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※本イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、企画の内容等を変更、または開催を中止する場合がございます。 
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東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社)は、2023年3月29日（水）

に開業 5 周年を迎えます。また、今年は、東宝日比谷プロムナードビルの開業をはじめ、日比谷野外大音楽堂 100 周

年、日比谷公園 120 周年など、日比谷エリア全体でさまざまな施設がアニバーサリーイヤーを迎え、お祝いの気運が高まり

ます。そこで、東京ミッドタウン日比谷は、東宝日比谷プロムナードビル、一般社団法人日比谷エリアマネジメント、日比谷

シャンテと共に、日比谷エリア全体で春の訪れとともに楽しむ華やかな記念イベント「HIBIYA ANNIVERSARY」を 3 月

17 日（金）～4 月 23 日（日）に開催いたします。 

東京ミッドタウン日比谷では、春の訪れを楽しめる色とりどりの花に彩られた広場の演出や、クラシックやオペラの祝祭コン

サート、クリエイター江口寿史氏によるイラストレーション展などを開催するほか、5 周年および日比谷の街を祝う催しが盛り

だくさんです。 

街全体が祝祭感に包まれるこの春、美しい花々と特別なイベントを体験しに、ぜひ日比谷の街へ足をお運びください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東宝日比谷プロムナードビル 3 月 16 日（木）開業 

 

「HIBIYA ANNIVERSARY」の 3 つのトピックス 

日比谷公園 120 周年、日比谷野外大音楽堂 100 周年など、アニバーサリーイヤーを迎える日比谷を祝福 

「HIBIYA ANNIVERSARY」3 月 17 日(金)～4 月 23 日（日）開催 

東京ミッドタウン日比谷 5 周年記念イベント、東宝日比谷プロムナードビル開業など 

3 月 17 日（金）～4 月 23 日（日） 一面に咲き誇る花々と共に、東京ミッドタウン日比谷の 5 周

年と春の訪れを祝う祝祭空間がステップ広場に登場します。 

3 月 29 日（水）～4 月 2 日（日） 5 周年と春を祝う特別コンサートを開催。高木里代子さん

やユッコ・ミラーさんによるジャズコンサートや国内トップクラスのオペラ団体東京二期会によるオペラ・ステ

ージなど、本格的な公演を無料でお楽しみいただけます。 

■高木里代子さんをはじめとした人気アーティストのコンサートを連日無料で開催！ 
5th Anniversary Concert 

■日比谷の街にたたずむ「彼女」の新作イラストを展示 
江口寿史イラストレーション展「東京彼女」 

■花をモチーフにした約 600 個のオブジェがパークビューガーデンで咲き誇る 
「as it is. –equilibrium flower / HIBIYA-」 

■春の訪れを満喫できる色とりどりの花の花壇がステップ広場に登場！ 
CELEBRATION FIELD OF FLOWERS  

3 月 17 日（金）～4 月 23 日（日） 六本木に構える東京ミッドタウンでも展示された約 600 個

の花をモチーフにしたオブジェが、6F パークビューガーデンに登場します。 

3 月 14 日（火）～4 月 23 日（日） 日比谷の街にたたずむ「彼女」の新作イラストを含む、 

「江口寿史」氏によるイラストレーション展を開催します。 

オフィス・商業の複合ビル「東宝日比谷プロムナードビル」が、3月16日（木）

に開業決定。 

魅力的な飲食店、物販・サービス店が全 11 店舗ラインナップ。 

この春、日比谷エリアに新たな賑わいを創出します。 

東京ミッドタウン日比谷 5 周年記念イベント ーTokyo Midtown Hibiya 5th Anniversaryー 

写真提供：東京新聞 
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春の訪れを満喫できる色とりどりの花の花壇がステップ広場に登場！ 

CELEBRATION FIELD OF FLOWERS 

一面に咲き誇る花々と共に、東京ミッドタウン日比谷の 5 周年と春の訪れを祝う祝祭空間「CELEBRATION FIELD OF 

FLOWERS」がステップ広場に登場。花壇にはマリーゴールドやパンジーなど様々な春の花が咲き誇り、中心には劇場の街・

日比谷の特徴のひとつである「ダンス」をイメージしたシンボルオブジェを設置します。夜間にはライトアップも実施し、昼間とは異

なる表情をお楽しみいただけます。 

 

名   称： CELEBRATION FIELD OF FLOWERS  

開催期間：2023 年 3 月 17 日（金）～4 月 23 日（日） 

開催時間：11:00～23:00（夜間はライトアップを予定） 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 

