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2022年 12月 15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 

 

新年の幕開けを華やかに彩る催し物が盛りだくさん！ 

「東京ミッドタウンのお正月 2023」開催 
～振る舞い酒や日本文化を体験できる催し物でお正月を満喫～ 

2023 年 1月 2日（月・休）～1月 9日（月・祝） 
 

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2023年 1月 2日（月・休）から 1月 9

日（月・祝）までの期間、新年を祝うおもてなしとして「東京ミッドタウンのお正月 2023」を開催します。 

毎年恒例の獅子舞に、3年ぶりの開催となる振る舞い酒のほか、だるまの絵付け体験、ミニサイズの凧が作れ

るワークショップ、縁日屋台など日本文化を体験できる「お正月遊びの間！」やキッズスタンプラリーなど、ご家族

みんなで楽しめる様々な催し物をご用意しています。 

東京ミッドタウンで、晴れやかな新年の幕開けをお迎えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京ミッドタウンのお正月2023 概要】 

 

  

 

 

 

 

 

＜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 

 

 

 

 

東京ミッドタウンではお客様と従業員の安全・安心を第一に考え、 

新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでおります。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/news/5054/ 

  

お正月らしさ溢れる華やかな催し物 お子様と一緒に楽しめる催し物 

 振る舞い酒  【1/2】 
 獅子舞  【1/2～1/3】 
 書で綴る、東京ミッドタウンからの年賀状 2023 

【1/2～1/3】 

   【1/2～1/3】
   【1/2～1/3】
 

【1/2～1/9】

 

http://www.tokyo-midtown.com/
https://www.tokyo-midtown.com/jp/news/5054/
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●振る舞い酒 

新年最初のおもてなしとして、振る舞い酒を実施します。 

先着 800名様に東京ミッドタウン・オリジナル枡でお配り 

します。 

 

【開 催 日】 2023年 1月 2日（月・休） 

【時 間】 10：45～12：00（予定） 

※無くなり次第、終了 

【場 所】 プラザ 1F キャノピー・スクエア 

【料 金】 無料 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 SAKE SHOP福光屋 

 

 

●獅子舞 

禍(わざわい)を払い、福を呼ぶといわれている「獅子舞」が、 

太鼓と笛の音に合わせて館内を練り歩きます。 
 

【開 催 日】 2023年 1月 2日（月・休）、3日（火） 

【時 間】 ①11：00 ②13：00 

③15：00 ④16：30 

※各回 30分予定 

【場 所】 ガレリア館内 

【料 金】 無料 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 神田囃子睦会 

※飛沫感染防止対策をとった上で実施いたします。 

ソーシャルディスタンスを確保の上、ご鑑賞をお願いいたします。 

 

 

●書で綴る、東京ミッドタウンからの年賀状 2023 

書道家が「東京ミッドタウン・オリジナル年賀状」に 

好きな文字（2文字まで）を書いてお渡しします。 

世界に 1枚の縁起物です。 

 

【開 催 日】 2023年 1月 2日（月・休）、3日（火） 

【時 間】 11：00～16：00 

※予定枚数が無くなり次第、終了。各日先着 500 名様。 

【場 所】 ガレリア 2F lucien pellat-finet前 

【書 道 家】 古賀黎晃(こが れいこう)、伴 心義(ばん しんぎ) 

【料 金】 無料 

※1名様につき 1枚 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 一般社団法人才幹書院 

 

 

 

 

 

▲過去の様子 

▲過去の様子 

▲過去の様子 

お正月らしさ溢れる華やかな催し物 
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●お正月遊びの間！ 

白河だるまの絵付け体験やおさんぽ凧などのワークショップ、縁日屋台、飴細工など日本文化を体験できる大人

も子どもも楽しめる催し物です。 
 
【開 催 日】 2023年 1月 2日（月・休）、3日（火） 
【時 間】 11：00～17：00 
【場 所】 ガレリア B1アトリウム 
【料 金】 有料（現金のみ） 
【主 催】 東京ミッドタウン 

 

白河だるまの絵付け体験 

約 300 年の歴史がある「白河だるま」は、眉は鶴、ひげは亀、あごひげは松、び

んひげは梅、顔の下には竹を模様化した「鶴亀松竹梅」を取り入れた縁起の良い

だるまです。絵付けして世界でひとつのだるまをつくります。完成しただるまには、

講師が金色の墨汁で好きな言葉を筆で描いてくれます。 
 
【開催時間】 11：00～17：00 

（受付終了 16：30） 
※先着順 

【制作時間】 約 30分 
【対象年齢】 小学生以上 
 

おさんぽ凧をつくろう！ 

誰でも簡単に揚げることができる、約 10cmのかわいらしい凧です。 

さまざまな文様から選んで、オリジナルの凧をつくってみませんか。 
 
【開催時間】 11：00～17：00（受付終了 16：50） ※先着順 
【参 加 費】 500円（税込） 
【協 力】 金長特殊製紙株式会社 
 
 

みんな大好き！バルーンワークショップ 

展示見本を参考にパフォーマーと一緒に好きな形のバルーンを作ります。 
 
【開催時間】 11：30、13：00、14：00、15：00、16：00 

※各回とも 11：00受付開始(各回 15名程度)。参加は 1名様につき 1回まで 
【制作時間】 約 30分 
【対象年齢】 5才以上 
【参 加 費】 300円（税込） 

