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平成 21 年 3 月 19 日 
報道関係各位 

三井不動産株式会社 
東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

今年のゴールデンウィークは東京ミッドタウンの緑地で楽しみませんか？ 

ゴールデンウィーク・スペシャルイベント 

『OPEN THE PARK』開催 
2009 年 4 月 24 日（金）～5 月 6 日（水・祝） 

 
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産）は、2009 年 4 月 24 日（金）から 5 月 6 日（水・祝）

までの期間、ゴールデンウィークのスペシャルイベント『OPEN THE PARK』を開催します。 

『 OPEN THE PARK 』は、“都心の豊かな緑とともにあるライフスタイル”を提案する      

＜MID PARK PROJECT 2009＞の第一弾となるイベントです。 

『OPEN THE PARK』は、“公園で過ごす休日”をコンセプトに、ミッドタウン・ガーデンにある      

約 2,000 ㎡の芝生広場を会場として、世界有数のアーティストのパフォーマンスや、屋外ライブラリー、

ヨガなど、様々なイベントを実施します。また、新緑の季節となるイベント期間中は、ミッドタウン・

ガーデンを臨めるレストランのテラス席はもちろん、緑のオープンスペースの中でも食事を楽しんでい

ただけるよう、レストランやカフェではランチボックスを販売。東京ミッドタウンならではの、豊かな

緑の魅力を五感で存分にお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問合わせ先■ 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 TEL：03-3475-3141 / FAX：03-3475-3144 

■掲載時の一般の方のお問合わせ先■ 

東京ミッドタウン・コールセンター TEL：03-3475-3100 

PARK PERFORMANCE 

（パーク パフォーマンス） 

PARK LIBRARY（パーク ライブラリー） 

 イメージ 

PARK YOGA（パーク ヨガ） イメージ 
PARK LUNCH BOX（パーク ランチ ボックス） 

メニュー例 

ミッドタウン・ガーデン 

芝生広場 
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イベントエリアマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント全体スケジュール 

4/24
（金）

4/25
（土）

4/26
（日）

4/27
（月）

4/28
（火）

4/29
（水・祝）

4/30
（木）

5/1
（金）

5/2
（土）

5/3
（日）

5/4
（月・祝）

5/5
（火・祝）

5/6
（水・祝）

PARK PAFORMANCE
（パーク パフォーマンス）

PARK LIBRARY
（パーク ライブラリー）

PARK YOGA
（パーク ヨガ）

PARK STUDIO
（パーク スタジオ）

PARK GREEN TOUR
（パーク グリーン ツアー）

MID-MARKET
（ミッド マーケット）

13:00～19:00

11:00～19:0011:00～19:00

9:00～11:00

12:00～17:0012:00～17:00

10:30～ ／ 13:00～ ／ 15:00～

11:00～17:00

 

＜芝生広場＞ 

PARK PERFORMANCE （ﾊﾟｰｸ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 

※空中ブランコなどダイナミックなパフォーマンス 

PARK LIBRARY （ﾊﾟｰｸ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ） 

PARK YOGA （ﾊﾟｰｸ ﾖｶﾞ） 

PARK STUDIO  （ﾊﾟｰｸ ｽﾀｼﾞｵ） 

MID-MARKET （ﾐｯﾄﾞ ﾏｰｹｯﾄ） 

※芝生広場沿路 

＜ガレリア＞ 

PARK PERFORMANCE（ﾊﾟｰｸ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 

※ジャグリングやパペットパフォーマンス 

＜コートヤード＞ 

PARK PERFORMANCE（ﾊﾟｰｸ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 

※サウンド＆ジャグリングや、パペットパフォーマンス 

＜プラザ＞ 

PARK PERFORMANCE（ﾊﾟｰｸ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ）

※ウォーキングアクトなど 
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PARK PERFORMANCE（パーク パフォーマンス） 

～東京ミッドタウン全体が異次元のフェスティバル空間へ～ 
 

 

世界有数のパフォーマーを招聘し、ゴールデンウィークを都内で過ごす方々に、都心にいながらにし

て異次元のフェスティバル空間をお楽しみいただきます。 

今回が初来日の「Jongloic（ジャングロイ）」は、パフォーマンスアートという表現がぴったりの、今

後の活躍が期待されるアーティストです。また、IJA（国際ジャグリング協会）が主催した米ジャグリン

グ・フェスティバル 2007 で、最も活躍した人に贈られるピープルズ・チョイス・アワードを獲得した「GET 

THE SHOE（ゲット ザ シュー）」が登場するなど、豪華なラインナップです。 

 

■開催期間： 4 月 29 日(水・祝)～5月 6日(水・祝) 

