2017 年 2 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

東京ミッドタウンは今春開業 10 周年

「MIDTOWN BLOSSOM 2017」開催
2017 年 3 月 17 日（金）～4 月 16 日（日）

約 150 本の桜とともに春の訪れを祝うイベント
ザ・リッツ・カールトン東京のメニューが楽しめる屋外ラウンジ「MARTINI Blossom Lounge」が登場
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 3 月 17 日（金）から 4 月 16 日（日）の期間、
都会のまん中で春の到来を楽しむイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2017（ミッドタウン・ブロッサム）」を開催いたします。
10 回目の開催となる本イベントは「おもてなしの春」をテーマに、多彩なイベントをご用意しています。約 200m の桜並
木を臨むミッドタウン・ガーデンには、ザ・リッツ・カールトン東京のシェフによるこだわりの料理と世界 No.1※のイタリアン
スパークリングワイン「MARTINI」が楽しめる期間限定の屋外ラウンジがオープンします。全 8 種類、約 150 本の桜を眺
めながら、都心ならではのお花見スタイルで、春の到来を満喫していただけます。
※2015 年 IWSR 調べ

【MIDTOWN BLOSSOM 2017 イベント一覧】


MARTINI Blossom Lounge 【2P】
桜の下でザ・リッツ・カールトン東京による料理とマルティーニ スパークリングワインを楽しめる屋外ラウンジ。
桜色のロゼ スパークリングワインやオリジナルカクテル、スイーツなどこだわりのメニューが揃います。



桜ライトアップ 【3P】
約 200m の長さで桜の連なる「さくら通り」は、ライトアップで幻想的な夜桜をお楽しみいただけます。



開業 10 周年記念 桜の植樹 【3P】
旧防衛庁から受け継いだ桜から育成した苗木を植樹します。



メッセージフラワー 【3P】
開業 10 周年の感謝の気持ちを込めて、3 月 30 日（木）の開業日に先着 300 名様へお花をプレゼントします。



Spring Greeting Gate 【4P】
日本の春を表現した華やかなフラワーアートで、ひと足早い春を演出します。



ストリートミュージアム 【4P】
「Tokyo Midtown Award 2016」のアートコンペ受賞作家 6 組による新作アートを展示します。

■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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MARTINI Blossom Lounge

（マルティーニ ブロッサム ラウンジ）

桜並木を歩きながら楽しめる全長約 200m の「さくら通り」に、春の期間限定屋外ラウンジ「MARTINI
Blossom Lounge」が今年も登場します。
春の訪れを優雅に過ごしていただけるメニューを提供するのは、ザ・リッツ・カールトン東京。副総料理長の
フランケリー・ラルーム氏がこのラウンジのためにお花見をイメージして考案した彩り豊かな料理とスイーツを、
世界 No.1※イタリアンスパークリングワイン「MARTINI」とともにお召し上がりいただけます。
今年は新たに全 12 品からお好きなフードを組み合わせて楽しめる “選べるアペリティーボ”や、仲間との
パーティースタイルが楽しめる“ブロッサム バスケット”が登場します。また、本ラウンジ限定の桜が香るノン
アルコールカクテルもご用意しています。
会場には、大きな桜のオブジェが登場し、お花見期間以外でも目で見て楽しい春を感じられるスポットを演
出します。都心ならではのお花見スタイルをご堪能ください。
※2015 年 IWSR 調べ
【期

間】

3 月 17 日（金）～4 月 16 日（日）

【時

間】

12：00～20：00

【場
【席
【主
【協
【運

所】
数】
催】
賛】
営】

ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿いエリア
150 席程度 ※予約不可
東京ミッドタウン
MARTINI
ザ・リッツ・カールトン東京

※雨天・荒天中止
※金曜・土曜、桜満開時は 21：00 まで

▲昨年の様子

桜色のロゼ スパークリングワインとスプリングメニューで春を満喫

「マルティーニ ロゼ スパークリング」
ボトル 3,500 円 / グラス 600 円

「ホット さくら マルティーニ」
600 円

お花見にぴったりな桜色のロゼ スパーク
リング。華やかな色が特徴のマルティーニ
ロゼは春に欠かせない彩りです。

春を感じる薄い桃色のさわやかで甘
酸っぱいオリジナルカクテル。本ラウ
ンジでしか味わえない限定のホットカ
クテルです。

fga

「選べる 3 品アペリティーボ」
「選べる 5 品アペリティーボ」

1,600 円
2,400 円

スモークした鴨胸肉のサラダやグリーンピースと
ミントの冷製スープなどのコールドメニューと、ク
リスピーチキンなどのホットメニューの全 12 品か
ら、お好きな組み合わせを楽しめます。