【講 師】 バルーンパフォーマーせつこ 
 

縁日屋台 

新年を盛り上げる、大人から子どもまで楽しめる縁日屋台が登場。 

「射的」「輪投げ」「ヨーヨーすくい」を楽しめます。 
 
【開催時間】 11：00～17：00 
【料 金】 300円（税込） / 1回 
 
 
 

飴細工 

90℃程まで熱してやわらかくした飴を素手と握りバサミ一本で、お客様の要望に

応じて美しく造形します。 
 
【開催時間】 11：00～17：00（受付終了 16：30） ※先着順 
【料 金】 500円～（税込）   
【飴 細 工 師】 花輪茶之介 
※販売商品は観賞用です、お召し上がりいただけません。 

※制作済み商品(観賞用)の展示販売もいたします。 
※制作本数は 1時間に 10本ほどとなりますので予めご了承ください。 

お子様と一緒に楽しめる催し物 

 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

【参 加 費】 1,000円（税込） 
【講 師】 書道家イラストレーター 松尾由里子 
【協 力】 白河だるま総本舗 



4 

●渋谷画劇団 「紙芝居 SHOW」 

お正月に相応しい紙芝居で、新年の始まりを楽しみます。 

 

【開 催 日】 2023年 1月 2日（月・休）、3日（火） 

【時 間】 11：30、13：30、15：30（各回約 25分） 

【場 所】 ガレリア 3F IDÉE SHOP/IDÉE CAFÉ PARC 前 

【料 金】 無料 

【紙芝居師】 ヤムちゃん 他 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

 

 

●お正月キッズスタンプラリー「かさねおし版画カード」 

スタンプを重ねて捺していくと、カラフルな一枚の作品に仕上がる

版画のようなスタンプラリー。5か所を回ると 2023年の干支であ

る可愛いうさぎがあらわれます。足元のペダルを踏むことでスタン

プができる「フミポン」で、直接手を触れずにお楽しみいただけま

す。 

 

【開 催 日】 2023年 1月 2日（月・休）～1月 9日（月・祝） 

【受付時間】 11：00～19：30※台紙配布・参加賞交換時間 

【場 所】 館内各所（5か所） 

※台紙配布・参加賞交換場所は 1Fガレリアインフォメーション

（メインカウンター）および B1プラザインフォメーション 

【料 金】 無料（参加賞あり） 

【対 象】 小学生以下 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

 

 

 

詳細はこちらから 

▼東京ミッドタウンのお正月 2023 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/6325/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ヤムちゃん 

▲イメージ 
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東京ミッドタウンの冬の風物詩、「MITSUI FUDOSAN MIDTOWN ICE RINK（三井不動産 ミッドタウン アイスリ

ンク）」が今年もウィンターシーズンを通して開催中。都内の屋外スケートリンクでは最大級かつ、本物の氷の上で

スケートができ、日中は澄み切った冬空の下開放的な空間で、夜は柔らかな光に包まれ昼間とは違う雰囲気の中

で、この街ならではのスケート体験をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUI FUDOSAN MIDTOWN ICE RINK開催概要 

詳細はこちらから 

▼MITSUI FUDOSAN MIDTOWN ICE RINK 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/icerink/ 
 
 
＼アイスリンクを楽しんだ後は「あったかメニュー」でほっと一息／ 
館内のカフェやレストランでは、2023年 2月 26日（日）までの期間、スケートで冷えた身体に嬉しいホットフードや
スイーツ、ドリンクが味わえる「あったかメニュー」フェアを開催しています。一部のメニューは「MITSUI FUDOSAN 
MIDTOWN ICE RINK」の受付時にお渡しするカフェ＆グルメチケット対象メニューとなりますので、ぜひアイススケ
ート体験と合わせてお楽しみください。 
 

<カフェ＆グルメチケット対象メニュー例> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※カフェ＆グルメチケットご利用時は、「もつ鍋」と「かけうどん」はテイクアウトでのお渡しとなります。 

開 催 期 間 2022年 11月 17 日（木）～2023年 2月 26日（日） 

※2023年 1月 1日（日・祝）は休館日のためクローズ 

営 業 時 間 11：00～21：00(20：00最終入場） 

※荒天時や当日の気温により、営業時間や開催内容が予告なく変更・中止になる場合があります。 

会  場 芝生広場 

主催・企画 東京ミッドタウン 

協  賛  

▲昼のイメージ(過去の様子) ▲夜の様子 

▲もつ鍋・水炊き KOGANEYA 

もつ鍋(醤油・味噌・旨辛) 

 

▲伊吹うどん 

かけうどん 
▲粥茶館 糖朝 

エッグタルト(1個)・マンゴフルーツティー 

＼好評開催中／ 

「MITSUI FUDOSAN MIDTOWN ICE RINK」 

青空の下、都会の真ん中で自然を感じるアイススケートを 
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※ 掲載写真はイメージです。 
※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※ 最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大および天災等の 
 状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京ミッドタウンは、広大なグリーンと 6 つの建物からなる複合都市です。 

街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。 
 

四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや 

「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。 

そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。 
 

それらを融合させることで 

訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/ 

 
 

 

 

 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球が

ともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、つまり ESG経営を推進し

ております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、

「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021 年 11 月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバー

シティ＆インクルージョン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを

通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。  
 

【参考】 ・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」  

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」  

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

※なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における 1つの目標に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■「三井不動産９BOX感染対策基準」について 

当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、今

後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医

学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産９BOX

感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、

住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示

することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。 

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。 

※参考リリース：https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/ 

目標１１ 住み続けられるまちづくりを 

三井不動産グループの SDGsへの貢献について 

 

東京ミッドタウンについて 

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/

