2016 年 8 月 18 日
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

取材のご案内

東京ミッドタウンで秋空の下、ゆったりと過ごす上質な時間

秋イベント「MIDTOWN RELAX PARK 2016」開催
～ラウンジやシネマ、ヨガで秋の夜長を満喫する上質な都会のアウトドア～
2016 年 9 月 2 日（金）～10 月 2 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、9 月 2 日（金）から 10 月 2 日（日）まで、緑豊かな屋外で
秋の夜長を豊かに過ごしていただけるイベント「MIDTOWN RELAX PARK 2016」（ミッドタウン リラックス パーク）を開催します。
「MIDPARK LOUNGE（ミッドパーク ラウンジ）」では、緑に囲まれた空間の中で、都会の上質なアウトドアを楽しめる
屋外ラウンジが登場。ザ・リッツ・カールトン東京によるスペシャルメニューを「モエ・エ・シャンドン」と共にご提供します。
また、約 2,000 ㎡もの広大な芝生広場では、屋外シネマ「MOËT MIDPARK CINEMA」（モエ ミッドパーク シネマ）や、
大好評の恒例イベント「MIDPARK YOGA」（ミッドパーク ヨガ）も登場します。
ご多用の折、誠に恐れ入りますが、ご取材いただきますよう、お願い申しあげます。

【MIDTOWN RELAX PARK 2016】
2016 年 9 月 2 日（金）～10 月 2 日（日）
PICK UP!

＜MIDPARK LOUNGE＞（ミッドパーク ラウンジ）登

緑に囲まれながら、ザ・リッツ・カールトン東京のお料理を「モエ・エ・シャンドン」と共に楽しめる屋外ラウンジが登場します。
屋外でのパーティーを演出する 2 名様用/4 名様用の「MIDPARK BASKET」（ミッドパーク バスケット）で、都会の上質な
アウトドアをお楽しみいただけます。

▲緑に囲まれた中で上質な時間を堪能

PICK UP!

▲こだわりのメニューを堪能できる
「MIDPARK BASKET」（イメージ）

＜MOËT MIDPARK CINEMA＞
（モエ ミッドパーク シネマ）

▲芝生の上で、ゆったりと楽しめる映画鑑賞
（過去の様子）

PICK UP!

▲ザ・リッツ・カールトン東京の
スイーツも楽しめる

＜MIDPARK YOGA＞
（ミッドパーク ヨガ）

▲恒例の屋外ヨガは朝と夜に楽しめる
（過去の様子）

＜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
公式ホームページ www.tokyo-midtown.com
【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
金子、宮本
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）
小笠原、岡部 TEL：03-4580-9101 / 携帯：080-5887-1093 / FAX：03-4580-9127 （株式会社プラップジャパン）

9/2 スタート！

MIDPARK LOUNGE（ミッドパーク ラウンジ）

緑豊かなミッドタウン・ガーデンでは、上質な都会のアウトドアを楽しんでいただける期間限定ラウンジが登場しま
す 。お も て な しの 深さ が 世界中で 知ら れ る 「 ザ ・ リ ッ ツ ・ カ ー ル ト ン 東京」 が 提案す る スペ シ ャ ル メ ニ ュ ー は
秋の夜長をゆったりと楽しんでいただくのにふさわしい、こだわりのラインナップ。シャンパン「モエ・エ・シャンドン」と共に、
贅沢な夜をお過ごしいただけます。
優雅にキャンプを楽しむ「グランピング」や都心でのバーベキュー施設など、こだわりの設えでアウトドア空間を過ごす
ことが注目されているなか、東京のまん中で気軽に、上質な時間をお過ごしいただけるラウンジです。
【期
【時

間】
間】

【場
【主
【協
【運

所】
催】
力】
営】

2016 年 9 月 2 日（金）～10 月 2 日（日） ※荒天中止
平 日／17：00～22：00 （ラストオーダー 21：30）
土日祝／12：00～22：00 （ラストオーダー 21：30）
ミッドタウン・ガーデン
東京ミッドタウン
モエ・エ・シャンドン、イデーショップ / イデーカフェ パルク
ザ・リッツ・カールトン東京

