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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 夏の恒例イベント「MIDTOWN ❤ SUMMER 2015」 

「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」開催 
デザインやアートを通して遊んで学ぶ、お子様向けイベントが目白押し！ 

 

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）では、2015年7月17日（金）から8月30日（日）まで、

豊かな緑に囲まれて夏を満喫する恒例の夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2015』（ミッドタウン ラブズ 

サマー）を開催いたします。 

「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」は、『MIDTOWN ❤ SUMMER 2015』の期間中に開催する、 

お子様向けのスタンプラリーやワークショップなど、毎年ご好評をいただいている体験型イベントです。ご家族や

お友達と一緒にご参加いただける企画も多数揃います。夏休みの楽しい思い出作りにぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. ぺたぺたミュージアム～びじゅチューン！世界
せ か い

ツアー～ 
 

東京ミッドタウンで毎夏好評のスタンプラリー、「ぺたぺたシリーズ」の第 6弾。今年は、パスポート型の台紙

に世界各国のアート・スタンプを集めて、自分だけのミュージアムを完成させます。NHK Eテレの番組「びじゅ

チューン！」で井上涼さんがユニークに表現した世界の名画・アートのキャラクターがスタンプになります。 

 

【期 間】 7月 17日（金）～8月 30日（日） 

【時 間】 11：00～18：00 

【場 所】 東京ミッドタウン全域 

【料 金】 無料 ※なくなり次第終了 

【対 象】 小学生以下 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協  力】 NHKエデュケーショナル 
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2. みんなでつくろう日本の夏 
 

「日本の夏」をテーマに、ワークショップ形式で夏の涼を感じられるものを作るプログラムです。 

夏の思い出に、家族やお子さま同士でお楽しみいただけます。期間中には日替わりで毎日ワークショップを開催。

詳細なスケジュールは 7月 9日（木）より順次公開予定の東京ミッドタウン公式サイトでお知らせします。 

 

 メインワークショップ 

「みんなでぬりえアニメをつくろう ～見返りすぎてほぼドリル・ゆかた編～」 

「びじゅチューン！」で「見返り美人」をテーマに井上涼さんが描いたイラストの着物に、夏らしい文様を描いたり

涼しげな色を塗ったりしてゆかたにしよう。完成したぬりえをスキャナで取り込むと、みんなのぬりえがつながっ

て、美人がくるくるふりかえるアニメーションができあがります。描いたぬりえはお持ち帰りいただけます。 

アニメーションの原理について、楽しく学べるワークショップです。 
 

【期 間】 8月 8日（土）～8月 16日（日） 

【時 間】 11：00～18：00 ※なくなり次第終了 

【場 所】 アトリウム 

【料 金】 無料  

【対 象】 未就学児～小学生 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【協 力】 NHKエデュケーショナル 
そのほか、武蔵野美術大学デザインラウンジなどによる 

ワークショップを日替わりで実施いたします。 

 

3. 親子で探検 環境ツアー 
 

都心では貴重な豊かな緑地を有する東京ミッドタウンが、どんな環境対策を行っているかをご紹介する 

ツアーです。普段は入れないビルの裏側にご案内します。 
 

【期 間】 8月 7日（金）・8日（土）  

【時 間】 9：30～12：00／14：00～15：30（1日 2回） 

【場 所】 東京ミッドタウン内各所 

【料 金】 無料 ※要事前申込 

【主な対象】 小学校低・中学年のお子さまと保護者 

【定 員】 各回 15組 30名程度 

【申込方法】 7月 17日（金）より、東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付 

※応募者多数の場合は抽選 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

4. 親子で防災トレーニング 
 

 震災が起きた時、どのように考え、どのような行動をとればよいのか。ワークショプを通じて親子でキズナ 

（共助）を学びます。 
 

【期 間】 8月 23日（日）、30日（日） 

【時 間】 13：00開場 13：30 開始（予定）  

【場 所】 東京ミッドタウン ホール 

【料 金】 無料 ※要事前申込 

【主な対象】 小学校低・中学年のお子さまと保護者 

【定 員】 各回30組60名程度 

【申込方法】 7月 24日（金）より、東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付  

※応募者多数の場合は抽選 

【主 催】 東京ミッドタウン 
▲イメージ 

▲見返り美人 
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5. サントリー美術館 「なつやすみ☆こどもラウンジ」 
 

展示作品に関連したぬりえや、スタンプを使ったオリジナルうちわ作りなど、その場で参加できる子ども向け 

プログラムのブースや休憩コーナーを設置します。入館すれば、どなたでも無料で楽しめます。 
 

【期 間】 8月 14日（金）～16日（日） 

【時 間】 11：00～16：00 

【場 所】 サントリー美術館 6階ホール 

 【料 金】 無料、事前申し込み不要※入館料別途必要 

【主な対象】 小・中学生推奨 

 【問い合わせ】 サントリー美術館 ／ 03-3479-8600 

 【主 催】 サントリー美術館  

 

 

