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平成 26年 1月 27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春の到来を華やかに祝う～ 

「Midtown Blossom 2014」開催 
屋外カフェ「MARTINI Blossom Lounge」がザ・リッツ・カールトン東京とのコラボレーションで初登場！ 

ライトアップされた幻想的な夜桜や、フラワーアートで感じる、スタイリッシュで都会的な春の催し 

3月 20日（木）～4月 20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、2014年 3月 20日（木）から 4月 20日（日）の

期間、訪れる「春」を祝う「Midtown Blossom 2014（ミッドタウン・ブロッサム 2014）」を開催いたします。 

 

「Midtown Blossom 2014（ミッドタウン・ブロッサム 2014）」は「開花」をテーマに、「ソメイヨシノ」や「ヤエベニ 

シダレ」など旧防衛庁時代から受け継いだ約４５本を含む８種類計約１５０本の桜とともに春の訪れ

を祝うイベントとして、都会での上質な春の過ごし方を提案いたします。味覚で感じる「春」や、花開く東京 

ミッドタウンの桜、フラワーアートなど視覚で感じる「春」に加え、アートで才能の「開花」を感じることのできる展示 

など、さまざまな催しでみなさまをお迎えいたします。 

都会的なスタイルで春の屋外での時間を過ごせる、「MARTINI Blossom Lounge」では、ザ・リッツ・カールトン

東京によるオリジナルメニューと世界 NO.1 イタリアンスパークリングワイン（※）「MARTINI（マルティーニ）」とともに、

桜の開花期にはお花見をお楽しみいただけます。アクセスがよく毎年多くの方が訪れる東京ミッドタウンの桜は、

満開の時期はもちろん、夜のライトアップが期間を通して表情の違う美しい春を演出します。 

 華やかで上質な時を過ごせる、東京ミッドタウンの「春」にどうぞご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 
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▲昨年の様子 

時 
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   ▲昨年の様子 

時 
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【主なイベント】 

 MARTINI Blossom Lounge･･･スパークリングワインとこだわりのメニューで屋外を楽しむラウンジが登場！ 

 桜ライトアップ･･･開花前、満開時、開花後と色を変え、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～･･･東京ミッドタウンの開業記念日に感謝の気持ちを込めて、 

先着 500名にスパークリングワインをご提供します。 

 ストリートミュージアム・・・若きアートの才能を開花させた「Tokyo Midtown Award 2013」受賞者の作品を展示 

 春のフォトサービス･･･美しい春の日の思い出を、プロカメラマンの撮影で残していただけます。 

 フラワーアートアワード･･･春の到来より一足先に、フラワーアートアワード 2014の出品作品が館内を花々で彩ります。

歴代のフラワーアートアワード日本代表などの作品が楽しめるプレエキシビションも開催いたします。 



2 

 

 
ミッドタウン・ガーデンに登場する「MARTINI Blossom Lounge（マルティーニ ブロッサム ラウンジ）」は 

世界 No.1 イタリアンスパークリングワイン（※）、「MARTINI（マルティーニ）」とともに、春の訪れを楽しめる 
屋外ラウンジです。 
このラウンジは、ザ・リッツ・カールトン東京が運営し、フードメニューをご用意。こだわりの春の限定メニュー

でみなさまを迎えます。「桜の花で熟成させた生乳チーズ」や「春のフレッシュハーブのオイルサーディン」な
ど、スパークリングワインにぴったりのフードメニューのほか、きれいな桜色で春の息吹を感じられるマカロン
やエクレアなども揃い、スイーツを楽しむカフェとしてもご利用いただけます。夕食の前に食前酒を楽しむ 
イタリアの食文化を、東京ミッドタウン流にアレンジした「アペリティーボ」セットもご用意しております。 
また当ラウンジは、東京ミッドタウンが趣向を凝らしてセレクトしたテーブルや椅子が置かれるほか、ミラノに 

あるマルティーニのフラッグシップバー“マルティーニ テラッツァ”の雰囲気を感じられるエリアもあり、 
スタイリッシュな空間でゆっくりとスパークリングワインをお召し上がりいただけます。 
さらにラウンジの周りには桜並木が続き、開花時には都心のスタイリッシュなお花見を楽しめます。 

夜になると桜の木々がきれいに照らし上げられ、幻想的な空間にもなる「MARTINI Blossom Lounge 
（マルティーニ ブロッサム ラウンジ）」で優雅な春の時間をお過ごしください。 

 
【期    間】 3月 20日（木）～4月 20日（日） 

  ※雨天・荒天中止 
【時   間】 12：00～20：00  
【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（予約不可） 
【主   催】 東京ミッドタウン 
【協   賛】  マルティーニ 
【運   営】 ザ・リッツ・カールトン東京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【メニュー 一例】 

・春野菜のスティックと桜ディップ 850円 

・春のフレッシュハーブのオイルサーディン 500円  

・桜ブランマンジェ 300円 

・桜スイーツセット 1500円 

・MARTINI ロゼ スパークリング グラス 価格未定 

・MARTINI ロワイヤル グラス 価格未定 

 

 

 

 
都心で満開の桜を楽しめることで毎年多くの来街者を迎える、さくら通りの  

桜並木。夜になれば素晴らしい夜桜をご覧いただけます。 
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、幻想的な空間を演出します。 
東京ミッドタウンの一部レストランからも見下ろすことができ、都会的なお花見も

堪能していただけます。 

 
【期    間】 3月 20日（木）～4月 20日（日） 
【時   間】 17：00～23:00 
【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 

  

