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2020 年 12 月 10 日 

報道関係者各位 

 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 
 

迎春パフォーマンスやワークショップが目白押し 
東京ミッドタウン日比谷で心華やぐお正月を 

―いちおしメニューの注文で、ふるまい酒のプレゼントも！ 

東京ミッドタウン日比谷 (所在地：千代田区有楽町、事業者：三井不動産株式会社)では、2021 年 1 月 2 日（土）
から 1 月 11 日（月祝）まで、「東京ミッドタウン日比谷のお正月」と題して、新たな年を迎えるのにふさわしい装飾やイベントで
皆様をお出迎えいたします。 

メインのアトリウムでは、新春を彩る華やかなフラワーアートがお出迎え。“Flower Art Award 2020 in TOKYO 

MIDTOWN”にてグランプリを受賞した作家の、素晴らしい作品を堪能できます。 

1月2日（土）から4日（月）、9日（土）から11日（月祝）にかけては、お正月気分が盛り上がる曲芸や獅子舞を

はじめ、マジックやオペラなど、さまざまな迎春パフォーマンスも披露します。“驚きとおもてなし”というテーマの楽しいステージにこう

ご期待！ 

また、コロナ禍でお正月もステイホームという方にも、とっておきのイベントが。さまざまな業種の匠が、自宅で楽しむこと

ができる“おどろき”の技を伝授するワークショップを開催します。簡単マジック講座からジャグリングやリースづくりなど、親

子とも笑顔になれるプログラムが盛りだくさん。 

このほか、1 月２日（土）・３日（日）は、各店の「いちおしメニュー」を注文すると、新春ふるまい酒がプレゼント

されるうれしいサービスも。お買い物を楽しみながら、お正月気分をたっぷり味わえる日比谷の街に、ぜひご来場ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さまざまなパフォーマンスで新春初笑い！ 

NEWS LETTER 

おうちでも楽しめるアイデア満載！匠の技を伝授するおやこワークショップ 

※すべての内容は、事情によりスケジュール変更や中止となる可能性がございます。 

※すべての画像はイメージです。 
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① アトリウム新春装花「Flower sunrise ～花の力で明るい迎春を～」 

メイン会場のアトリウムには、迎春を彩る華やかな花装飾が登場。
「Flower Art Award 2020 in TOKYO MIDTOWN」でグランプリを受賞し
た作家による華やかな装飾が堪能できます。もちろん、フォトスポットとして
もおすすめ！たくさんの美しい花から、癒しのパワーをもらって。 
 
【期間】 1 月 2 日（土）～1 月 11 日（月祝） 
【場所】 アトリウム 
【協力】 フラワーアートアワード実行委員会 
【作家】 保屋松 千亜紀・新井 光史（第一園芸株式会社） 
【作家プロフィール】 
ウェディングの現場で１万個を超えるブーケを花嫁のもとに届けてきた
保屋松千亜紀と、フローリスト日本一を決めるジャパンカップで内閣総
理大臣賞を受賞した第一園芸のトップデザイナー新井光史のペア。
2020 年「Flower Art Award in TOKYO MIDTOWN」グランプリ
受賞。 
 

② 迎春パフォーマンス 

新年にふさわしく、縁起物といわれる「江戸太神楽（曲芸や獅子舞）」や、Mr.マリックに次世代の日本 No.1 と云わ
れたマジシャンによる「マジックショー」、東京二期会の「オペラステージ」など、驚きとおもてなしをテーマにしたさまざまなパ
フォ－マンスで新年を彩ります。 
 

■曲芸・獅子舞 
 
【日程】 1 月 2 日（土） 
【出演】 江戸太神楽 丸一仙翁社中  

※東京都指定無形民俗文化財 
江戸時代末から寄席で人気を博した演芸で、神楽の一種である太神
楽。“江戸太神楽”の十三代家元である“丸一仙翁”の一門は、寄席
や演芸会、お祭りなど国内外での太神楽上演活動を行っている。 

 
 
