエア 
【料   金】   無料 
【人   数】 先着 500 名様 
【主   催】   東京ミッドタウン 
 
 
 

 

春の到来より一足先に東京ミッドタウンの館内に花々の装飾が出現します。花装飾の世界で注目されている

若手の花事師・中村有孝氏の花装飾が今年も東京ミッドタウンに登場します。 

 
【期    間】 3 月 20 日（水）～4 月 14 日（日）  
【場   所】 ガレリア 1F ツリーシャワー 

ガレリア・インフォメーション周辺 の２か所 
 

＜作家プロフィール＞ 
花事師 中村有孝 Aritaka Nakamura 
国家資格１級フラワー装飾技能士。フジテレビフラワーネット公認デザイナー。1974 年、

長崎県生まれ。フジテレビフラワーネット「日本花職杯２００９」全国大会優勝をはじ

め、九州花卉装飾選手権優勝（内閣総理大臣賞）など、全国屈指のコンテストにお

いて多くの受賞歴を持つ。花の完成された「美」をさらに引き立てるためのデザイン、

花の持つ個性を活かした作品作りが話題を呼んでいる。 
 

 
 
 
明日を担うアーティストやデザイナーの発掘と応援をする「Tokyo Midtown Award 2012」のアートコンペ

受賞作家 6 組が、アート作品でプラザ B1F のストリートをジャック。

インスタレーション、彫刻、絵画などで館内を盛り上げます。 
 
【期    間】 3 月 20 日（水）～4 月 14 日（日） 
【場   所】   プラザＢ１Ｆ 
【料   金】   無料 
【主   催】   東京ミッドタウン 
【出展作家】   Tokyo Midtown Award 2012 アートコンペ受賞者 

太田遼、宮本宗、大村雪乃、角文平、下平千夏、林田健 
 
 

 

 「Cheers Sparkling（チアーズ スパークリング）～スパークリングワインの振る舞い～」 

館内花装飾 

▲昨年の様子 

ストリートミュージアム  

▲イメージ 

▲昨年の様子 
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春の訪れを告げる喜びの花、桜。その桜の開花を道標として、街頭や公園

を行き交う人々に詩をささやきながら日本を南から北へと縦断する街頭詩劇

「ささやきの詩想レジスタンス―桜前線 2000 キロの旅」が東京ミッドタウンに

登場。フランスを中心に世界各地で実験的街頭詩劇を続ける芸術集団スーフ

ルールと東京演劇集団風の日仏共同プロジェクトで桜から導かれる豊かな

イメージのオリジナル詩を人々の耳へ贈り、ささやきを通じて、日常の時間の

中に“発見”や“感動”を提案します。 
 

【期    間】 4 月 7 日（日） ※時間は未定 
【場   所】 ミッドタウン・ガーデン「Sakura Sparkle Lounge」内 
【料   金】   無料 
【主   催】   東京演劇集団風 

レ・スーフルール・コマンド・ポエティック 
（Les Souffleurs commandos poètiques） 

【協   力】 東京ミッドタウン 
【オリジナルテキスト創作詩人・作家】 池澤夏樹／俵 万智／寺澤 正 ほか 
       フランス人作家25名（協力:Printemps des poètes／詩人たちの春） 
 

 
 
 

2 月 8 日（金）～6 月 2 日（日）に 21_21 DESIGN SIGHT で開催される「デザインあ展」の特別コンテンツ

として、東京ミッドタウンの玄関口に造形作家の関口光太郎氏が作成するオブジェが登場します。 
 

【期    間】 3 月 20 日（水）～4 月 14 日（日）※予定 
【場   所】   プラザ１Ｆ 妙夢前 
【料   金】   無料 

 
＜作家プロフィール＞ 
造形作家 関口光太郎 Kotaro Sekiguchi 
1983 年、群馬県前橋市生まれ。プロレス、怪獣、折り紙に囲まれて幼少期を過ごす。

夏休みの工作の時、両親から新聞紙とガムテープを使った立体の作り方を教えられる。

2006 年、 多摩美術大学彫刻科卒。卒業制作には、新聞紙とガムテープを用いた

『瞬間寺院』を制作。卒業後から現在まで、都内の私立特別支援学校に勤務。また、

各地で新聞紙とガムテープを使った工作のワークショップの講師を勤める。2008 年、

三宅一生ディレクション「XXIc.-21世紀人」展（21_21DESIGN SIGHT）に『明るい夜に出発だ』

を出品。2012 年、『感性ネジ』で、第 15 回岡本太郎賞を受賞。  
 
＜「デザインあ展」について＞ 

「デザインあ展」は、NHK E テレで放送中の教育番組「デザインあ」を、展覧会というかたちに発展させた

企画です。展覧会のディレクションは、NHK E テレ「デザインあ」で総合指導を行なう佐藤卓氏をはじめ、

同番組に関わる中村勇吾氏、小山田圭吾氏の 3 名。デザイン教育の可能性に注目が集まる現在、子ども

と大人の双方に向けた展覧会に、どうぞご期待下さい。 
 
【期 間】2013 年 2 月 8 日（金）～6 月 2 日（日） 
【会 場】21_21 DESIGN SIGHT 
【U R L】http://www.2121designsight.jp 

（同時開催イベント） ささやきの詩想レジスタンス－桜前線 2000 キロの旅  

（同時開催イベント） 「デザインあ展」 特別オブジェ（仮称） 

▲イメージ 

▲イメージ 

http://www.2121designsight.jp/program/design_ah/�
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