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平成 23年 1月 27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 

 

東京のまんなかでいちばん気持ちのよい春を 

「Midtown Blossom 2011」 
～様々な「桜」が織りなすお花見を演出～ 

3月 19日＇土（～4月 10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、平成 23年 3月 19日＇土（から 4月 10日＇日（の

期間、春のイベント「Midtown Blossom 2011」を開催いたします。 
 

コンセプトは、“春を愉しむ”。 

東京ミッドタウンでは、春になると、旧防衛庁時代から受け継いだ約 45本の桜を含む約 150本の桜が咲き

誇り、毎年私達の目を楽しませてくれます。今年は、桜の下の屋外カフェ「桜カフェ」に、桜が咲く前から桜吹

雪を体験できる「舞い桜」、来街者が参加することによって花を咲かせていく「紙桜」や「流し桜」等、皆様に楽

しんでいただける参加型イベントを多数ご用意しました。他にも夜桜を照らす幻想的な「さくら通りライトアッ

プ」、着物レンタル＆着付けサービスなど、東京都心の春をお愉しみいただけます。 
 

【イベントラインアップ】 

 桜カフェ  

オリジナル桜スイーツのほか、皆様にご参加いただける、様々な“桜”コンテンツを 5つご用意 
  

 着物レンタル＆着付けサービス 

 晴れやかな桜の季節に似合う、50種類以上の着物をお選びいただける着物レンタル＆着付けサービス 
 

 さくら通りライトアップ 

 さくら通りの桜並木を幻想的にライトアップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 

 

【本件取材に関する報道関係の方のお問い合わせ先】 

東京ミッドタウン  ＰＲ担当 

      EL：03-3475-3141 ／ FAX：03-3475-3144 ＇東京ミッドタウンマネジメント株式会社（ 
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＜着物レンタル＆着付けサービス＞ 

期間中の金土日祝 

【受付】 ガレリア 1F 特設スペース 

【着付け】 ミッドタウン・タワー4F カンファレンス 

            11：00～19：00＇着物返却は 21：00まで（       【→p5】 

 

ガレリア 

ミッドタウン・タワー 

ミッドタウン・ 

イースト 
ミッドタウン・ 

ウェスト 

プラザ 

ガーデン 
テラス 

Midtown Blossom 2011 イベントエリアマップ 

3月 19日＇土（～4月 10日＇日（ 

＜桜カフェ＞ 

12：00～20：00＇Lo．19：30（ 

＠ミッドタウン・ガーデン 

※コンテンツにより一部異なります 

※桜の開花状況により、延長の可能性もあります 

 

 

「流し桜」 

12：00～19：00＇受付（  

「竹桜」 

ライトアップ・17：00～20：00 

【→p3】 

「舞い桜」 

16：00～19：00＇1時間1回（ 

「紙桜＇桜おみくじ（」 

12：00～20：00 

【→p3】 

 

 

「香り桜」 

期間中の土日祝 

12：00～20：00  【→p4】 

 「週末イベント」 

＠ミッドタウン・ガーデン 

特設ステージ 

期間内の土日祝 

13：00～／15：00～ 

【→p4】 

＜さくら通りライトアップ＞ 
＠ミッドタウン・ガーデン さくら通り 

17：00～23：30 

【→p4】 

 

 
 
 
東京のまんなかでいちばん 
気持ちのよい春を感じてください。 
 
 
それではよい春を。 
東京ミッドタウン。 

 

Midtown Blossom 2011 

 
大切に育てた、たくさんの桜の木。 
桜の花が舞う散歩道。 
春を感じるおいしいお食事。 
毎日をより暮らしやすくするお買い物。 
デザインやアートを愉しむよろこびも。 
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約 150本の桜が咲き誇るミッドタウン・ガーデンに、桜を眺めながら過ごせる期間限定の屋外カフェ「桜カフ

ェ」が、今年も登場します。 

今年は、桜が咲く前から桜吹雪を体験できる「舞い桜」、来街者が参加することによって花を咲かせていく

「紙桜＇桜おみくじ（」や「流し桜」等、皆様に楽しんでいただける参加型イベントを多数ご用意しました。 

限定桜メニューを楽しみつつ、昼間はうららかな春空のもと、夜は幻想的にライトアップされた夜桜を愛で

ながら、お過ごしいただけます。 

 

【期   間】 3月 19日＇土（～4月 10日＇日（ 

【時 間】 12：00～20：00 

【場 所】 ミッドタウン・ガーデン ※雨天中止 

【席 数】 100席 

 

