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東京ミッドタウンで秋空の下でゆったりと過ごす上質な時間

秋イベント「MIDTOWN RELAX PARK 2016」開催
こだわりのメニューと共に“上質な都心のアウトドア”を満喫する屋外ラウンジが登場！
芝生の上で、ヨガや映画を堪能し、心地よく秋の夜長を過ごすイベントを開催！
2016 年 9 月 2 日（金）～10 月 2 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、9 月 2 日（金）から 10 月 2 日（日）まで、緑豊かな屋外で
秋の夜長を豊かに過ごして頂けるイベント「MIDTOWN RELAX PARK 2016」（ミッドタウン リラックス パーク）を開催します。

▲秋の夜長、映画を楽しむ（昨年の様子）

▲グラマラスプレートで外の時間を楽しめる、「MIDPARK LOUNGE」（イメージ）

▲芝生の上でリラックスできる、人気のヨガ（昨年の様子）

今年、装い新たに登場する「MIDPARK LOUNGE（ミッドパーク ラウンジ）」は、秋の夜長をゆったりと寛いでお過ご
しいただける「上質な都心のアウトドア」をコンセプトに開催します。秋風を感じながら、ザ・リッツ・カールトン東京が提供
するメニューを「モエ・エ・シャンドン」と共にお楽しみいただけます。グランピングや都心でのバーベキューなど、「屋外で
上質な時間を過ごす」ことが支持されている昨今、東京のまん中で緑に囲まれながら、上質な時間をお楽しみいただけ
るラウンジです。
また、2,000 ㎡もの広大な芝生広場では、毎年恒例の屋外ヨガ「MIDPARK YOGA（ミッドパーク ヨガ）」はもちろんの
こと、秋の夜長をお楽しみいただける屋外シネマ「MOËT MIDPARK CINEMA（モエ ミッドパーク シネマ）」も開催いた
します。ぜひ、秋の夜を特別な空間でお過ごしください。

【MIDTOWN RELAX PARK 2016】
2016 年 9 月 2 日（金）～10 月 2 日（日）
＜MIDPARK LOUNGE＞登場！
ザ・リッツ・カールトン東京が提供するお料理と、「モエ・エ・シャンドン」と共に楽しめる、
「上質な都心のアウトドア」を堪能いただける屋外ラウンジが登場！
PICK UP!

PICK UP!

＜MOËT MIDPARK CINEMA＞
秋の夜長の映画鑑賞。芝生の上に自由に座り、「華麗なるギャツビ―」や
「コードネーム U.N.C.L.E.（アンクル）」などの人気作品を上映する屋外シネマを開催！
Feature

＜MIDPARK YOGA＞
芝生の上で、夏の疲れを癒し、心とカラダをメンテナンスする人気イベントは、
アシュタンガヨガやハタヨガなど幅広いラインナップで開催！
▲イメージ

＜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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MIDPARK LOUNGE（ミッドパーク ラウンジ）
緑豊かなミッドタウン・ガーデンでは、“上質な都心のアウトドア“を楽しんでいただける期間限定ラウンジが登場し
ます。おもてなしの深さが世界中で知られる「ザ・リッツ・カールトン東京」がラウンジを運営し、提案するメニューは秋の
風をゆったりと楽しんでいただくのにふさわしい、こだわりのラインナップ。シャンパン「モエ・エ・シャンドン」とともに、贅沢
な夜をお過ごしいただけます。
優雅にキャンプを楽しむ「グランピング」や、都心でのバーベキュー施設など、こだわり
の設えでアウトドア空間を過ごすことが注目されているなか、東京のまん中で気軽に、
自然に囲まれた上質な時間をお過ごしいただけるラウンジです。
【期
【時

間】
間】

【場
【主
【協
【運

所】
催】
力】
営】

2016 年 9 月 2 日（金）～10 月 2 日（日） ※荒天中止
平 日／17：00～22：00 （ラストオーダー 21：30）
土日祝／12：00～22：00 （ラストオーダー 21：30）
ミッドタウン・ガーデン
東京ミッドタウン
モエ・エ・シャンドン
ザ・リッツ・カールトン東京
▲屋外でも気軽にシャンパンが楽しめる
モエ アンペリアルのミニボトル
「ミニ モエ（200ｍｌ）」