▲MARTINI 

ロゼ ボトル 

▲アペリティーボセット 

イメージ 

▲桜ブラマンジェ、ストロベリータルトレット 

桜マカロン 

▲パルマ産生ハム、ピコス・ド・パン、 

ミックスベリー 

▲メニュー イメージ ▲春野菜のスティックと桜ディップ 

「MARTINI Blossom Lounge （マルティーニ ブロッサム ラウンジ）」 

▲昨年の開催イメージ 

※2012年 IWSR調べ 

 

桜ライトアップ 

▲昨年の様子 

※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。 
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東京ミッドタウンの開業 7 周年の日となる 2014 年 3 月 30 日（日）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（日）  

【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 

【協   力】 マルティーニ 

 

 

 

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 2013」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（木）～4月 20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 2013アートコンペ受賞者 

 赤嶺智也、鈴木一太郎、スナックその、中里洋介 
 山上渡、渡辺元佳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ミッドタウン内にある「写真スタジオ hollyhock」がMidtown Blossom 2014の期間中、プロカメラマン

による撮影で春の思い出を残せるスペシャルプランをご提供します。桜の開花時期には東京ミッドタウンが

誇る桜とともに記念撮影することもでき、新生活のスタートなど春の記念としてもご利用いただけます。 

 
【期    間】 3月 21日（金・祝）～4月 20日（日）の土日祝日 
  12：00～16：00 
【場   所】 ガレリア１F ツリーシャワー 花装飾前 
  ※桜開花時に屋外カフェ「MARTINI Blossom Lounge」 
  横の特別スペースでの開催の場合あり 
【料   金】 1,000円（税抜） 
  ※撮影当日はお支払い不要／専用WEBサイトにて 
 撮影翌日 21時以降に販売 
【主   催】 写真スタジオ hollyhock 

  

▲イメージ 

「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～」 

ストリートミュージアム 

【同時開催イベント】 春のフォトサービス 

▲昨年の様子 

▲イメージ 
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4 月 17 日（木）から始まるフラワーアートアワードのプレイベントとして「フラワーアートアワード 

プレエキシビション」を開催いたします。期間中、数回にわたり、フラワーアートアワード受賞者などによる春の

躍動に満ちた季節感あふれる作品をご鑑賞いただけ、日本が誇るフラワーアートの才能たちの「開花」を 

お楽しみいただけます。1 回目の期間は、フラワーモード大賞（現、フラワーアートアワード）2007 年大会の

優勝者小野寺衆氏の作品が登場いたします。小野寺氏の『La lumière vivante（ラ・ルミエール・ヴィヴォン）』と

いうタイトルで作られる今回の作品は、フランス語で「力強い光」と言う意味。寒く厳しかった冬から解き 

放たれるように、生命力溢れる植物たちが光に包まれて、東京ミッドタウンに春の訪れを知らせます。 

 

【期    間】 3月 20日（木）～4月 20日（日） 

  ※期間中、花材・器材の入れ替え日があります。 

  11：00～21：00（ガレリア開館時間） 

  第 1回 3月 20日（木）～3月 30日（日） 

  第 2回以降 未定 

【場   所】 ガレリア 1Fツリーシャワー 

【主   催】 フラワーアートアワード実行委員会 

【特別協力】 東京ミッドタウン 

【料   金】 無料 

【参加作家】 小野寺衆氏 ほか計３組を予定 

 
＜作家プロフィール＞ 

フラワーアーティスト 小野寺 衆 

東京の花装飾会社を経て渡仏、パリのトップフローリストのもと、パーティー等のフラワーデザインを担う。
帰国後、東京を拠点としてアトリエ「Shu Onodera」を設立。 

日本で培った生け花をベースとする空間装飾の技術と、ヨーロッパの絵画やファッションの色彩デザインを
融合させた独自のスタイルで東京を中心に大型の空間装飾やイベント・パーティー、ウェディング、  

フラワーデモンストレーションなど、多岐にわたり活動。またフラワーアーティストとしてパリ・東京で個展を
開催する傍ら、東京を中心に日本各地でフラワースクールを主宰。他雑誌掲載多数。 

 

 

 

 

東京ミッドタウンのパブリックスペースを舞台に開催される、新しいスタイルのフラワー

アートのコンペティション、「フラワーアートアワード 2014 in Tokyo Midtown」。世界を 

目指す花作家たちが、バラの花を使ったスケールの大きな作品を発表します。グランプリ

受賞者には、フランスの「アート・フローラル国際コンクール」日本代表資格が授与され、

フラワーアートアワードの新しい才能を国際舞台に送り出します。本コンペ選出作家は

2010、2012年度の世界グランプリを受賞した、大変ハイレベルなコンペティションです。

また、昨年新設されたアーティフィシャル＆プリザーブドフラワーによるショーケース 

ディスプレイ部門、「フラワーアートショーケースアワード in Tokyo Midtown 」に加え、 

今年はバラの花に特化した「BARACON」も開催いたします。 

都市空間に花のアートという新たな生命を与え、世界に発信する優れた作品が展示

されます。 

 

【期    間】 4月 17日（木）～4月 20日（日） 

  11：00～21：00 

  ※作品制作（コンテスト）は 4月 15日（火）、16日（水）に実施。 

【場   所】 ガレリア館内 

【料   金】 無料 

【主   催】 フラワーアートアワード実行委員会 

【特別協力】 東京ミッドタウン 

【同時開催イベント】フラワーアートアワードプレエキシビション 

【同時開催イベント】 フラワーアートアワード 2014 in Tokyo Midtown 

▲小野寺氏 過去の作品 

▲13年度受賞作品例 


