2015 年 6 月 18 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

日本の夏の涼を五感で愉しむ

「MIDTOWN ❤ SUMMER 2015」メインイベント決定！
都会のまん中にオアシススポットが出現！“ひかり花火”も登場！

”SUMMER LIGHT GARDEN”開催
観て、聴いて、触れて、味わって。楽しい夏を都心で過ごせる、東京ミッドタウン
2015 年 7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日）

※イルミネーションで表現された涼を感じる水の世界 イメージ

※“ひかり花火” イメージ

※“ひかり花火”ナイアガラ イメージ

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2015 年 7 月 17 日（金）から 8 月 30 日（日）まで
の期間、恒例の夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2015』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。
今年は、“日本の夏の涼を五感で愉しむ”をテーマに、日本の夏を感じられるイベントを多数ご用意します。
広大な芝生広場をステージに、イルミネーションによって表現された清流と“ひかり花火“を楽しんでいただく
「SUMMER LIGHT GARDEN」（サマー ライト ガーデン）を初開催。この夏、東京のまん中で音楽と共に色
鮮やかな“ひかり花火”が毎夜打ちあがります。また、音で涼を感じられる風鈴を使った館内装飾や、小川に
足を浸けていただく「ASHIMIZU」など、日本ならではの涼をお楽しみいただけます。東京ミッドタウンで「都会の
中の自然 ※ 」を感じながら、夏の暑さをひととき忘れられるような時間をお過ごしいただけるイベントが揃います。

【MIDTOWN ♥ SUMMER 2015】
2015 年 7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日）
＜主なイベント＞


SUMMER LIGHT GARDEN
イルミネーションで表現する日本の夏。東京のまん中で毎夜、“ひかり花火”を楽しめます



BACARDI MIDPARK CAFE
毎年大人気の屋外カフェにて今年は旬のフルーツを使った限定メニューが続々登場！



OVER THE RIIIIIIINBOW ～風鈴音色～
クリエイティブディレクター菱川勢一氏とコラボレ―トした風鈴装飾が登場します



ASHIMIZU
いつもの街で裸足になり、水に触れる開放感。小川で過ごす、都心の夕涼みです
※BACARDI MIDPARK CAFE メニューイメージ

※東京ミッドタウンは開発区域の 40％以上を緑化するなど緑豊かな空間を創り出している施設として、
公益財団法人 都市緑化機構により「都市のオアシス」の認定を受けています

■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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イルミネーションで「日本の夏の涼」を満喫するイベント
SUMMER LIGHT GARDEN（サマーライトガーデン）
今年、東京ミッドタウンのメインイベントに、夏の夜を彩るイルミネーションが初登場いたします。
芝生広場には涼を感じる“ひかりの清流”が現れ、特別演出として“ひかり花火”も登場します。東京のまん中で
「日本の夏の涼」を毎晩お楽しみいただけます。
【期
【時

間】
間】

【場
【料
【主

所】
金】
催】

7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日） ※荒天中止
18：30～23：00（予定）
※ひかり花火特別演出：1時間に3回、各回6分程度（予定）
芝生広場
無料
東京ミッドタウン

都会のまん中に涼を感じる光のオアシススポット“ひかりの清流”が出現！

広大な芝生広場にゆったりと流れる約70mの光の川の向こうには、
高さ約8m×横幅約30mのダイナミックな滝を表現します。
涼しげな水の音と共に、蒸し暑い都会の夜からひととき抜け出すような
「日本の夏の涼」を感じる時間をお楽しみください。

▲日本の夏の涼を表現する川のむこうには
光でつくり出す清流が出現

【特別演出】イルミネーションで表現する“ひかり花火”も登場！！
特別演出として、色鮮やかな“ひかり花火”が打ち上がります。音楽と共に、芝生広場に大小様々な仕掛け花火が
登場！東京のまん中で、イルミネーションで表現された“ひかり花火”をお楽しみいただけます。
［ポイント］

最大約8mの大輪や10連発のスターマイン、
迫力あるナイアガラフォールなど様々な光の仕掛け花火が音楽と共に打ち上がります。

［ポイント］

クライマックスには音楽と共に色鮮やかな光の花火が次々と打ちあがります。
花火の光が小川に反射し、まるで川のほとりで花火を眺めているような夏の光景をお届けします。

▲直径約 8m のダイナミックな大輪

▲高さ約 8m、横幅約 30m。
スケールのあるナイアガラフォール

2

▲色鮮やかな、様々な光の花火と
音による演出

人気の期間限定カフェでは、“ひかり花火”と一緒に楽しめるすいかモヒートなどが登場！

BACARDI MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパークカフェ）
暑い夏に木陰で涼を愉しめる、ミッドタウン・ガーデンでは都会的な時間を過ごすことができる「BACARDI
MIDPARK CAFE（バカルディ ミッドパークカフェ）」が期間限定で今年もオープン。“世界No.1（*1）のプレミアムラム
BACARDI”の全面協力により、ミントをたっぷり使用したバカルディ モヒートのほかにBACARDI MIDPARK
CAFEオリジナルメニューとして、生のフルーツを器にしたメガモヒートが登場。すいかやパイナップルなど夏のフル
ーツを存分に味わえる、目にも楽しいこのメニューは、都会で過ごす夏の夜をさらに盛り上げます。
*1 2013年IWSR社調べ／*2 バカルディ社調べ