  ※桜の開花状況により、期間は延長の可能性もあります 
  ※各コンテンツにより一部異なりますので、詳細は各コンテンツ内容をご参照ください 

 

 舞い桜 

桜吹雪に見立てた演出を実施。 

スノーマシンとライティング演出により、ライトを受けてきらきらと輝く、東京で一番早い桜吹雪を出現させます。 

     【時 間】 16：00～、17：00～、18：00～、19：00～ 

＇1日 4回、各回 5分程度（ 

 

 紙桜＇桜おみくじ（ 

桜の花の形をしたおみくじを販売。 

ひいたおみくじをお客様が結ぶことで、日を追うごとに、 

まるで桜の花が開花していくように、だんだんピンク色に 

染まっていきます。 

【時 間】 12：00～20：00 

【料 金】 300円 

※イベント終了後、結ばれたおみくじは京都の平野神社へ奉納します。 

 

 流し桜 

オリジナルの桜型灯篭にメッセージを記入して、ミッドタウン・ガーデン内の 

小川に浮かべてもらうことで、水面に桜を咲かせていきます。 

夕方には、美しい桜型のあかりが小川を彩ります。 

【時 間】 灯篭販売 ： 12：00～19：00 

   ※日没より、期間中毎日、小川に灯篭を流します。 

【料 金】 300円 
 

 竹桜 

桜をモチーフにした竹の装飾が登場。カフェ内を上品に彩ります。 

17時以降はライトアップされ、幻想的な雰囲気を演出します。 

【点灯時間】 17：00～20：00 

桜カフェ 
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 香り桜 

桜のオイルを使ったマッサージを、イベント期間中の土日祝限定で実施。桜の香りで癒し＆疲労回復を。 

【期    間】 イベント期間中の土日祝 

【時 間】 12：00～20：00＇受付は 19：00まで（ 

【料 金】 500円 

※「ハンドマッサージ」か「フットマッサージ」＇各種約 10分（をお選びいただけます 
 

 桜メニュー 

 イベント期間中、桜にちなんだオリジナルメニューを販売。 

 着物の装いでも愉しんで頂けるよう、座りやすいハイチェアやハイテーブルもご用意しています。 

【時 間】 12：00～20：00＇L.O. 19:30（ 

【メニュー例】 桜色吹雪く桜チョコスイーツ各種 300円～ 

   SAKURA カクテル 600円～ など  
 
 

 週末イベント 

女性をターゲットにした感性や美を磨く講座を週替わりで開催。 

【日 時】  イベント期間中の土日祝             

【人 数】  各 50名程度 

【時 間】  13：00～／15：00～各回１時間程度      

【料 金】   無料 

 

 ＜講座例＞「“感性を磨く”着物で美術館巡り」 

東京ミッドタウン内の美術館、デザイン施設のキュレーターや企画展ディレクターによる見どころ

の特別解説講座。着物を着て参加いただくと入場料が割引になる特典もあります。 

 

「はじまりの春にかわる！“春の自分磨き”レッスン」 

“はじまりの春”に自分を見直し、魅力的な女性になるためのトーク＆実践講座。 
 
 

      ※上記以外にも、様々な講座を実施予定です。詳細は、別途お問い合わせください 

 

 

 

 

 

毎年満開の桜で来街者を出迎えるさくら通りの桜並木。 

開花前はピンク色にライトアップして桜を先取り、開花後は白いライトで

幻想的に夜桜を照らします。今年はガーデンテラス前の 18本の桜にもラ

イトアップを施し、昨年時よりさらに華やかさが加わります。 

【期   間】 3月 19日＇土（～4月 10日＇日（ 

【点灯時間】 17：00～23：30 

さくら通りライトアップ 

※桜の開花状況により、期間は延長の可能性もあります。 
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 着物レンタル＆着付けサービス 

晴れやかな桜の季節に似合う艶やかな着物を、気軽に愉しむことができる着物レンタルサービス。レンタ

ルから着付けまでがコースになっているため、普段着物を着る機会がない人にも安心して愉しんでいただけ

ます。50種類以上の絵柄から、自分に合うスタイルをお選びください。 

お気に入りの着物に身を包んで桜を愛でる、いつもとは違ったお花見を体験してみてはいかがでしょうか？ 

 

