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平成 24 年 2 月 3 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お花見を 

「Midtown Blossom 2012」開催 
5 周年を華やかに彩る「Sakura Sparkle Lounge」や人気の着物レンタルサービスなど 

3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日） 
 

今年 5 周年を迎える東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）では、平成 24 年 3 月 28 日（水）

から 4 月 15 日（日）の期間、春のイベント「Midtown Blossom 2012（ミッドタウン・ブロッサム 2012）」を開催いた

します。 
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 本を含む計約 150 本の桜が咲き誇り

ます。今年は、毎年人気の「桜カフェ」が、5 周年を華やかに彩るシャンパンやスパークリングワインの泡をテー

マにした「Sakura Sparkle Lounge（サクラスパークルラウンジ）」になります。お手軽に着物がレンタルできるサ

ービスも人気です。 
春は、東京ミッドタウンで都会のお花見スタイルをお愉しみください。 

 

 
 
 
 
 

■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 
TEL：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） 

 



 

 

2 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜着物レンタル＆着付けサービス＞ 

3 月 30 日（金）～4 月 15 日（日）の金・土・日 
＠アトリウム 

   11：00～19：00（着物返却は 21：00 まで） 【→p3】       
 
 
 

【→p4】 

ガレリア ミッドタウン・タワー 

ミッドタウン・

イースト プラザ 

ガーデン 
テラス 

Midtown Blossom 2012 

イベントエリアマップ 

＜桜ライトアップ＞ 

3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日） 

＠さくら通り、ガーデンテラス前 

17：00～23：30 
【→p5】 

＜Sakura Sparkle Lounge＞ 

3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日） 
@ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿いエリア 

12：00～20：00 【→p3】 

＜桜おみくじ「結い桜」＞ 

3 月 30 日（金）～4 月 15 日（日）

の金・土・日 

【→p5】 

＜“着物で愉しむ”週末限定イベント＞ 

3 月 31 日（土）～4 月 15 日（日）の土・日 

＜館内花装飾 「ハルメグル～想い・紡ぐ・春～」＞ 

3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日） 

＠ガレイア１階（ツリーシャワー/インフォメーション） 

プラザ B1 階 

【→p5】



 

 

3 

 

 

  
 5 周年を迎えた東京ミッドタウンの「桜カフェ」は、今年は「Sakura Sparkle Lounge」となり、泡をイメージした

スタイリッシュな空間を演出します。日本ならではの「花見」という 
伝統行事を、5 周年を華やかに彩るシャンパンやスパークリングワ

インで愉しむ、都会的なお花見スタイルを提供いたします。 
 
【期    間】 3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日）  
【時   間】 12：00～20：00  
【場   所】 ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿いエリア 
【席    数】 100 席程度 

    ※店舗名は変更となる可能性がございます。 
 

■ 舞い桜 
泡の空間を愉しんでいただくイベントとして、桜吹雪に見立てた演出を実施。 
スノーマシンから出る泡をピンクにライティングすることにより、ライトを受けてきらきらと輝く、一足早い桜吹雪を愉しんで

いただけます。 
【時    間】 16：00～20：00 

（30 分毎に 1 回、1 回約 2 分程度） 
■ 桜メニュー 
シャンパン・スパークリングワインに合うアペリティフをはじめ、桜にちなんだオリジナルメニューを販売。 
会場内には着物の装いでも愉しんでいただけるよう、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。 
【メニュー例】 サーモンとアスパラガスのペンネ 桜色のソース 650 円、桜のパンナコッタ 450 円 
  スパークリング ロゼ、桜 ロワイヤル（カクテル） 600 円～など  
 

 
 
 

 
着物レンタルに着付けサービスが付いており、普段はなかなか着物を着る機会のない方も、気軽に着物で

お花見をお愉しみいただけます。カジュアル着物から晴れやかな小紋まで約 70 着以上の着物から、自分に合

うスタイルをお選びください。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ご体験ください。 
 
【期    間】 3 月 30 日（金）～4 月 15 日（日）の金・土・日 
【時    間】 受付：11：00～19：00／返却：当日 21：00 まで 
【場    所】 アトリウム 
【貸出方法】 当日受付（当日、受付にて身分証明書をご提示ください） 
【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 
【内    容】 着物レンタル（着物・帯・長襦袢・帯締め・帯あげ・草履）・着付けサービス 

      ※防寒コート、ショール等は、各自ご用意ください。 
      ※肌襦袢、裾よけはお持ちの T シャツ、レギンスで可。足袋は受付にて販売もいたします。 

【着物協力】 awai、くるり、コエトイロ、白瀧呉服店、きものやまと、菱屋カレンブロッソ 他 
【着付け協力】 青山きもの学院 
 

 「Sakura Sparkle Lounge （サクラスパークルラウンジ）」 

着物レンタル＆着付けサービス 

イメージ
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＜awai＞ 
博多織元が母体のブランド。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スタイルを六本木か