■時  間： 13：00～19：00 

■場  所： 芝生広場、プラザ、コートヤード、ガレリア館内 

  ※雨天時はキャノピー・スクエア 

■主な出演者と内容 

Jongloic（ジョングロイ）from フランス 

アーティスティックジャグリング： 

5 月 3 日（日）～5 日（火・祝） 

籠とボールを用いたアーティスティックなジャグリングを披露。コンテン

ポラリーダンスのような動きと演劇的な精神性は、非常に質の高い雰囲気で

空間を包み込みます。また、ボールを使ったジャグリングの技術は一級品。 

フランスでは、有名なシャロンのサーカス学校を優秀な成績で卒業し、今

後の活躍が期待されるアーティストです。まさにパフォーマンスアートとい

う表現がぴったりの、ダンス・アクロバット・ジャグリングを織り交ぜた、

今回が初来日となるアーティストです。 

 

GET THE SHOE（ゲット ザ シュー）from ドイツ 

カンフージャグリング： 

5 月 3 日（日）～5 日（火・祝） 

類いまれなジャグリングテクニックと、斬新な構成で、2005 年度

の「Cirque de Demain」にてブロンズメダルを受賞。カンフースタ

イルで、ジャグリングを武器に戦う 2人の間には、無数のジャグリ

ングクラブが飛び交います。 

初来日！！ 
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Dark Krakou（ダークラクー）from フランス 

ウォーキングアクト： 

5 月 3 日（祝）～5 日（祝） 

3m を超す怪物が、施設内を妖しく練り歩きます。 

その正体は、フランス人アーティスト、トーマス・

メンソン氏が演じる Dark Krakou（ダークラクー）。  

4 本の長い足と金色のボディの怪物、Dark Krakou は、

公害の海から生まれた設定。豊かな自然の回復を人々

に訴えるという世相を投影したパフォーマンスです。 

 

Cirque Baroque（シルク・バロック）from フランス 

空中ブランコ＆プチサーカス： 

5 月 4 日（祝）～5 日（祝） 

フランスの前衛的なサーカス集団「シルクバロック」から、選りすぐりの空中パ

フォーマンスを行うアーティストを招聘。屋外に空中ブランコを設置し、青空を背

景に、空中ブランコやサーカスアートを披露。空中ブランコの存在感と共に、屋外

の会場が一瞬にして非日常に変わります。 

 

その他の出演者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNNY BONES 

（パペットパフォーマンス） 

バーバラ村田 

（パントマイム） 

プラノワ 

（サウンドジャグリング） 

森田智裕 

（ジャグリング） 

チクリーノ 

（パントマイム） 

SPEC 

（ウォーキングアクト） 

JIDAI 

（ウォーキングアクト） 

※出演者は予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。 
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PARK LIBRARY（パーク ライブラリー） 

～ふかふかな芝生の上で読書を楽しむ～ 
～ 

 

新緑のそよ風が心地よいミッドタウン・ガーデンに、オープンエアの新感覚ライブラリーが期間限定

で登場します。 

「PARK LIBRARY」では、キーワードが書かれたバスケットに 3 冊の本とラグマットを入れて貸し出し

ます。お気に入りのキーワードをお選びいただき、借りたバスケットを開いたときにはじめて本のタイ

トルが分かるという仕掛けです。どこから読み始めても、どこで読み終えても楽しめる様々な本を、有

限会社 BACH 代表でブックディレクターの幅允孝(はばよしたか)氏が選書しました。年齢・性別を問わず、

今までにない新しい本との出合いを楽しんでいただけます。 

 

■開催期間： 4 月 24（金）～26 日（日）、4月 29 日(水・祝)～5月 6日(水・祝)  

  ※雨天中止 

■時  間： 11：00～19：00 

■場  所： 芝生広場 

■料  金： 無料 

■貸出方法： 受付にて氏名と連絡先をご記入いただきます。 

■貸出書籍： 30 バスケット（各バスケット 3冊） 

■テーマ：   木や森や植物  

5 月のさわやかな恋愛 

芝生で飲むワイン 

動物たち 

東京 

本の本  他 

 

有限会社 BACH（バッハ）とは 

編集、執筆、企画、ディストリビューションなど、本をツールに、幅広い分野で活動中の選書集団。 

ミッドタウン・タワー7F スルガ銀行／d-labo のライブラリー制作や、ミュージアムショップ、イン

テリアショップ等における本のディレクションを手掛けている。 

昨年 10 月には、「巨匠ピカソ 魂のポートレート」展にあわせて、ガレリアで展開したギャラリー

「PICASSO’S PLACE」において、ピカソ関連書籍のディレクションを担当した。 

ホームページ：http://www.bach-inc.com 

PARK LIBRARY（パーク ライブラリー） イメージ 
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 PARK YOGA（パーク ヨガ） 