「桜と苺のムース・あずきクリーム」
「ブロッサム バスケット」（全 8 品、ボトル付き）
680 円
6,800 円～
バスケットに入ったフード 8 品とお好みのボト
ルがセットになった 4～5 名でシェアして楽し
める限定のセットメニューです。
※ボトルの種類により価格が異なります

甘酸っぱい桜色のムースで彩られた
オリジナルスイーツ。3 種のスイーツ
を一度に楽しめるスイーツセットも登
場します。
※価格は全て税込です
※画像は全てイメージです
※メニューは変更になる場合がございます
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桜ライトアップ
開花状況に合わせてイベント期間中は桜のライトアップを行います。桜の開花前はピンク色、桜の開花後は
白色のライトで桜の木を照らし、幻想的な夜桜を毎晩お楽しみいただけます。
また、夜桜は、館内の一部のレストランからもご覧いただくことができ
ます。旬の料理を味わいながら、心ゆくまでお花見をご堪能ください。

【期

間】

【時
【場
【主

間】
所】
催】

3 月 17 日（金）～4 月 16 日（日）
※桜の開花状況によりライトアップの色が変わります

17：00～23:00
ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿い
東京ミッドタウン
▲過去の様子
約 200m のさくら通りが幻想的な空間に

＜土地の記憶を刻む桜を未来へ＞
開業 10 周年記念 桜の植樹
東京ミッドタウンと港区立檜町公園には、あわせて約 150 本の桜があります。そのうち、48 本のソメイヨシ
ノは旧防衛庁時代からこの地に植えられていました。ソメイヨシノは寿命が 60 年前後と言われています。
東京ミッドタウンでは、「土地の記憶を持った木々を育成していきたい」という想いから、桜の既存樹から取り
木や接ぎ木をして育てた苗木を残す「桜継承プロジェクト」を 2013 年より行っています。
開業 10 周年を記念して、「桜継承プロジェクト」で育てられた苗木を開業日である 3 月 30 日に植樹します。
一般の方も植樹にご参加いただけます。
【日
【時

程】
間】

【場
【主

所】
催】

3 月 30 日（木） ※雨天中止
東京ミッドタウンオフィシャルサイトほかに
3 月中旬に発表いたします
ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
東京ミッドタウン
▲ミッドタウン・ガーデンのさくら通り

＜メッセージ募集＞
植樹に際して、未来へ向けた自分や大切な人への願い、世の中や街への想いを募集します。
「土に還る紙」に書いていただいたメッセージは、桜の苗木のもとに埋めます。
【期
【場

間】
所】

3 月 17 日（金）～3 月 29 日（水） ※なくなり次第終了
ガレリア 1F 店舗「MORABITO」前
【主
催】

東京ミッドタウン

メッセージフラワー ～開業 10 周年の感謝をこめて～
3 月 30 日（木）に開業 10 周年を迎える東京ミッドタウン。感謝の気持ちを込めて、「希望」を意味する一輪
の白いガーベラを先着 300 名の皆様にプレゼントし、クラシック演奏とともにお迎えいたします。
【日
【時
【場
【主

程】
間】
所】
催】

3 月 30 日（木）
11：00～ ※先着 300 名。なくなり次第終了
キャノピー・スクエア
東京ミッドタウン

▲イメージ
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Spring Greeting Gate

（スプリング グリーティング ゲート）

日本の春を表現した華やかなフラワーアートが登場します。春の躍動に満ちた季節感あふれる作品で、
おもてなしの心を込めて皆様をお迎えします。
館内のツリーシャワーでは、美しき日本の春を表現した生命力あふれるフラワーアートが登場します。前半
は雄大で華麗な桜を、後半はあざやかな新緑を、春の花々とともに華やかな色彩で表現します。また、ミッド
タウン・ガーデンの入口には、「春香春風」をテーマにした高さ約 4 メートルの竹のゲートが登場します。生命
の芽吹きや春の到来を感じていただける作品です。
世界に誇る 2 名のフラワーアーティストによる優雅な作品で、春の訪れをお楽しみください。
【期

