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■ ●アイスパーク ●かき氷フェス ●瀬戸内国際芸術祭����PR　■ ●恐竜アドベンチャー ●キックスクーターパーク ●レゴ®パーク ●サンシャイン水族館イベント ●ふくしまマルシェ 
■ ●PARKOUR体験会＆大会 ●モンスターボックス体験会 ●SAMURAI ROCK ORCHESTRA　■ ●大丸有SDGs映画祭����　

■ ●トーキョートーチ ビアガーデン　●TOKYO TORCH縁日　●自治体特別屋台

8月19日　-9月18日　金 日2022年

開催スケジュール

イベントに参加の際は、感染症対策・熱中症対策に十分ご配慮ください。

プログラムの
詳細はこちら



●TOKYO TORCH縁日

過ぎゆく夏を惜しみつつ、TOKYO TORCH Park に期間限定のビアガーデンがオー
プン！冷えたビールやカクテル、TOKYO TORCH 各レストランのタパスをご用意しま
した。ちょっとレトロで開放的なテラス席で、感染対策を万全に、それぞれの“Social 
Distancing”に気をつけながら、お食事をお楽しみください。

全日

みんなで涼もう！かき氷フェス＆アイスパーク

8
19 21

金 日

WELLに働こう！
スポーツフェス

●PARKOUR体験会＆大会 

●かき氷フェス　

●恐竜アドベンチャー

日本を照らそう！地方創生夏祭り

家族で遊ぼう！キッズパーク

TOKYO TORCH Parkに�つのかき氷店がキッチン
カーを出店します。かき氷界隈では知らない人はい
ないような、超有名店が一堂に会する、夢のかき氷
フェスです。
出店予定：浦和かき氷 蔦／霧原／nice&warm／
　　　　  HACHIKU×雪見堂／たい焼きなみへい

巨大氷を溶かして中に隠されたおもちゃを取り出すお子様
向け氷遊びを実施。また、スノーマシンで真夏のTOKYO 
TORCH Parkに雪を降らせます。

大接近！恐竜ライブパーク
最新のTOKYO TORCHで太古にタイムスリップ！鼻息を感じるほどに
恐竜に近づける！リアルなふれあい体験にドキドキ！リアルな恐竜た
ちが動く、叫ぶ、咬みつく？大迫力・大興奮の恐竜体験コンテンツ！

●参加費：���円（税込み）
※開催当日のTOKYO TORCH内店舗の�,���円（税込み）以上の
　レシート提示で１名参加いただけます。

●参加条件：未就学児は必ず保護者様が付き添い
　ください。
※数に限りがありますので、上限数に達した場合は終了となります。

●参加費：無料
●参加条件：未就学児は必ず保護者様が付き
　添いください
※雨天時はコース走行を中止する場合がございます。

●参加費：無料
●参加条件：未就学児は必ず保護者様が付き添いください ●参加費：無料

●参加費：無料
●参加条件：３才以上～推奨

●参加費：無料　

●参加条件：３才以上～推奨
●参加費：観覧無料

●参加費：無料

※席のご予約は承っておりません。予めご了承ください。　※ビアガーデンは、全席禁煙です。
※酒類の提供時間は情勢により変動いたします。　
※天候や事情によりビアガーデンを閉鎖する場合がございます。また、営業時間は情勢によって変動する
　可能性がございます。あらかじめご了承ください。

サンゴのイラストのスタンプで「My エコバッグ」作りや、
いきもーるの作家「kerofull」による特別なワークショッ
プも開催。水族館ならではのグッズも多数販売します！

フランス生まれのキックスクーターGLOBBER
の体験会。楽しい乗り心地の�輪キックスクー
ターでおもいっきり遊んでいただけます。上手
な乗り方のレッスンも丁寧に行いますので、
初めてキックスクーターに乗るお子さまもぜ
ひ気軽にチャレンジ!�歳から乗れるシート付
きタイプのゴーアップも。予約不要です。

アイスパーク

全日

瀬戸内国際芸術祭は、香川県、岡山県の瀬
戸内海の美しい島々を舞台に�年に一度開
催される現代アートの祭典です。今回、���°
カメラとVRゴーグルを使って、瀬戸内国際
芸術祭に行ったかのような臨場感を味わえ
る「バーチャルツアー」を実施します。また、
瀬戸内国際芸術祭の鑑賞パスポートや公式
グッズの販売も行います。