主    催：東京ミッドタウン日比谷 

「CELEBRATION FIELD OF FLOWERS」イメージ 

シンボルオブジェのイメージ 

 
SDGs への取り組み 

 

■電気や飲み水を作る過程で発生した副産物を使用した、 

リサイクル率 100％の環境にやさしい人工軽量土壌を使用 

 

植物の栽培に一度利用した土は、栄養分が失われたり、水はけが悪くなったりするた

め、そのまま再利用することは難しいと言われています。今回のイベントでは、環境負荷

を軽減するため、花壇やプランターに使用する土（土壌）に、リサイクル率 100％の人

工軽量土壌を使用いたします。 

 

電気をつくる際に発生する石炭灰（クリンカアッシュ）、飲み水をつくる際に発生する浄

水場発生土、剪定枝や食品工場から発生するカット野菜等を堆肥化したバーク堆

肥、再生紙を製造する過程で発生するペーパースラッジ炭を使用し、すべてライフライン

から発生する副産物を使用した環境にやさしい人工土壌です。自然を破壊することな

く、石炭灰・浄水発生土をリサイクル利用することで、自然保護や CO2 の削減といった

様々な環境対策に貢献します。 

 

リサイクル品を原材料とした土壌ではありますが、厳しい安全基準に合格した資材を使

用しています。植物の長期育成を視点とするだけでなく、それを使用する我々人間も安

心して使える「子供たちが安全に触れることができる土壌」です。 

 

 
※写真はイメージです。実際のものとは異なることがございます。 

※資材類は市場状況、メーカーの在庫状況により、代替案となることがございます。 

※Copyright © 2023 Daiichi Engei Co., Ltd. All Rights Reserved. 

東京ミッドタウン日比谷で開催ーTokyo Midtown Hibiya 5th Anniversaryー 
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数々の音楽家も大絶賛。上質なピアノ「ENSCHU グランドピアノ」がストリートピアノに初登場！ 

ENSCHU Street Piano in Hibiya 

東京ミッドタウン日比谷の玄関口であるアトリウムに、「ENSCHU グランドピアノ」

がストリートピアノとして全国で初展示されます。楽器産業の中心地である遠州

から、職人たちが作り出した「ENSCHU グランドピアノ」。職人たちのこだわりがつ

まった上質なピアノの音色や繊細なタッチをぜひお楽しみください。 

 

名   称：ENSCHU Street Piano in Hibiya 

開催期間：2023 年 3 月 17 日（金）～３月 28 日（火） 

     ※3 月 21 日（火祝）は別イベント実施のため、開催なし 

開催時間：10:00～19:00 ※予定 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム 

入場料金：無料 

主    催：東京ミッドタウン日比谷 

協   力：遠州楽器制作株式会社 

ENSCHU グランドピアノ 

コンサート（イメージ） 

5 周年と春を祝う特別コンサート 

5th Anniversary Concert 

東京ミッドタウン日比谷の５周年を記念して、特別コンサートを開催。ピアニストの高木里代子さんや、サックスプレーヤーのユ

ッコ・ミラーさんによるジャズコンサートなど、人気アーティストによる本格的な公演を間近でお楽しみいただけます。また、国内ト

ップクラスのオペラ団体東京二期会によるオペラ・ステージなど、ENSCHU グランドピアノでプロが奏でる美しい音色や、アトリウ

ムに響き渡る圧倒的な歌声をぜひ体感ください。 

 

名   称： 5th Anniversary Concert 

開催期間：2023 年 3 月 29 日（水）～４月２日（日） 

開催時間：平日 18:30～／19:30～ 

土日 13:00～／15:00～／17:00～ ※予定 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム 

入場料金：無料 

主    催：東京ミッドタウン日比谷 

協   力：遠州楽器制作株式会社 

ユッコ・ミラー（サックス） 

曽根麻央（ピアノ） 
公益財団法人東京二期会 

高木里代子（ピアノ） 

塩田哲嗣（ベース）／河村亮（ドラム） 

ユッコ・ミラー 

高木里代子 オペラ『椿姫』より≪乾杯の歌≫ 

４月１日（土）オペラ ４月２日（日）ジャズ 3 月 31 日（金）ジャズ 

提供：公益財団法人東京二期会 

撮影：三枝近志 
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六本木の東京ミッドタウンで毎年行われているデザインの祭典「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」で昨年展示さ