■マジックショー 
 
【日程】 1 月３日（日）、１月 11 日（月祝） 
【出演】 マジシャン TAKUYA 
タネや仕掛けを一切使わず何年もかけて訓練し身
につけるスライハンドマジックを得意とする技巧派マ
ジシャン。ルービックキューブを使ったマジックにおいて
Mr.マリックからも一目置かれている。 

 

 

 

 
 

  

「東京ミッドタウン日比谷のお正月」イベント情報 
 

曲芸・獅子舞 

マジックショー アクロバットパフォーマンス 

■アクロバットパフォーマンス 
 
【日程】 1 月４日（月） 
【出演】 春雷 
アクロバットパフォーマーの阿比留大樹と高島洋樹によるパフォー
マンスユニット。殺陣ダンス、アクロバットの組み合わせでオリジナル
のパフォーマンスパッケージを多種多様に有している。 

 

展示イメージ 
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■オペラステージ 

【日程】 1 月９日（土）10 日（日） 
【出演】 ソプラノ 守谷由香  バリトン 近藤圭 

ピアノ 梅田麻衣子 
【協力】 公益財団法人東京二期会 
 
 
 
 

スケジュール 各日 12:00/14:00/16:00/18:00(10 分～15 分程度) 

※1/10(日）オペラステージのみ、12：00／14：00／16：00 

1/2（土） 
江戸太神楽（曲芸&獅子舞） 

出演：江戸太神楽 丸一仙翁社中 ※東京都指定無形民俗文化財 

1/3（日）・1/11（月祝） 
マジックショー 

出演:マジシャン TAKUYA 

1/4（月） 
アクロバットパフォーマンス 

出演：春雷 

1/9（土）・1/10（日） 
オペラステージ 

出演：ソプラノ 守谷由香、バリトン 近藤圭、ピアノ 梅田麻衣子 

※ステージにはアクリルパネルを設置し、お客様との距離を確保いたします。 

また、鑑賞時のマスク着用、ソーシャルディスタンスにご協力をいただきます。 

 

③ おやこワークショップ 
 
今年のお正月はおうち時間を楽しもう！さまざまな匠が伝授する、おやこワークショップを開催。 
普段なかなか体験することができないものから、すぐに披露したくなる技まで、おうちでお正月を楽しく過ごすヒントがいっぱい
です。 
 
【日程】 1 月 2 日（土）、3 日（日）、9 日（土）～11 日（月祝） 
【時間】 日程により異なる 
【参加方法】 事前予約制（先着順） 
        東京ミッドタウン日比谷オフィシャルサイトよりお申込みください。 

 

＜1 月 2 日（土）＞ 

■家でも実践できる！プロマジシャンが伝授する 3 種のテーブルマジック 
 
Mr.マリックに次世代のマジシャン日本 No.1 と言われメディアにも出演するマジシャン
「TAKUYA」が、家でも実践できる簡単マジックを 3 種類伝授！ プロマジシャンの技
を目の前で見ながら、その技を実際に体験し習得することができます。身近なもので
実践ができるので、家に帰って披露すれば、おうち正月が盛り上がること間違いなし！ 
【対象】 6 歳以上  ※大人と子供合計 3 名までが 1 組で体験可能 
【定員】 1 回 9 組（最大 27 名） 
【場所】 東京ミッドタウン日比谷 地下 1 階日比谷アーケード 
【開催時間】 12：00～／13：30～／15：00～／ 

16：30～／18：00～   
各回 30 分程度  

【参加費】 無料 
【講師】 マジシャン TAKUYA 

  

オペラステージ 

（左から）ソプラノ 守谷由香 バリトン 近藤圭 ピアノ 梅田麻衣子 
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＜1 月 3 日（日）＞ 

■お正月が華やぐ 春色リースづくり 
 
春色のプリザーブドフラワーやアートフラワーを使って可愛らしいオリジナルのリー
スを作るワークショップ。ひとりでつくるには難しいリースですが、ポイントをわかり
やすく解説するので、親子で楽しく 1 つのリースを完成させることができます。ご
自宅に飾れば、華やかなリースがおうち時間も華やかに！ 
【対象】 6 歳以上  ※大人と子供合計 3 名までが 1 組で体験可能 
【定員】 1 回 12 組 
【場所】 東京ミッドタウン日比谷 地下 1 階 日比谷アーケード 
【開催時間】 11：00～ ／13：30～ ／ 16：00～  各回 1 時間程度 
【参加費】 1,000 円 
【協力】 ビアンカバーネット 
 