■お絵かき恐竜
恐竜に色を付けて、自分だけ
のオリジナル恐竜をつくろう！
■化石発掘体験
砂の中に埋まった化石を見
つけよう！

全日 全日

全日

トップトレーサー（パルクール競技者の総称）がイ
ンストラクターとなり、小グループで�日�コマのプ
ログラムを実施。�/�（土）の大会では、より魅せる
ことを目的としたフリースタイルマッチを開催。

“筋肉×音楽”という今まで
にない驚愕のパフォーマン
スを、��分間に凝縮し、音
楽と合わせ周年祭に合わ
せたスペシャルバージョン
として表現。

一世を風靡したモンスターボッ
クスを池谷直樹氏による実演と
誰でも体験できるように�段程
度の跳び箱で体験会を実施。

SDGsの目標の背景にある、世界の課
題の実情やその解決のヒントなどを
映画とトークを通じてお届けする映
画祭。初の屋外上映となるTOKYO 
TORCH Parkでは、グレイテスト・ショー
マンを上映します。

PARKOUR

●モンスターボックス
　体験会

●SAMURAI ROCK 
　ORCHESTRA

インストラクターによる見本となるプレーを見た
あとに参加者自身も体験いただく。体験会以外
の時間帯はインストラクターなどのデモンスト
レーションも実施。

●スラックライン・ダブルダッチ体験会

パルクール体験 パルクール大会
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11:00~19:00（L.O.18:30）
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月 日

8
26 28

金 日

11:00~19:00

11:00~18:00

　12:00~18:00

9
14 18

水 日

大丸有SDGs映画祭2022

　18:30~

２回公演（予定） ２回公演（予定）

●トーキョートーチ ビアガーデン

ワークショップ
受付
時間

11:00~18:00 受付時間は��:��～��:��

特産品の販売やお子様が楽しめる体験コー
ナーなど、ふくしまの魅力を存分にお届けし
ます。また、ふくしまクイズにお答えいただい
た方には、桃ジュースをプレゼントします。

TOKYO TORCH に勤務
するオフィスワーカーが
チーム対抗で競う運動
会を開催します。

TOKYO TORCH に馴染みのある自治体の特別屋台も出店します。

自治体特別屋台
ふくしまの魅力発信
ふくしまマルシェ

TOKYO TORCH Parkに巨大恐竜出現！

8
27 28

サンシャイン水族館 
夏のわくわくワークショップ＆グッズ販売

ー島を感じるー
VRで瀬戸内国際芸術祭を
体感しよう！

恐竜アドベンチャー

9/17.18 12:00~21:00

9/17.18 11:00~19:00

9/14~16 18:00~21:00

9/16 18:00~21:00

9/17.18 11:00~19:009/16 18:00~21:00

●参加費：１回あたり���円（税込み）
※開催当日のTOKYO TORCH内店舗の�,���円（税込み）以上のレシート提示で１回参加いただけます。
※TOKYO TORCH Parkのインスタグラムをフォローで１回参加いただけます

●参加条件：未就学児は必ず保護者様が付き添いください
※数に限りがありますので、上限数に達した場合は終了となります。

１周年まつりのフィナーレは、子どもも大人も楽しめる“縁日”を開催！
金魚すくいや射的、くじ引きなどの縁日屋台をお楽しみください。

福島県、新潟県 小千谷市、新潟県 佐渡市、静岡県 裾野市、茨城県 つくば市

※出店店舗は予告なく変更になる可能性があります。 ※写真は当日販売する商品と異なる場合がございます。

動く恐竜展示

全日

●ワークショップ参加費：
▶いきもーる（作家:kerofull）

�,���円（豆巾着）／�,���円(巾着またはコットンバッグ）／
�,���円（サコッシュまたはポーチ）※小学生以下は保護者同伴

▶サンゴエコバッグ
���円（A�マチ無し）／���円（厚手マチあり�種）※バッグがなくなり次第終了

●参加条件：お席が空き次第ご案内いたします。最終受付は終了��分
　前となります。

8
29

9
2

●アイスパーク ●瀬戸内国際芸術祭����PR

●キックスクーターパーク

プログラムの
詳細はこちら

有料鑑賞席
�,���円 https://act-5.jp/act/2022film/●レゴ®パーク

レゴ®・マスター・ビルダーによ
る参加型ワークショップを実
施します。�/��（月）ー�/��

（日）には「レゴ®フェスティバ
ル in Marunouchi」を丸ビル
や新丸ビルで開催中！子供だ
けでなく、大人も夢中にさせ
るレゴ®ブロックを、両エリア
あわせて楽しもう！
●参加費：無料