～広大な芝生の上でヨガを楽しむ～ 
 

PARK YOGA（パーク ヨガ）は、芝生を素足で感じながら、壁もない、天井もない広大な緑の中で、気

軽に楽しむヨガです。 

５千年の歴史があるといわれるインドの予防医学アーユルヴェーダの医師で、自然療法医でもあるニ

ーマル・ラージ・ギャワリ氏が主宰するニーマルヨガ（※）は、アサナといわれるポーズと呼吸法で、

心とカラダをほぐす極上のリラクゼーション。ヨガ歴や年齢、性別を問わず楽しめるほか、ヨガ・マッ

トも不要。日本語、英語の 2ヶ国語で対応いたします。 

 ※ニーマルヨガとは：肉体面が中心であるヨガ・エクササイズではなく、ポーズをとることが主のヨ

ガ。肉体面、精神面、さらには魂の健やかさ、調和を図ります。 

■期  間： 4 月 29 日(水・祝)～5月 6日(水・祝)  

  ※雨天中止 

■時  間： 9：30～11：00 ※受付開始 9：00 

■場  所： 芝生広場 

■料  金： 無料 

■定  員： 毎回先着 100 名 

■参加賞： 参加者全員に、東京ミッドタウン内のレス 

        トランやカフェで使用できる 500 円分のチ 

ケットをプレゼント。 

■備  考： ・ロッカー、更衣室の準備はございません。 

・雨天中止の情報は、前日 19 時以降、東京ミッドタ

ウン・コールセンターにてお知らせします。 

ニーマル・ラージ・ギャワリ プロフィール 

アーユルヴェーダ医師。自然療法医。ネパールで生まれ育ち、師である祖父の

指導の下、9歳よりヨガの研鑽を積む。ハタ･ヨガと自然療法を学び、1993 年に学

位、1998 年には博士号を取得。ヨガやオーガニック・フード・マネジメントの指

導にも積極的に携わる。ヨガ歴 23 年。指導歴 17 年。 

 

 

  

 

 

 

 

 

ヨガのあとは、レストラン＆カフェでヘルシーメニューをお楽しみください。

CANOVIANO CAFE（ｶﾉﾋﾞｱｰﾉ ｶﾌｪ） ミッドタウン・ガーデン内 

  ランチコース 3465 円（税・サ込） 

salon de shu sanctuary（ｻﾛﾝ ﾄﾞ ｼｭｳｻﾝｸﾁｭｱﾘ）   ガレリア 2Ｆ  

  本日のおすすめ野菜たっぷりのパスタランチ（パン、デザート付）1100 円 

JUNOESQUE BAGLE CAFÉ（ｼﾞｭﾉｴｽｸﾍﾞｰｸﾞﾙ ｶﾌｪ） プラザ B1F 

  ベーグルランチセット 800 円 

参加者全員に特典あり 

PARK YOGA（パーク ヨガ） イメージ 
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PARK LUNCH BOX（パーク ランチ ボックス） 

～緑の中で美味しいランチを楽しむ～ 

 

東京ミッドタウンのレストランやカフェでは、心地よい風が吹き抜けるミッド

タウン・ガーデンで気軽に楽しんでいただけるランチボックスを販売します。 

期  間： 4 月 25 日（土）～5月 10 日（日） 

メニュー例： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京乃とうふや藤野 

DEAN & DELUCA 

(ディーン＆デルーカ) 

サン・フルーツ 

Chowder's Select Soup！ 

（チャウダーズ セレクトスープ！） 
JUNOESQUE BAGEL CAFE 

（ジュノエスクベーグル カフェ） 

平田牧場 

SILIN 火龍園 

（シリン／ファン・ロン・エン） 

 

店舗名 場所 商品名 価格 商品・メニューの特徴

DEAN & DELUCA
(ディーン＆デルーカ)

ガレリアB1F サンドイッチボックス \2,100
ケイジャンチキンサンドウィッチや海老とミニ甲いかのオーロラソースマリ
ネなど、旬の食材を使ったサンドウィッチ2種とデリ4種を詰めた特製ボック
スです。

JUNOESQUE BAGEL CAFE
（ジュノエスクベーグル カフェ）

プラザB1F ベーグルランチボックス \680
13種類のベーグルの中からお好みのベーグルが選べるサラダとクリームチー
ズ付きランチボックスです。スープも選択可能なお持ち帰り専用商品。

京乃とうふや藤野 ガレリアB1F おぼろとうふ丼 \750
藤野のおぼろとうふにやさしい京風のあんをかけた丼ぶりと、中段にお惣菜
と塩こんぶを詰めたランチボックスです。