【期
【時

【場
【席
【主
【協

間】 7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日） ※雨天中止
間】 （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）
※8月10日（月）～8月14日（金）は12：00オープン
所】 ミッドタウン・ガーデン
数 】 100席程度
催】 東京ミッドタウン
賛】 バカルディ ジャパン

▲昨年の様子

夏を盛り上げるルックス、メガモヒートがフルーツと一緒になって新登場！

※画像はイメージ

生のフルーツも楽しめるメガモヒート
＜左から＞
- メガモヒート
3,500 円
- メガすいかモヒート 5,000 円
- メガパインモヒート 2,000 円
※週替わり・数量限定

夏の味を楽しめるモヒートかき氷

フレッシュフルーツモヒート

生のミントが爽やかに香る新しい味わい
氷と一緒に食べられる生のミントが香る、
モヒート味のかき氷が登場！
-

生のフルーツを楽しめる
週替わりのモヒート
-

モヒートかき氷 600 円

週替わりフレッシュフルーツ
モヒート（白桃・すいかなど）
800 円

夏の夜に寄り添う、こだわりのフードメニュー
ハワイで話題のフリフリチキンやバカルディラムで浸けたスペアリブが登場
-

ロティサリーフリフリチキン ハーフ 1,000 円/フル 1,800 円
スペアリブ バカルディ オークハート風味 900 円/本
スペシャル BBQ プレート（フリフリチキン、スペアリブ、スモークソーセージ、フライドポテト） 2,400 円

※上記の他にもソフトドリンク、様々なフードをご用意しております。※メニューは変更となる可能性があります。値段は全て税込み

MIDPARK CAFE が魅力的な空間へと進化！
都心ながらいっぱいの緑を楽しんでいただける、ミッドパークカフェ。今春、照明や
テーブルを一新し、よりくつろげる空間になりました。
カフェ内に設置されているダストボックスは、プロダクトデザイナーの柴田文江さんが
デザイン。木の風合いと硬質な鉄のコントラストによって、都会の中にある緑豊かな
安らぎの場 東京ミッドタウンらしいダストボックスができました。
▲ダストボックス イメージ
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聴いて、触れて。
「日本の夏の涼」をさらに満喫できるイベント

OVER THE RIIIIIIINBOW ～風鈴音色～（オーバー ザ リーンボー）
東京ミッドタウンの館内では、21_21 DESIGN SIGHT 企画展「動きのカガク展」に連動し、本展ディレクター
菱川勢一氏が率いるクリエイティブカンパニー、ドローイングアンドマニュアルによる風鈴展示が館内に登場。夏の
空をイメージした虹色のオ―ガンジーの装飾とリンクするように、7種類の風鈴の音色で涼を奏でます。7種類の
異なる風鈴の音色がかけ合わさり、無数の音になって奏でる夏の涼をお楽しみください。
【期
【時
【場
【主
【協

間】
間】
所】
催】
力】

7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日）
11：00～21：00
ガレリア館内
東京ミッドタウン
21_21 DESIGN SIGHT
菱川勢一
クリエイティブディレクター／映像作家
写真家、DRAWING AND MANUAL
ファウンダー、武蔵野美術大学教授
2015 年 6 月 19 日（金）～9 月 27 日（日）
開催の 21_21 DESIGN SIGHT 企画展
「動きのカガク展」ディレクターを務める。
▲イメージ

ASHIMIZU （アシミズ）
ミッドタウン・ガーデンを流れる小川に足を浸し 、都心にいながら「日本の夕涼み」を堪能いただける、
「ASHIMIZU」。日中は色鮮やかな朝顔、夜にはイルミネーションをともした幻想的な空間で、皆様をお迎えします。
【期

間】 7 月 17 日（金）～8 月 30 日（日）※雨天中止

【時
【場

間 】 14：00～20：00
※イルミネーション点灯時間 17：00～22：00
所 】 ミッドタウン・ガーデン

【料
【席
【主

金 】 無料 ※タオルの販売あり（100 円）
数】 70 席
催】 東京ミッドタウン

※月曜定休 7/20（月・祝）は実施、この週のみ 7/21（火）定休

▲ASHIMIZU（イメージ）

親子で楽しむ、東京ミッドタウンの夏休み
なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン／六本木打ち水大作戦
夏 休 みに楽 しめる、キッズ向 けワークショップなどのプログラムがさらに進 化 し、
様々なイベントをご用意するとともに、7 月 23 日（木）の「大暑の日」には、地元
町会や商店街振興組合等と連携し、「六本木打ち水大作戦」を開催します。
各詳細は別途ご案内いたします。
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▲昨年の様子