＜PICK UP！＞
ザ・リッツ・カールトン東京によるこだわりのメニュー

屋外でのパーティーを楽しんでいただけるよう、ザ・リッツ・カールトン東京が
ご用意するのは、2 名様用 / 4 名様用の「グラマラスプレート」。
ベトナム風キヌアサラダ、海老のマリネなどの前菜から、野菜のトルティーヤ
ロール、シャルキュトリー、ブラウニーやフレッシュフルーツのデザートまでのフル
コースが揃います。ファミリーやカップル・友人同士でこだわりのメニューを味わい
ながら、屋外で上質なパーティーをお楽しみください。
▲グラマラスプレート（4 名用） ￥11,000
※画像はイメージ

＜PICK UP！＞
緑に囲まれながら、ソファに座って「モエ・エ・シャンドン」を味わう
上質な秋の夜
ラウンジでは、ゆったりと過ごせるソファ席もご用意。こだわりの食事と共に秋の
夜長をリラックスして楽しんでいただける屋外空間を演出します。
270 年にも及ぶ歴史と伝統を持つシャンパン メゾン「モエ・エ・シャンドン」のモエ
ア ン ペ リ ア ル ミ ニ ボ ト ル 「 ミ ニ モ エ （ 2 0 0 m l ） 」 を 片手に 、 上質な 時間を
お過ごしいただけます。
▲イメージ

＜Features＞
ザ・リッツ・カールトン東京が誇るシェフがメニューを監修
ザ・リッツ・カールトン東京の副総料理長、フランケリー・ラルームがグラマラスプレートのほか、
単品でも楽しめるこだわりのメニューを提案します。秋の夜をスペシャルにお過ごしください。

▲バスク風チキン ライス添え
￥1,800
トマトとパプリカを柔らかくなるまで煮込み
ました。さっぱりと酸味の効いたチキンを
ライスとともにお召し上がりください。

▲チェリートマトサラダ（モッツァレラ、
バジルピストー） ￥950
色々な種類の新鮮なチェリートマトを、
みずみずしいモッツァレラチーズと爽や
かなバジルの香りとともに。

▲左）チョコレートブラウニー ￥900
右）クラフティー ￥750
チョコレートをたっぷりと使いしっとりとした
ブラウニーと、フランスで人気のチェリーを
使ったクラフティー。

※価格は全て消費税込

フランケリー・ラルーム
（ザ・リッツ・カールトン東京 / 副総料理長）
フランス、トルコ、上海など世界各国の一流レストランやホテルで研鑽を積み、パリのパヴィリヨン・レドワイエン、ヴ
ァランスのメゾン・ピック、ロアンヌのメゾン・トロワグロ、カンヌのラ・パルム・ドールといったフランスの名だたるミシ
ュラン獲得レストランで活躍。2014 年よりザ・リッツ・カールトン東京の洋食レストラン・宴会調理部門を統括する副
総料理長に就任。
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MOËT MIDPARK CINEMA（モエ ミッドパーク シネマ）
都心のまん中の広大な芝生広場で、リラックスしながら映画鑑賞を楽しんでいただける屋外シネマが登場。秋空の
下、開放的な空間で「華麗なるギャツビ―」や「コードネームU.N.C.L.E.（アンクル）」などの、モエ・エ・シャンドンが
歓喜に満ちたお祝いのシーンを演出している人気映画をご鑑賞いただけます。
秋風を感じながら、隣接するラウンジのお食事や、シャンパン「モエ アンペリアル」のミニボトル「ミニ モエ（200ml）」
を片手に映画鑑賞をし、グラマラスな秋の夜長をご堪能ください。
【期

間】

【時

間】

【場
【定
【料
【主
【協

所】
員】
金】
催】
賛】

2016年9月16日（金）～9月19日（祝・月）
9 月 22 日（祝・木）～9 月 25 日（日）
※雨天・荒天中止
18：30 受付開始
19：00 上映開始
ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
先着100名
無料
東京ミッドタウン
モエ・エ・シャンドン

▲イメージ

【上 映 作 品 例】
「華麗なるギャツビ―」（2013年）
1925年に出版されたアメリカ文学の最高峰が映画化された作品。
アメリカ東海岸の20年代の熱狂を華麗に描いています。エレガントで歓喜に満
ちたお祝いのシーンをモエ・エ・シャンドンがグラマラスに演出しています。
©2013 Bazmark Film III Pty Ltd

「コードネームU.N.C.L.E.（アンクル）」（2015年）
1960年代にアメリカや日本で放映された大ヒットテレビドラマ「0011
ナポレオン・ソロ」を、『シャーロック・ホームズ』シリーズのガイ・
リッチー監督がリブートしたスパイ・アクション・エンターテイメント！
華やかなパーティーシーンでモエ・エ・シャンドンがスクリーンを彩り
ブルーレイ&DVD 絶賛発売中 発販元：ワーナ・ブラザース ホームエンターテイメント
ます。
©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC ALL RIGHTS RESERVED
※画像使用をご希望の場合は、PR 担当へ必ずご一報ください。また、ご使用の際には、各コピーライト・発売情報を必ず付記頂けま
すようお願いいたします。