 
＜1 月 9 日（土）＞ 

■ボールづくりから技の習得まで！簡単ジャグリングワークショップ 
 
オリジナルのジャグリングボールをその場でつくり、ジャグリングを楽しむワーク
ショップ。少しのコツを覚えれば、誰でも楽しく技を習得！ 広いスペースで
間隔を保って行うので、安心して楽しむことができます。 
【対象】 4 歳以上  ※大人と子供合計 2 名までが 1 組で体験可能 
【定員】 1 回 15 組 
【場所】 東京ミッドタウン日比谷 6F BASEQ ホール 
【開催時間】 11：00～ ／13：00～ ／15:00～ ／17：00～  各回 45 分程度 
【参加費】 無料 
【講師】 はっち 
 
 
＜1 月 10 日（日）＞ 

■食品サンプルを身近に体験！ミニおせち飾りワークショップ 
 
ショーウィンドーに飾られる食品サンプルを自分で作ってみませんか? お正月の定
番「おせち」のお重に好きな具材を詰め込み、美しくかわいい食品サンプルのおせ
ちを完成させるワークショップです。綺麗に詰め込むコツも伝授。材料をお持ち帰
りいただき、自宅で楽しむこともできます。 
【対象】 6 歳以上  ※大人と子供合計 2 名までが 1 組で体験可能 
【定員】 1 回 12 組 
【場所】 東京ミッドタウン日比谷 6F BASEQ キッチン 
【開催時間】 11：00～ ／13：30～ ／ 16：00～  各回 1.5 時間程度 
【参加費】 500 円 
【講師】 渡辺小百合 
 
＜1 月 11 日（月祝）＞ 

■瓶の中に様々な草花を摘めて世界に 1 つのハーバリウムをつくろう！ 
 
プリザーブドフラワーやドライフラワーを瓶の中に詰め込んで、オリジナルハーバ
リウムを完成させるワークショップです。花を詰め込むコツや、きれいに見せる
方法を教えてもらえるので、自宅でもオリジナルハーバリウムを作ることができ
ます。様々な花たちが瓶の中でキラキラと輝くハーバリウムは、素敵なインテリ
アとなります。 
 
【対象】 6 歳以上  ※大人と子供合計 3 名までが 1 組で体験可能 
【定員】 1 回 12 組 
【場所】 東京ミッドタウン日比谷 地下 1 階 日比谷アーケード 
【開催時間】 11：00～ ／13：30～ ／ 16：00～  各回 45 分程度 
【参加費】 500 円 
【協力】 ビアンカバーネット 

  

講師作品 

 



5 

 

 

 

1 月 2 日（土）・3 日（日）の 2 日間限定で、下記の飲食店の各店舗でいちおしメニューを注文すると、1 グルー
プ 4 名まで、ワンドリンクをプレゼントします。おいしいお酒でおめでたい気分を一段と盛り上げて！  
 

  

 いちおしメニュー注文で「新春ふるまい酒」をプレゼント！ 
 

お酒 

住吉酒販 

あご出汁のすまし汁に塩鰤
とかつお菜をのせた、博多の
お雑煮。 

博多塩雑煮 
\880 
ふるまいドリンク 

新春お燗酒 

（提供時間)11:00～19：30 

Pâtisserie & Café DEL'IMMO 

４種類の been to bar ショコ

ラを使用したパフェ。ショコラティ

エならではのチョコレートパフェを

ご堪能ください。 

ショコラティエならではのチョコレ

ートパフェをご堪能ください。 ショコラティエ 
\2,530 
ふるまいドリンク

シャンパン 

（提供時間) 
11:00～18:00 

串揚げ 新宿立吉 

その日に入荷した旬の食材
を揚げたてでご提供。3 種類
のタレか塩はお好みでどうぞ。 

串揚げ 1 本 
\200~ 
ふるまいドリンク 

枡酒 ※ディナーのみ 

（提供時間) 16:00～19:00 

DIYA 

３種のカレー、白身魚のグリ
ル、季節野菜の天ぷらなど
に、デザートも付いた大満足
なセット。 

\2,750 

500 

ふるまいドリンク 

スパークリングワイン

or マンゴラッシー 

（提供時間) 11:00～17:00 

LUBINA 

海老、貝類をたっぷり使用した魚

介の旨味たっぷりの本格パエイ

ヤ。レモンを絞ってさっぱりとどうぞ。 

ランチ￥1,705（1 人前～) 
ディナー￥3,520（2 人前～） 

 