ら発信しています。着物を引き立てるオリジナルのお洒落で締めやすい帯(博多織)を始め、今年はさらにスタイリッシュな

装いをご提案します。 
＜くるり＞  

「スタイリッシュな日本」を世界に発信する着物屋くるり。今年は、定番のデニム着物に加え、洗濯機でのお手入れが更に

簡単な「ウォッシャブルきもの」シリーズが新登場。きものライフが「もっと気軽に、もっと楽しくなる」オリジナル着物が充実

しています。 

＜キモノ・コモノ店「コエトイロ」＞  

京都の小さな着物店コエトイロ。動きやすくお手入れも簡単な西陣織りのウール着物にコーディネートする帯は、帯の上

に繊細な刺繍で表現されたデザインが特徴。コーディネートで季節の物語を作るように、自分らしい遊び心を取り入れて

お楽しみください。 

＜白瀧呉服店＞ 

創業嘉永六年、都内最大級の呉服専門店。晴れ着等の礼装から小紋・紬まであらゆる着物の展開と同時にオーダーで

の染出しや柄出しも行っています。今回は、古典回帰をテーマに、日本人が千年以上の和文化や伝統の中で培った文様

や技法に、自分らしさを加味していただける着物をご提案します。 

＜きものやまと＞ 

新しい和のスタイルを提案する「きものやまと」の自慢の逸品をご用意。着心地が良く、着まわしの巾が広い「大島紬」をは

じめ春色を愉しむ「小紋」等、バラエティ豊かな着物で、桜・春を愛でる、格別な一日を素敵に過ごすお手伝いをします。 

＜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。着物と合わせる新スタイルの「カフェぞうり」は、軽量でクッション性に優れ、すべりにくいの

が特長です。 
 
 
 

着物レンタルサービスの会場では、お花見の装いふさわしい着物の展示に加え、週末には着物で愉しめる

ワークショップ、トークショーなどを開催し、週末を華やかに彩ります。洋服での参加も可能です。  
 
【期    間】 3 月 31 日（土）～4 月 15 日（日）の土・日 
【時    間】 12：00～17：00  ※イベントにより異なります 
【場    所】   アトリウム 
【料    金】   無料  ※イベントにより、材料費（1,000 円程度）をいただきます 

＜イベント例＞ 

■お花見着物の帯合わせ術 presented by 七緒／講師；スタイリスト・秋月洋子氏 

「七緒」編集長と人気スタイリスト・秋月洋子氏による実践型トークショー。お花見に適した「帯合わせ」のヒントを伝授しま

す。小紋の基本からはじまり、手持ちの小紋とあわせる「帯び合わせ術」として、参加者の方を例に着物と帯の新たなコー

ディネートを直伝します。 

 
■和のレッスン“WAnokoto”スペシャルワークショップ 
和のレッスンスタジオ「WAnokoto（ワノコト）」による、和のお稽古のオープンワークショップ。

いつでも気軽にご参加いただけます。春の自分磨きにふさわしい和のお稽古を、お愉しみ

ください。 
【ワークショップ例】 

いけばな、茶道、書道、つまみ細工 

“着物で愉しむ”週末限定イベント 

イメージ
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着物レンタルサービスの受付で、桜の花の形をしたおみくじを販売します。結ばれるおみくじで、まさに桜が

開花していくように、会場が徐々にピンク色に染まっていきます。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。 
 

【販    売】 3 月 30 日（金）～4 月 15 日(日) 
       の金・土・日                         

【時    間】 11：00～20：00 
【場    所】   アトリウム 
【料    金】 300 円 

 
 

 
 
 
 
 

「皆で支えあい、協力すれば必ずまた春は来る」という希望、復興への願いを込めた花装飾作品が東京ミッ

ドタウンに登場。現在、花装飾の世界で注目されている若手の花事師・中村有孝氏が、花に希望をのせて館

内を「春の躍動」で彩ります。 
 
【期    間】 3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日） 
【場    所】 ガレリア 1 階ツリーシャワー 

ガレリア・インフォメーション周辺 
プラザ B1 階マーケットストリート入り口 

 
 

[作家プロフィール] 
花事師 中村有孝 Aritaka Nakamura 
国家資格１級フラワー装飾技能士。フジテレビフラワーネット公認デザイナー。

1974 年、長崎県生まれ。フジテレビフラワーネット「日本花職杯２００９」全国大

会優勝をはじめ、九州花卉装飾選手権優勝（内閣総理大臣賞）など、全国屈

指のコンテストにおいて多くの受賞歴を持つ。花の完成された「美」をさらに引

き立てるためのデザイン、花の持つ個性を活かした作品作りが話題を呼んで

いる。 
 

 
 

  
さくら通り沿いの桜とガーデンテラスの桜をライトアップ。期間中は桜の開花状況によってライティングの色が

変化し、その時折の美しさを幻想的に演出します。5 周年のスペシャル演出も実施します。 
 

【期    間】 3 月 28 日（水）～4 月 15 日（日） 
【時    間】   17：00～23：30 
【場    所】 さくら通り、ガーデンテラス前 

桜ライトアップ  

館内花装飾 「ハルメグル～想い・紡ぐ・春～」 

桜おみくじ 「結い桜」 

イメージ

イメージ