MIDPARK YOGA（ミッドパーク ヨガ）
夏の疲れた体を癒し、秋風の中リラックスしながら心とカラダをメンテナンスする、人気の無料ヨガイベント。コナミスポーツ
クラブ協力のもと、広大な芝生の上で、ダイナミックなポーズを行う「アシュタンガヨガ」やヨガのルーツとされる「ハタヨガ」な
ど、毎回異なるインストラクターの指導で、様々なヨガ体験をお楽しみいただけます。また、今回は 9 月 15 日（木）の中秋の
名月の下行う「月見ヨガ」も開催いたします。
【日

時】

＜平日＞夜ヨガ 19：30～20：30（受付 19：00～）
2016 年 9 月 6 日（火）、7 日（水）、13 日（火）、14 日（水）、
15 日（木）、20 日（火）、21 日（水）、27 日（火）、28 日（水）
＜週末＞朝ヨガ 9：30～11：00（受付 9：00～）
2016 年 9 月 3 日（土）、17 日（土）、24 日（土）
10 月 1 日（土）
※雨天中止。中止の際は東京ミッドタウンオフィシャルサイトにてお知らせ
※各日の実施詳細は決定次第ご案内します
※開催期間は変更になる場合がございます

【場
【料
【主
【協

所】
金】
催】
力】

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
無料
東京ミッドタウン
コナミスポーツクラブ

▲「ミッドパーク ヨガ」過去の様子
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＜PICK UP！＞
秋の夜、芝生のうえで裸足になってリラックス。
月のパワーを感じながら行うお月見ヨガも開催！
9 月 15 日（木）は十五夜の日。中秋の名月を眺めながら、深いリラックスを感じ
るヨガを、栗原冬子さんを講師にむかえ、開催します。
秋の大きくてまんまるのお月様からパワーをたくさんもらいながら、芯から呼吸
し、夏の疲れをリセットしましょう。
▲「ミッドパーク ヨガ」過去の様子

【ミッドパーク ヨガ 実施プログラム・講 師 例】
＜アシュタンガヨガ＞

＜月ヨガ＞

ケン・ハラクマ

栗原 冬子

日本のヨガの第一人者として、国内外にて幅広いヨ
ガの指導とワークショップを行い、「ミッドパーク ヨ
ガ」でも誰もが楽しくヨガに触れられるようなクラスを
開催し人気を集めている。日本最大のヨガイベント
「ヨガフェスタ」 の発起人の一人。

国際線 CA から転身し、ヨガ・ピラティスインストラクタ
ーとして美容と健康をトータルデザインしている。オ
リジナルメソッド Yogaroma や、アロマブランド FYK
も展開。ミッドパーク ヨガをはじめ、多数のヨガイベ
ントに出演。

＜イシュタヨガ＞

＜ハタヨガ＞

野沢 和香

アンジェラ・磨紀・バーノン

モデルとして雑誌『VERY』『yoga JOURNAL』、TV
『ヒルナンデス！』で活躍中。スタイルにとらわれな
い楽しい Yoga 指導に定評がある。

ハワイではプロサーファー・カリスマロコサーファーと
して活動する傍ら、ヨガインストラクターとしても活
躍。

【 同時開催イベント 】 和紙キャンドルガーデン―TOHOKU2016―
学生が心を込めて手で漉いた手すきの和紙にメッセージを書いてもらい、キャンドルに仕立てる「和紙
キャンドルガーデン」。多摩大学村山貞幸ゼミ「日本大好きプロジェクト」が毎年東日本大震災の被災地
を巡り、
「いまの想い」を各地の方々に書いていただくという活動をしています。今年は東北の40市町村を
訪問し、約3,000人の想いが詰まった和紙キャンドルを、東北の子供達と漉いた和紙と共に灯します。
※9月8日（木）にはプレスプレビューを予定しております。詳細はお問い合わせください。
【日
時】
【時
間】
【場
所】
【主
催】
【企画・運営】

2016 年 9 月 9 日（金）～9 月 11 日（日）
17：00～21：00 ※雨天中止
ミッドタウン・ガーデン、芝生広場 他
東京ミッドタウン
多摩大学村山貞幸ゼミ
「日本大好きプロジェクト」

※昨年開催の様子
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