＜PICK UP！＞
ザ・リッツ・カールトン東京が誇るシェフが監修したスペシャルメニューが登場！

※価格は全て消費税込
※内容は変更になる場合があります

屋外でのパーティーを楽しんでいただけるよう、ザ・リッツ・カールトン東京が本ラウンジのためにスペシャルメニューをご用意。
前菜からデザートまでこだわりのメニューが揃う 2 名様用/4 名様用の「MIDPARK BASKET」（ミッドパーク バスケット）で、
都会のピクニックをモエ・エ・シャンドンと共にお楽しみいただけます。
■「MIDPARK BASKET」（ミッドパーク バスケット）
＜4 名様用：￥11,000＞
ベトナム風キヌアサラダ 海老のマリネ、チェリートマトサラダ モッツァレラ・バジルピストー添
え、ポテトサラダ、野菜のトルティーヤロール、ハム＆スモークサーモン 西洋山葵クリーム、
シャルキュトリープレート、ハム＆チーズパニーニ、ゆで卵、チョコレートブラウニー×2、
クラフティー×2、フレッシュフルーツ

＜2 名様用：￥5,500 ＞

▲MIDPARK BASKET（4 名様分）

ベトナム風キヌアサラダ 海老のマリネ、チェリートマトサラダ モッツァレラ・バジルピストー添
え、野菜のトルティーヤロール、パテ・ド・カンパーニュ＆ピクルス、スモークサーモン
西洋山葵クリーム、チョコレートブラウニー

※写真はイメージ ドリンク、付属品は含まれません

▲バスク風チキン ライス添え
￥1,800
トマトとパプリカを柔らかくなるまで煮
込み、さっぱりと酸味の効いた味わい
が楽しめるチキン。

▲左）チョコレートブラウニー ￥900

右）クラフティー ￥750
チョコレートをたっぷりと使いしっとりと
したブラウニーと、フランスで人気のチ
ェリーを使ったクラフティー。

▲「ミ二 モエ（200ｍｌ）」
1 本 ¥1,600
モエ・エ・シャンドン「モエ アンぺリアル」
が屋外でもカジュアルに飲めると人気の
ミニボトル。

メニュー監修 フランケリー・ラルーム（ザ・リッツ・カールトン東京 副総料理長）
フランス、トルコ、上海など世界各国の一流レストランやホテルで研鑽を積み、パリのパヴィリヨン・レド
ワイエン、ヴァランスのメゾン・ピック、ロアンヌのメゾン・トロワグロ、カンヌのラ・パルム・ドールといっ
たフランスの名だたるミシュラン獲得レストランで活躍。2014 年よりザ・リッツ・カールトン東京の洋食
レストラン・宴会調理部門を統括する副総料理長に就任。

＜PICK UP！＞
緑に囲まれながら、ソファに座って「モエ・エ・シャンドン」を味わう
上質な秋の夜
ラウンジでは、ゆったりと過ごせるソファ席も登場します。さらに、ソファ席を中心に
イデーショップ / イデーカフェ パルクがハンモックやテーブルクロスなどを使って
アウトドア空間をコーディネート。一部商品は、東京ミッドタウンのイデーショップ /
イデーカフェ パルクでも購入ができます。

▲イメージ

9/16 初日

MOËT MIDPARK CINEMA（モエ ミッドパーク シネマ）

都心の広大な芝生広場で、リラックスしながら映画鑑賞を楽しんでいただける屋外シネマが登場します。秋空の下、
開放的な空間で「華麗なるギャツビー」や「プラダを着た悪魔」など、モエ・エ・シャンドンが歓喜に満ちたお祝いのシーン
を演出している人気映画4作品を、250インチのスクリーンでゆったりと鑑賞いただけます。
隣接する「MIDPARK LOUNGE」のメニューをテイクアウトし、芝生の上で映画鑑賞をしながらお楽しみいただけま
す。ザ・リッツ・カールトン東京のこだわりの料理とシャンパン「モエ アンペリアル」のミニボトル「ミニ モエ（200ml）」を
片手に、秋の夜長をご堪能ください。
【期