れたインスタレーション「as it is. -equilibrium flower-」が、東京ミッドタウン日比谷 6F パークビューガーデンに登場。

花をモチーフに特殊な繊維で作られた約 600 個に及ぶオブジェが、周囲の環境と共鳴しながら咲き誇る姿をお楽しみい

ただけます。クリエイターはデザインスタジオの TAKT PROJECT。彼らが独自に開発した「熱で硬くなる生地」を使い、部

分的に熱をかけることで、硬くて柔らかい不思議な表情が生まれ、「人工物」でありながら、あたかもそこに咲く花のように

周りの環境と響き合います。今回は、東京ミッドタウン日比谷 5 周年を記念し、パークビューガーデンの芝生エリアにて日

比谷の春を彩ります。夜は一つ一つの花に灯りが灯り、幻想的な雰囲気に包まれます。このインスタレーションは六本木、

日比谷でリレー形式にて展示します。 

 

名   称：「as it is. –equilibrium flower / HIBIYA-」 

開催期間：2023 年 3 月 17 日（金）～4 月 23 日（日） 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 ６F パークビューガーデン 

主    催：東京ミッドタウン日比谷 

制   作：TAKT PROJECT 

 

花をモチーフにした約 600 個のオブジェがパークビューガーデンで咲き誇る 

「as it is. –equilibrium flower / HIBIYA-」 
 

TAKT PROJECT（代表：吉泉聡） 

デザインによる新しい概念の創出と具現化を行うデザインスタジオ。 
自主的なリサーチプロジェクトから生まれる独自のデザイン理論を携え、スタートアップから
グローバルブランド、教育・研究機関、行政など、幅広いクライアントと共に、次代の概念
を耕す多様なプロジェクトに取り組む。 

6F パークビューガーデンには、東京ミッドタウン日比谷のアートワークとして、

安田侃氏の作品「生誕」を設置されています。「JAPAN VALUE（未来志

向の新たな体験や価値の創造）を世界に発信しつづける街」を街のビジョン

として掲げる東京ミッドタウン日比谷にふさわしく、新しい出会い、新しい時

代、新しい価値が生まれることを象徴するアートです。素材はイタリア産の白

大理石で、芝生の緑、建物の外に広がる日比谷公園の緑に映え、自然光

の下で輝きます。眺めるだけでなく、作品に触れて楽しむこともできます。 

 

安田 侃（Kan Yasuda） 

1945 年北海道美唄市生まれ。大理石の産地として知られる北イタリアのピエトラサンタにアトリエを

構え、大理石とブロンズによる彫刻の創作活動を続けている。東京ミッドタウン日比谷のみならず、東

京ミッドタウン（六本木）にも彫刻作品『意心帰』、『妙夢』を設置しており、東京ミッドタウンブランド

との関りは深い。 

パークビューガーデンにソファやパラソルといった上質なファニチャー約 50 席

を新設いたします。テイクアウトメニューを楽しんだり、日比谷公園や皇居

外苑の緑とともにゆったりとした時間をお過ごしください。 

 

6F パークビューガーデンがアップデート 

安田侃氏のアートワーク 「生誕」 にも注目 

※イメージ 
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日比谷の街にたたずむ「彼女」の新作イラストを展示 

江口寿史イラストレーション展「東京彼女」 

東京ミッドタウン日比谷の 5 周年を記念して、街とエンターテインメントをつなぐクリエイター「江口寿史」氏によるイラスト

レーション展を開催。当展示のために特別に描き下された、日比谷の街にたたずむ「彼女」の新作イラストを中心とした

大小さまざまな「彼女」の展示を開催します。時代を代表するクリエイターの、魅力的な東京の「彼女」たちに会いに、ぜ

ひ足をお運びください。 

 

名   称：Tokyo Midtown Hibiya 5th Anniversary 江口寿史イラストレーション展「東京彼女」 

開催期間：2023 年 3 月 14 日（火）～4 月 23 日（日） 

開催時間：11:00～19:00（3 月 14 日のみ 13:00～19:00） 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 6F BASE Q HALL 

入場料金：一般 1,000 円（税込）、大学生・高校生 800 円（税込）、中学生以下 無料 

  ※すべて当日券、事前販売はなし 

 

主    催：東京ミッドタウン日比谷／三井不動産 

企画・制作：東京新聞・KOTOBUKI STUDIO 

監   修：楠見清 

 

 

 
「東京彼女」の開催に合わせて江口氏ご本人が登場し、直筆のサインをプレゼントします。 

 