6. フジフイルム スクエア  
【夏休み自由研究】 「飛行機のふしぎ」 空を飛ぶって？ 
 

航空に関連した乗り物や仕事をテーマとした、大きな写真パネルを展示し、会場内で各分野のスペシャリストに

よるギャラリートークを行います。「航空機の機長になるには？」「客室乗務員の仕事って？」など普段聞くこと

のできない現場の方々のお話を楽しむことができます。 
 

【期 間】 8月 21日（金）～ 8月 27日（木） 

【時 間】 11：00～／14：00～ （約 50分） 

   ※ 詳細は決定次第HPで告知 

【場 所】 FUJIFILM SQUARE（フジフイルムスクエア） 

 【料 金】 無料、参加申し込み不要 

【主な対象】 小学 4年～6年生（保護者同伴） 

  中学 1年～3年生の自由研究向き 

 【問い合わせ】 フジフイルム スクエア ／ 03-6271-3350 

 【主 催】 富士フイルム株式会社 

 【監 修】 日本航空写真家協会 

 

■併設写真展 

日本航空写真家協会写真展「SKYGRAFFITI 2015」／「飛行機フォトグラファー’s 作品展」 

【期 間】 8月 21日（金）～ 8月 27日（木） 

【時 間】 10：00～19：00（最終日は 16：00まで／入館は 10分前まで） ※期間中無休 

 

7. 東京ミッドタウン・デザインハブ・キッズウィーク 2015 
 

「デザイン」や「ものづくり」がテーマの子ども向けワークショップ。個性的なクリエイターや企業のデザインチーム

に属している方が先生を務める、デザインハブならではのユニークなワークショップを連日開催します。 
 

【期 間】 8月 3日（月）～8月 12日（水） 

【時 間】 企画により実施時間が異なります 

【場 所】 東京ミッドタウン・デザインハブ 

【料 金】 無料（一部有料あり）※要事前確認 

【主な対象】 企画により異なります 

【問い合わせ】 東京ミッドタウン・デザインハブ ／ 03-6743-3776 

【主 催】 東京ミッドタウン・デザインハブ 
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8. サン・フルーツ キッズセミナー 「おかやまフルーツ博士認定講座」 
 

親子で楽しみながら岡山県産のフルーツについて学んで触れて食べられる、フルーツを親子でまるごと楽しめる

セミナーです。 「おいしい桃のできるまで」や「ぶどうの種類」について、JA 岡山一宮選果場果樹部会の池宗さんに

お話いただき、最後にクイズを出題。正解した親子の方には「おかやまフルーツ博士認定証」を発行いたします。 

 また、セミナーのなかで作成するブドウの標本をお持ち帰りいただけ、さらに後日、池宗さんの作った桃がご自宅

へ届きます。 
 

【期 間】 8月 8日（土） 

【時 間】 13：30～14：30／15：30～16：30 

【場 所】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 

【料 金】 無料 

【主な対象】 小学生のお子さまと保護者（お子さまのみの参加も可） 

【定 員】 各回 10名 

【申込方法】 先着順（事前申込受付中） 

【問い合わせ】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 ／ 03-5647-8388 

【主 催】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 

【共 催】 岡山県 

【協 力】 JA全農おかやま、JA岡山一宮選果場果樹部会 

 
 
9. IDÉE SHOP/IDÉE CAFÉ PARC 「let’s light!をつくろう」 

 

1 枚の展開図から、曲げる、差し込む、折るというステップで、ヴァルカナイズド・ファイバー製のランプシェード

「let's light」を作るワークショップ。工作を楽しんだ後は、作品をお持ち帰りいただけます。 
 

【期 間】 8月 28日（金）、29日（土） 

【時 間】 11:15~12:45／14:15~15:45（28日のみ） 

【場 所】 イデーショップ 東京ミッドタウン店 

 【料 金】 5,000円（税込）、カフェドリンク、お菓子付、各回 10名 

【主な対象】 3歳以上 ※小学生までは保護者同伴  

 【問い合わせ】 イデーショップ 東京ミッドタウン店 ／ 03-5413-3455  

 【主 催】 イデーショップ 東京ミッドタウン店  

 【協 力】 株式会社竹尾 

 

 

10. Botanica 「お子様ウェルカムデー」 
 

ボタニカでは、お子さま連れでも気兼ねなく食事を楽しめる「ウェルカムデー」を毎月開催。夏休み期間中も、家族で楽

しんでいただけます。大人気の「リトルバーテンダー」では、お子様がスタッフと一緒にオリジナルカクテル（ジュース）作り

に挑戦し、お父様・お母様へ 1 杯 500 円で販売。作ることからサービスまでを体験できます。大人も子供も楽しめる、 

スタッフによるテーブルマジックも開催いたします。 
 

【期 間】 7月 26日（日）、8月 30日（日）  

【時 間】 17：30～LO20：30 （要予約） 

【場 所】 Botanica 

 【料 金】 大人 特別コース 10,000円（税・サービス料別） 

      お子様コース 1,200円、2,500円 

 【問い合わせ】 Botanica ／ 03-5413-3282 

  

▲イメージ 

▲イメージ 

▲イメージ 

親子で
学ぶ

デザイン
＆
アート

親子で
学ぶ