間】

2016年9月16日（金）～9月19日（月・祝）
9 月 22 日（木・祝）～9 月 25 日（日）
※雨天・荒天中止。中止の際は、東京ミッドタウンの
オフィシャルサイトにてお知らせいたします。

【時

間】

【場
【定
【料
【主
【協

所】
員】
金】
催】
賛】

18：30 受付開始
19：00 上映開始
※終了時間は作品により異なります。

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
先着100名
無料
東京ミッドタウン
モエ・エ・シャンドン

▲イメージ

※希望者には先着でレジャーシートの貸し出しをいたします。
※モエ アンペリアルのミニボトル「ミニ モエ(200ml)」をお買い上げいただいた方に、会場内で「モエ・エ・シャンドン」
オリジナルクッションを先着 50 名様に貸し出しいたします。

【上映作品】
華麗なるギャツビー

9月16日（金） / 25日（日）

1925 年に出版されたアメリ
カ文学の最高峰が映画化
された作品。
ア メ リ カ 東海岸２０年代の
熱 狂 を華 麗 に 描 い て いま
す。エレガントで歓喜に満ちた
お祝いのシーンをモエ・エ・
シャンドンがグラマラスに
演出しています。

NINE
トニー賞 5 部門受賞のブロ
ードウェイ・ミュージカル
「NINE」を『シカゴ』のロブ・
マーシャル監督が、全員主
役級の夢のような豪華キャ
ストで描く最高にゴージャス
でファッショナブルな作品。
映画撮影クランクアップのシ
ーンでモエ・エ・シャンドンが
華麗に登場します。

コードネーム U.N.C.L.E. 9月17日（土） / 22日（木・祝）
1960 年代にアメリカや日本で放映
さ れ た 大 ヒ ッ ト テ レ ビ ド ラ マ 「 0011
ナポレオン・ソロ」を、『シャーロック・ホ
ームズ』シリーズのガイ・リッチー監督がリブ
ートしたスパイ・アクション・エンターテ
イメント！華やかなパーティーシーン
でモエ・エ・シャンドンがスクリーンを
彩ります。

9月18日（日） / 23日（金）

プラダを着た悪魔

9月19日（月・祝） / 24日（土）

フ ァ ッ シ ョ ン 業界 を舞 台
に、カリスマ雑誌編集長
と新人アシスタントの攻
防と絆を描くドラマ。出演
はメリル・ストリープ、
アン・ハサウェイ。物語が
もっとも盛り上がるパリで
の数々のシーンを、モエ・
エ・シャンドンが美しく演
出しています。

※映画画像の使用をご希望の場合は、東京ミッドタウン PR 担当へご一報頂きますようお願いいたします。
※映画画像をご使用の際は、以下のコピーライトを必ず付記頂きますようお願いいたします。
・華麗なるギャツビー：©2013 Bazmark Film III Pty Ltd
・コードネーム U.N.C.L.E.：
ブルーレイ&DVD 絶賛発売中 ／ 発販元：ワーナ・ブラザース ホームエンターテイメント
© 2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC ALL RIGHTS RESERVED
・NINE：©2009 THE WEINSTEIN COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.
・プラダを着た悪魔：© 2006 Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC. All rights reserved.

MIDPARK YOGA（ミッドパーク ヨガ）
秋風の中、夏の疲れた体を癒し、リラックスしながら心とカラダをメンテナンスする、人気の無料ヨガイベント。コナミ
スポーツクラブ協力のもと、広大な芝生の上で、ダイナミックなポーズを行う「アシュタンガヨガ」やヨガのルーツとされる
「ハタヨガ」など、毎回異なるインストラクターの指導で、様々なヨガ体験をお楽しみいただけます。また、9 月 15 日（木）には、
中秋の名月の下で行う「月見ヨガ」も開催いたします。
深い呼吸で心身ともにリラックスし、瞑想で自分と向き合うこともできるヨガ。朝の光の中の気持ち良いヨガや、月の下で
行うヨガなど、様々なスタイルでお楽しみください。
【日