開催期間：3 月 26 日（日）、4 月 9 日（日）、4 月 16 日（日）、23 日（日）※予定 

開催時間：13:00～19:00（変更の可能性がございます） 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 6F BASE Q STUDIO（展覧会会場入り口・横） 

参加方法：当日時間指定サイン券取得の上、6 階「東京彼女」特設ショップにて 

3,000 円（税込）以上の江口展グッズを購入の方 

参加人数：各日限定 120 名※サインは 1 名につき 1 点まで、当日購入グッズのみ 

※詳細は東京ミッドタウン日比谷オフィシャル WEB サイトにてご案内 

 

江口氏本人が、公募で当選した方の似顔絵を柔軟

なペン捌きで描き上げプレゼントします。江口氏の観

察力と集中力を目の当りにする貴重な機会です。 

開催日時：3 月 21 日（火祝） 

開催時間：11:00～19:00 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム 

料   金：無料 

定   員：20 名※事前 WEB 申し込みによる抽

  選、観覧は自由 

※詳細は東京ミッドタウン日比谷オフィシャル WEB サ

イトにてご案内 

江口氏本人が、公募で当選した方にイラストを描くコ

ツをワークショップ形式で伝授する特別企画です。 

開催期間：4 月 2 日（日） 

開催時間：①13:00～ ②16:00～ 

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 6F Q CAFE 

by Royal Garden Cafe 

参加資格：中学生以上  

（事前申し込みによる抽選） 

参加料金：2,000 円（税込） 

定   員：各回 20 名 

※詳細は東京ミッドタウン日比谷オフィシャルWEBサ

イトにてご案内 

 

サイン会 
 

ライブスケッチ 
 

ワークショップ 
 

 
追加決定！ 

 

（左：銀杏 BOYZ「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」CD ジャケット（2005）、 

右：大滝 詠一「A LONG VACATION」40th トリビュートイラスト（2021）） 

©2023 Eguchi Hisashi 
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日比谷エリアマネジメントに参画している東宝（株）が、日比谷の玄関口に位置する東

宝ツインタワー跡地で開発を進めている、オフィス・商業の複合ビルとなる「東宝日比谷プロ

ムナードビル」が、3 月 16 日（木）に開業決定。商業ゾーンは、東京メトロ日比谷駅と

直結する地下 2 階から地上 2 階の 4 フロアで構成され、魅力的な飲食店、物販・サービ

ス店が全 11 店舗ラインナップ。この春、日比谷エリアに新たな賑わいを創出します。店舗

の詳細は、以下の URL よりご参照ください。 

 

 

東宝日比谷プロムナードビル URL：https://onl.bz/vdpMD97 

 

 

 

 

「HIBIYA ANNIVERSARY」 開催概要 

名   称：HIBIYA ANNIVERSARY 

開催期間：2023 年 3 月 17 日（金）～4 月 23 日（日） 

開催場所：日比谷エリア（東京ミッドタウン日比谷、東宝日比谷プロムナードビル、日比谷シャンテ） 

主    催：東京ミッドタウン日比谷、東宝日比谷プロムナードビル、 

   一般社団法人日比谷エリアマネジメント、日比谷シャンテ 

内   容：「『春を祝う』～Spring Celebration & Grateful～」をテーマに、 

各施設で春の訪れを祝うイベントを開催いたします。 

   ・東京ミッドタウン日比谷：「Tokyo Midtown Hibiya 5th Anniversary」を開催  

   ・東宝日比谷プロムナードビル：3 月 16 日（木）開業 

 

 

 

■「三井不動産９ＢＯＸ感染対策基準」について 

三井不動産グループでは、安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工

学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産９BOX

感染対策基準」を策定し、施設ごとの新型コロナウイルス感染対策を徹底しております。当社グ

ループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開してお

り、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課

題解決に貢献したいと考えています。 

当社グループは引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。 

※参考リリース https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/ 

 

 

 

 

「東宝日比谷プロムナードビル」3 月 16 日（木）開業決定 

魅力的な飲食店・サービス店など 11 店舗のラインナップ 

https://onl.bz/vdpMD97
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/
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※本イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、企画の内容等を変更、または開催を中止する場合がございます。 

最新の状況はイベント特設サイト（3 月上旬公開予定）でご確認ください。 

 

 

 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/ 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球が

ともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG 経

営を推進しております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」

の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021 年11 月には「脱炭素社会の実現」、

「ダイバーシティ＆インクルージョン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街

づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。 

【参考】 

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

 

 三井不動産グループの SDGs への貢献について 
 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