※開催時間及び内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。　※数に限りがありますので、上限数に達した場合は終了となります

※写真はイメージです。

詳細はこちら8
26 27

金 土 　13:00~15:00　
　10:00~16:00

金

土 https://ecokids.tokyo

TOKYO TORCH Parkから星空を見上げよう！
～秋空に月と惑星を楽しもう～

自分だけのオリジナル望遠鏡を創ろう！
MY天体望遠鏡づくりワークショップ　　

就業者運動会

10:00~12:30

12:00~13:00

18:30~20:30

月のクレーターや土星の環も見える本格的な天体望遠鏡を、工作
キットを使ってつくります。天文の専門家から自分でつくった望遠
鏡の使い方を学ぶだけでなく、そもそも宇宙とはどんな世界であ
るのか、宇宙シミュレータを使っ てわかりやすく解説します。

高層ビルが立ち並ぶ東京駅近くの都心でも土
星や木星が見えるんです。夜風に吹かれながら
秋の星空を一緒に楽しみませんか?季節ごとに
移ろう星空を天文の専門家による解説付きで
ご 覧いただけます。

8
28

9
6

9
16

全日

Minecra�カップ2022全国大会応援企画エコキッズ探検隊

天体プログラム

※事前申し込みが必要となります

9
4

日

会場▶TOKYO TORCH Park

会場▶TOKYO TORCH Park

会場▶TOKYO TORCH Park

会場▶TOKYO TORCH 
常盤橋タワー ３階
MY Shokudo Hall & Kitchen

会場▶TOKYO TORCH Park

会場▶TOKYO TORCH Park

会場▶TOKYO TORCH Park

会場▶常盤橋タワー３階 MY Shokudo Hall & Kitchen
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金火

月

9
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土

9
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日金

土 日

※雨天中止 ※雨天中止

※当日は立ち寄ってご自由に観覧が可能です。
※雨天時は会場が屋内に変わります。詳細は
　公式サイトで発表。

※雨天中止

※雨天中止

全日

　　※�/�（土）の時間は調整中です　

●サンシャイン水族館イベント

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. © 2021 The LEGO Group.

9
16 18

金 日

9
16 18

金 日

●参加費：無料

●参加費：�,���円（望遠鏡キット�台分の代金含む）
●参加条件：小学生�年生以上～推奨

詳細はこちら



地方の産品を集めたセレクトショップ＆カフェ アナザー・ジャパン

第一弾は
 “ アナザー・キュウシュウ ” 

8 10
2 2

火 日

“日本を明るく、元気にする”をコンセプトに、����年度「Torch Tower」の開業をもっ
て完成するTOKYO TORCH。����年�月末に竣工した常盤橋タワーに続いて、今年�
月末に竣工した銭瓶町ビルディングの�階に、学生たちが日本各地の地域産品を集め
運営するセレクトショップと併設カフェ「KITASANDO Kissa」が�月�日にオープン。

アナザー・ジャパン

HP

���mm

毎週金・日で開催中！ 日本全国の「よいもの」で、まちを元気に！ 

TOKYO TORCH Parkでは毎週金曜日と日曜日、緑豊かな広場を活用して野外マーケット「TOKYO TORCH Market」を開催中です。日本各地のお店が出店し、
新鮮な野菜や果物、焼き菓子やパン、お花、調味料、一点ものの雑貨など、つくり手自慢の逸品を販売することで、地域の魅力を発信しています。
時間▶毎週金曜日（��:��～��:��）、日曜日（��:��～��:��）　料金▶入場無料

ショップ：03ｰ6262ｰ1375　カフェ：03ｰ6262ｰ1384　
東京都千代田区大手町2-6-3 
TOKYO TORCH内
銭瓶町ビルディング1F　ぜにがめプレイス　
ショップ：全日11:00～20:00
カフェ：平日08:30～21:30　土日祝：10:00～19:00
（企画展入れ替え時に休業予定）
https://another-japan.jp/ 