ふるまいドリンク 

カヴァ 

（提供時間) 
11:00～16:30 
17:00~22:00 
 

一角 

自家製のタレに漬け込み、低
温でじっくりジューシーに揚げ
た一角名物の鶏の唐揚げ。 

名物 鶏の唐揚げ 

\770 
ふるまいドリンク 

超炭酸角ハイボール 

（提供時間)11:00～19：00 

三分亭 

ふるまい日本酒「金陵 濃醇純

米」に合わせた、お酒のすすむ

美味しいおつまみの盛合せ。 

酒肴盛合せ 
\2,000 
ふるまいドリンク 

金陵 濃醇純米 

中国料理 礼華 四君子草 

フカヒレを豚肉・鶏肉・金華ハ
ムの旨みを含んだ上湯スープ
で固めた贅沢な前菜です。 

フカヒレの上湯ゼリー寄せ
山椒ソース 

 

\1,760(サービス料別途) 

 
ふるまいドリンク 

スパークリングワイン 

（提供時間)11:30～19:00 

旬の食材をグレードアップし
たシェフお任せの 9 皿程度
の新春スペシャルコース。 

新春特別ランチコース 

\11,000～ 
(サービス料込) 

ふるまいドリンク 
シャンパン 

（提供時間)11:30～13:00 

Q CAFE by RoyalGardenCafe 

ビタースイートチョコレートが
アクセントになった、ほろ苦い
ティラミス。 

\1,000 
ふるまいドリンク 

スパークリングワイン 

（提供時間)11:00～19:00 

（提供時間)12:00～19:00 

ティラミス 
ビタースイートチョコレート 

ミッドタウンスペシャルセット 

RESTAURANT TOYO 

※お車でお越しのお客様及び未成年の方へのアルコール類のご提供は差し控えさせていただきます。 
※各店予定数なくなり次第終了。 ※価格は全て税込です。 

パエイヤマリスコス 
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＜報道関係者お問い合わせ先＞ 

「東京ミッドタウン日比谷」PR事務局（株式会社 プラップジャパン 内）担当：近藤、向井、鈴木 

TEL：03-4580-9107 ／ FAX：03-4580-9133 

MAIL：pr.midtown-hibiya@ml.prap.co.jp 

絶景の「皇居ビュー」ですがすがしく新年を迎えよう 

6Ｆパークビューガーデンからは日比谷公園、皇居といった都心の豊かな緑の絶景が一望できます。 
澄み渡った空と静かな都心の景色を眺めながらすがすがしい気持ちで新年を迎えることができる、お

すすめのスポットです。また、夜はクリスマスから引き続き「PARK VIEW WINTER GARDEN」を実

施中です。 

【場所】パークビューガーデン 
【開放時間】8:00～23:00 （イルミネーションは 17:00～23:00 まで） 

※12/31（木）は 17:00 まで   ※強風時はクローズします 

 

お買い物帰りも楽しめる！1 階のイルミネーションはお正月も点灯中！ 

クリスマスに大変好評をいただいた「HIBIYA Magic Time Illumination」は 1 月も継続して点灯

しております。まだまだ寒い日が続く中で、日比谷の夜のイルミネーションを眺めながら心の中から温まり

ましょう。 

【場所】日比谷仲通り、日比谷ステップ広場 
【点灯期間】～2/14（日） 

※12/29（火）から HIBIYA &HOPE WINTER SQUARE を実施。 

HIBIYA Area Illumination HIBIYA &HOPE WINTER SQUARE イメージ 