間】

3 月 17 日（金）～4 月 16 日（日）
※ツリーシャワーは 4 月 8 日（土）に作品を切り替え

【時間・場所】

【主
【協

催】
力】

①ガレリア 1F ツリーシャワー
9：30～0：00（ガレリア 1F 開館時間）
作家：小野寺 衆
②ミッドタウン・ガーデン 外苑東通り沿い
5：00～23：00（ミッドタウン・ガーデン開放時間）
作家：深澤 隆行
東京ミッドタウン
フラワーアートアワード実行委員会
▲昨年の様子（ガレリア）

＜「Tokyo Midtown Award 2016」の受賞作家が集結＞
ストリートミュージアム
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デザインとアートのコンペティション「Tokyo
Midtown Award」。
2016 年度アートコンペ受賞 作 家 6 組 が本 展 覧会 のために制作 した、インスタレーション / 彫 刻 /
絵 画 などの最 新 作 がプラザ B1 に登 場 します。今注目の若手作家の才能と個性あふれる作品をぜひお
楽しみください。
【期
間】
【時
間】
【出展作家】

【場
【主
【料

所】
催】
金】

3 月 17 日（金）～4 月 16 日（日）
6：30～0：30（プラザ B1 開館時間）
「Tokyo Midtown Award 2016」アートコンペ受賞者
（大塚 功季、後藤 宙、齋藤 詩織、副島 しのぶ、
FUKUPOLY、山口 正樹）
プラザ B1
東京ミッドタウン
無料

▲昨年の開催の様子
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同時開催：10 周年記念イベント

「江戸富士（EDO-FUJI）」
10 周年を記念して、「JAPAN, THE BEAUTIFUL」をテーマに、日本が世界に誇るシンボル“富士山”のモニュ
メントが広大な芝生広場に登場します。高さ約 5ｍ、幅約 15ｍのスケールで表現した“富士山”の屋外インスタ
レーションです。
モニュメントの制作は、植物を用いた様々なプロジェクトを国内外で展開し、新たな価値を発信し続けている
プラントハンターの西畠 清順氏が担当します。素材は街路樹などの剪定材をチップ化したバーク堆肥などを使
用し、イベントの終了後は都市開発の堆肥として再利用されます。
さらに、最新テクノロジーを使った演出で「Rhizomatiks Architecture」、斬新なプロジェクションマッピングを使
った演出で「NAKED」が参加します。
東京ミッドタウンの 10 周年に日本を代表する豪華なトップクリエイターが集結し、日本のシンボルである
“富士山”のアートと最新技術を駆使した屋外インスタレーションをご覧いただけます。
【期
【時
【場
【主
【料

間】
間】
所】
催】
金】

3 月 17 日（金）～5 月 28 日（日）
11：00～21：00 ※18：00～21：00 は夜間演出
ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
東京ミッドタウン
無 料

▲イメージ

「江戸富士（EDO-FUJI）」モニュメント制作
そら植物園 代表 西畠 清順（Seijun Nishihata） / プラントハンター
幕末より 150 年続く花と植木の卸問屋「花宇」の五代目。日本全国、世界数十カ国を旅し、収集している植物は数千
種類。日々集める植物素材で、国内はもとより海外からの依頼も含め年間 2,000 件を超える案件に応えている。
2012 年、ひとの心に植物を植える活動「そら植物園」をスタートさせ、植物を用いたさまざまなプロジェクトを多数の
企業・団体などと各地で展開、反響を呼んでいる。
～モニュメントに込めたメッセージ～
日本人はもともと自然との循環のなかで暮らし、有機的な思考をもち、「見立てる」ことや「もったいない」という気持ち
など、特有の文化を育んできました。こんな時代だからこそ、日本人らしい価値観と美意識を。東京の中心に築くこの
「江戸富士」には、そんな大切なメッセージが込められています

【Rhizomatiks Architecture】
2006 年に設立された Rhizomatiks の建築チーム。実験的な建築インスタレーションや空間表現など、今まで Rhizomatiks で培った
様々な手法を展開し、建築の新しい表現を思考・実行する。

【NAKED Inc.】
1997 年、村松亮太郎を中心に、映像ディレクター / デザイナー / CG ディレクター / ライターなどが集まり設立されたクリエイティブ
カンパニー。メディアやジャンルを問わず、映画 / 広告 / TV / インスタレーションなど様々なクリエイティブ活動を続ける。

※2017 年 1 月 12 日「東京ミッドタウン 10 周年」のリリースでお知らせしました本イベントにつきまして、以下の
変更をしております。予めご了承ください。
＜名称＞
変更前： 「（仮称） FUJI-SAN ～“JAPAN, THE BEAUTIFUL”GARDEN～」
変更後： 「江戸富士（EDO-FUJI）」
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