広東名物 ロースト盛り合わせ丼 \1,800
焼味飯（シュウ・メィ・ファン）と呼ばれる香港でも人気の昼ごはんです。
ダックや、豚肉を特製タレに漬け込み、香港釜でじっくり吊るし焼きにする
焼きものをのせた丼です。

XO醤入り広州田舎ヤキソバ \1,400
自家製XO醤を使用し、モヤシ、黄ニラ、細切りチャーシューなどのシンプル
な具とともに炒めた、海の香りがたっぷりの極細香港麺ヤキソバです。

サン・フルーツ ガレリアB1F フルーツ＆スイーツボックス \1,000
3種のフルーツロールと3種のカットフルーツを詰合せた 、大満足のデザート
ボックスです。

デリー プラザB1F タンドリーチキンドライカレー \1,000
ドライカレーの上にタンドリーチキンをのせたボリューム満点の１品です。
サラダとデザートも付きます。

十五夜米八
（ジュウゴヤヨネハチ）

ガレリアB1F 行楽幕の内弁当 \880
鯖の塩焼きをメインに、小やりいか、北海道ふき、竹の子、人参などを出汁
の利いた炊き合わせを盛り付けました。旬のおこわを中心に3種類のご飯が選
択可能です。

Chowder's Select Soup！
（チャウダーズ セレクトスープ！）

ガレリアB1F ゴールデンウィークパック \1,400
季節のスープとお好きなスープの2つのスープ（いずれもRサイズ）に、サイ
ドメニュー2個（ミニバスケットorトマトライス）が付いたランチボックスで
す。

平田牧場 ガレリアB1F 三元豚 かつ重弁当 \900
三元豚の肩ロースを使ったかつ重弁当です。
契約農家から直送の新鮮卵と、飛魚の出汁が味の決め手です。

SILIN 火龍園
（シリン／ファン・ロン・エン）

ガーデンテラス2F
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MID-MARKET（ミッド マーケット） 

 

 今回で 4回目の大好評イベント MID-MARKET。 

大人気のレストラン「HAL YAMASHITA 東京」（ガーデンテラス 1F）のこだわり野菜

をはじめ、今が旬の春野菜はもちろん、初夏を感じるレタスやマンゴー、すいかなど、

季節先取りの野菜や果物も登場します。 

近隣にお住まいの方々や都心生活者に向けて、新鮮・安心・安全

な産地直送の旬野菜や果物を販売します。 

 

■期  間： 2009 年 4 月 24 日（金）～4月 26 日（日） 

■時  間： 11：00～17：00 

■場  所： ミッドタウン・ガーデン 芝生広場沿路 

■販売商品： キャベツ、フリルレタス、ロメインレタス、サンチュ、水菜、ミックスリーフ、 

グリーンアスパラ、トマト、小松菜、ラディッシュ、しいたけ、お茶、お米、卵、ワイン、 

メロン、スイカ、パパイヤ、マンゴー、日向夏など。 

 

 

 

PARK GREEN TOUR（パーク グリーン ツアー） 

 

東京ミッドタウンの広大な緑地を散策・紹介する期間限定のタウンツアーです。ミッドタウン・ガー

デンのデザインや背景、花・木々をはじめ、雨水利用などエコに関する取り組みもご紹介。都心の緑の

ヒミツを探ります。 

 

■期  間： 4 月 24 日(金)～5月 6日(水・祝) 

■時  間： 第 1回 10：30～／第 2回 13：00～／第 3回 15：00～  

※所要時間 各回約１時間 

■場  所： プラザ B1F「プラザ インフォメーション」内  

  東京ミッドタウン ツアーカウンター 

■料  金： 1500 円（小学生 700 円） 

■定  員： 各回 10 名 

■申込方法： http://www.tokyo-midtown.com/(3 月末より受付) 

  東京ミッドタウン・ツアーカウンター 03-3475-3290 
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PARK STUDIO（パーク スタジオ） 

 

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場に TOKYO FM Midtown Studio がプロ

デュースする“ミニ・サテライトスタジオ”が期間限定で登場します。 

モバイルサテライトバスが、ローカル FM ステーションになり、心地よ

い音楽はもちろん、ゴールデン期間中のイベント情報などもオフエアでお

届けします。 

また、モバイルサテライトバスの前に設置されるミニステージでは、期

間中、アコースティックライブも楽しめます。 

※出演 DJ、ゲスト出演者、公開生放送については、決定次第、東京ミッドタウン・オフィシャルサイト

（http://www.tokyo-midtown.com）にてご案内いたします。 

 

■期  間： 4 月 24 日（金）～26 日（日）4月 29 日(水・祝)～5月 6日(水・祝)  

  ※雨天中止 

■時  間： 12：00～17：00 

■場  所： 芝生広場 

  以  上  

  

 