時】

＜平日＞夜ヨガ 19：30～20：30（受付 19：00～）
2016 年 9 月 6 日（火）、7 日（水）、13 日（火）、14 日（水）、
15 日（木）、20 日（火）、21 日（水）、27 日（火）、28 日（水）
＜週末＞朝ヨガ 9：30～11：00（受付 9：00～）
2016 年 9 月 3 日（土）、17 日（土）、24 日（土）、10 月 1 日（土）
※雨天中止。中止の際は東京ミッドタウンオフィシャルサイトにてお知らせ

【場
【料
【主
【協

所】
金】
催】
力】

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
無料
東京ミッドタウン
コナミスポーツクラブ

▲過去の様子

＜PICK UP！＞
秋の夜、芝生の上で裸足になってリラックス。
“中秋の名月”のパワーを感じながら行う、月見ヨガも開催！
9 月 15 日（木）は十五夜の日。中秋の名月を眺めながら、深いリラックスを感じ
るヨガを、栗原冬子さんを講師にむかえ、開催します。
秋の大きな満月からパワーをたくさんもらいながら、芯から呼吸し、夏の疲れを
リセットしましょう。
▲過去の様子

【開催スケジュール】
日程

9/3（土）

9/6（火）
アンジェラ・

9/7（水）

9/13（火）

9/14（水）

9/15（木）

工藤舞子

斉藤めぐみ

小野寺紀恵

栗原冬子

夜ヨガ

講師

エドワーズ壽里

ヨガ

ヴィンヤサヨガ

ハタヨガ

シンプリーヨガ

ハタヨガ

ヴィンヤサヨガ

日程

9/17（土）

9/20（火）

9/21（水）

9/24（土）

9/27（火）

9/28（水）

10/1（土）

講師

吉川明子

ケン・ハラクマ

ＡＶＩ

佐藤おりえ

野村賢吾

齋藤りょう子

野沢和香

ヨガ

ハタヨガ

アシュタンガヨガ

陰陽ヨガ

イシュタヨガ

磨紀・バーノン

朝ヨガ

月見ヨガ

ハタフローヨガ イシュタヨガ ヴィンヤサヨガ

【開催プログラム ・ 講 師 例】
＜アシュタンガヨガ＞
太陽礼拝を基本にポーズからポーズへ途切れることなく流れるよう
な動きで繋いでいく、積極的にカラダを動かすタイプのヨガ

＜月見ヨガ＞
秋の名月がもたらす神秘的なエネルギーを都会の芝生の上で感じ、
日々移ろうココロとカラダを受け入れる、スペシャルプログラム

ケン・ハラクマ

栗原 冬子

日本のヨガの第一人者として、国内外にて幅広いヨ
ガの指導とワークショップを行い、「ミッドパーク ヨ
ガ」でも誰もが楽しくヨガに触れられるようなクラスを
開催し人気を集めている。日本最大のヨガイベント
「ヨガフェスタ」の発起人の一人。

国際線 CA から転身し、ヨガ・ピラティスインストラクタ
ーとして美容と健康をトータルデザインしている。オ
リジナルメソッド Yogaroma®や、アロマブランド FYK
も展開。ミッドパーク ヨガをはじめ、多数のヨガイベ
ントに出演。

＜イシュタヨガ＞
「呼吸」、
「アサナ」
、「瞑想」を基本に自分と向き合うヨガ。
初心者の方にもおすすめのプログラム

＜ハタヨガ＞
ハは「太陽（吸う息）」
、タは「月（吐く息）」を意味するヨガ。
さまざまなヨガの流派のルーツとされ、ヨガの基本とも言われる

野沢 和香

アンジェラ・磨紀・バーノン

モデルとして雑誌『VERY』や『yoga JOURNAL』、
TV『ヒルナンデス！』で活躍中。スタイルにとらわれ
ない楽しい Yoga 指導に定評がある。

ハワイではプロサーファー・カリスマロコサーファーと
して活動する傍ら、ヨガインストラクターとしても活
躍。全国各地でワークショップを開催し、ヨガイベント
にも多数出演。