【期   間】 3月 19日＇土（～4月 10日＇日（の金・土・日・祝 

【時 間】 受付   ： 11：00～19：00／返却 ： 当日 21：00まで 

【場 所】 受付   ： ガレリア 1F 特設スペース 

   着付け ： ミッドタウン・タワー4F カンファレンス 

【貸出方法】 当日受付＇身分証明証必須（ 

【対 象】 女性限定 

【料 金】 10,000円＇貸出料 5,000円、保証金 5,000円（ 

   ※保証金は、着物返却時にお戻しいたします 

【協   力】 awai、odasho、くるり、コエトイロ、菱屋カレンブロッソ 他 

 

※着物レンタルに含まれるのは、着物・帯・襦袢・帯締め・帯あげ・草履・足袋です。防寒コート、ショール等は 

各自ご用意お願いします 

※肌着は、お持ちの Tシャツ、レギンスで可 

 

＜awai＞ 

創業 113 年の博多織元が始めたリアルクローズの着物ブランド。今回は、リアルクローズの着物をコンセプトに、

都会に似合うシンプルでシックな着物を提供します。特に、着物を惹きたてるオリジナルのお洒落で締めやすい帯

＇博多織（が特徴です。 

 

＜odasho ヒットシリーズ＞ 

“KIMONO the ART”をコンセプトに、数多くの映画やＴＶ・ＣＭなどへの衣裳協力をしている京都呉服メー

カーodashoのオリジナル着物。斬新な着物と帯の組み合わせや色のコーディネイトが御召しになられる方の

個性をひきだします。 

 

＜くるり＞  

「かっこ良い日本を世界に発信する」着物屋くるり。 

デニム着物を中心としたくるりオリジナルの着物は都会的でスタイリッシュなデザインが特徴です。 

 

＜コエトイロ＞  

京都の呉服メーカー・京朋＇株（が立ち上げた新しい着物ブランド。着る方と作り手の「声」とそれぞれの「十

色」を生かすカジュアルからフォーマルまでの着物を展開しています。今回はウールの着物を中心にご紹介

します。  

 

＜菱屋カレンブロッソ＞ 

大正 15年創業の和装履物店「菱屋」の直営店。長年培った「和」の感性をベースに「洋」のファッション性を融合さ

せた洋風和装雑貨を展開しています。今回、着物と合わせる新スタイルとして「カフェぞうり」を提案。軽量でクッシ

ョン性に優れ、すべりにくいのが特長です。 

着物で愉しむお花見 
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 着物特典 

 着物を着て東京ミッドタウンにお越しいただいた方に、各種特典をご用意。レンタルサービス利用者だけで

なく、着物の方全員が対象となります。東京ミッドタウン内の対象店舗・施設でお得なサービスが満載です。 

 

 

対象店舗・詳細 

＜サービス対象店舗＞ 

LE WATOSA＋notsobig…着物で立ち寄った方にポイントメイクアップサービス 

 

＜割引対象店舗＞ 

てんぷら山の上 六本木…季節の天丼 3,696円→3,179円 

ROTI American Wine Bar &Brasserie…飲食代 10％OFF 

菱屋カレンブロッソ…全履物 10％OFF 

LE WATOSA＋notsobig…LE WATOSAの商品 10％OFF 

 

＜プレゼント・サービス対象店舗＞ 

※着物でお越しいただき、ご購入・ご利用いただいた方が対象 

Botanica…食前酒＇ソフトドリンクも可（サービス 

VINOTECA…スパークリングワインサービス 

La Colina…グァカモレ＇アボカドディップ（orスパークリングワインサービス 

Union Square Tokyo…食前酒サービス 

SAKE SHOP福光屋…甘酒 1杯サービス 

HENRI LE ROUX…キャラメル 2個サービス 

遊 中川…桜柄の懐紙プレゼント＇3,150円以上お買い上げの方（ 

 

 

 

 

※上記以外にも特典対象店舗があります。詳細はお問い合わせください 

※価格はすべて税込です。 

 

 

 

 

 

 

六本木の街を舞台とした一夜限りのアート饗宴「六本木アートナイト 2011」が今年も開催されます。 

商業施設や美術館、飲食店、ギャラリーなど六本木の街の様々な場所でイベントを展開します。 

東京ミッドタウンでは、アート作品の展示や特別コンテンツ、一部の店舗の営業時間延長を予定しています。 

 

【日   時】 3月 26日＇土（10：00 ～ 3月 27日＇日（18：00 

【公式ウェブサイト】   http://www.roppongiartnight.com 

【一般問い合わせ先】  03-5777-8600＇ハローダイヤル（ 

 受付時間：年中無休 8：00～22：00 

 

※詳しくはお問い合わせください 

 

※ドリンクイメージ 

六本木アートナイト 2011開催 

 
※キャラメルイメージ 

http://www.roppongiartnight.com/