TOKYO 
TORCH 
Market 

@tokyotorchparkhttps://tokyotorch.mec.co.jp

※限定メニューは各種数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

MY Shokudo 
Dining & Sakaba
��-����-����
旬の食材にこだわり、繊細で素
朴でからだに優しいおばんざい
と厳選したお酒を手軽な価格
で一杯。お好みのシーンに合わ
せた利用が可能なダイニング

�F カフェテリアラウンジ

TATA 
～BAR RESTAURANT CAFE～
��-����-����
日本の食材をふんだんに取り
込んだタパスとナチュラルワイ
ンを、緑あふれるテラス席で楽
しめるオールデイダイニング

�F オールデイダイニング

魚と日本酒　羽田市場
��-����-����
魚食文化継承の為、全国から
集めた魚介類を、丁寧に和の
調理法で仕上げ素材本来の
良さを探求し提供する超速鮮
魚羽田市場の新業態

B�F 海鮮・日本酒・居酒屋

Tsubamesanjo Bit
 TOKYO
��-����-����
オーナーシェフの地元である
新潟・燕三条の魅力を、厳選
した食材・一流のクラフトマン
によるプロダクト・空間で体験
できるレストラン

�F イタリアン

フレンチ串揚げ
BEIGNET
��-����-����
大阪・梅田で話題の日本初新
業態『フレンチ串揚げ』。串揚げ
はふわっと上品で、ワインも気
軽に楽しめる新感覚ビストロ

�F フレンチ串揚げ・ビストロ

北海道 炉端　えぞ羅
��-����-����
北海道・羅臼町の海より水揚
げされた旬な魚や野菜を素材
本来のうま味を引き出す炉端
焼きでいただく新スタイル

�F 和食・炉端焼き

CRAFT BEER MARKET
TOKYO TORCH店
��-����-����
国内外の樽生クラフトビール
を日替り��種類提供。クラフ
トビールに合わせた餃子とス
パイス料理が楽しめるビアレ
ストラン

�F クラフトビアレストラン

野乃鳥 丹波赤どり専門 
とりのや 本店
��-����-����
歯ごたえや旨 味を追 求した

「丹波赤どり」を、焼き鳥をは
じめとし様々な食べ方で堪能
いただける鶏料理専門店

�F 鶏料理

Bar Espanol YEBRA
��-����-����
スペイン・セビーリャで数々の
賞に輝いた弟ハビエルの料理
と兄マヌエルが大切にするホ
ス ピ タ リ テ ィを 提 供 す る
YEBRAの東京店

�F スペイン料理／スペインバル

タリーズコーヒー
シアトル発祥のスペシャルティ
コーヒーショップ。世界各国より
厳選した豆を使い、国内で焙煎、
エスプレッソはオーダーが入って
から一杯一杯丁寧に手動のマシ
ンで抽出し、すべての工程におい
て最高の品質を追求しています。

B�F スペシャルティコーヒーショップ

TOFFEEtokyo
��-����-����
佐賀で生まれ、福岡で進化し
たソイドリンク＆フードがつい
に東京に初上陸。古くから知
られるヘルシーフード豆乳の
新提案カフェ

�F カフェ

BRIANZA TOKYO
��-����-����
イタリアンの技術・技法を中
心に世界中の「美味しい」を集
めた自由で独創的なBRIAN- 
ZAの新業態炭火料理

�F 炭火焼きラテンイタリアン

セブン－イレブン
常盤橋タワーに勤務されるオ
フィスワーカー、来館されるお
客様にとって「近くて便利」を目
指し、鮮度の良いデイリー商品、
セブンカフェ、フライヤー商品な
どのカウンター商品を常に充実
した品揃えをしてまいります。

B�F・�F コンビニエンスストア

MY Shokudo 
Hall & Kitchen
��-����-����
発酵をテーマとした「みそスー
プBAR」や食のイベントなど、
キッチンを舞台においしい食
体験を提供。イベントスペー
スとしてレンタルも可能。

�F カフェラウンジ

SHOPS & 
RESTAURANTS

一部店舗では
周年まつり期間
特別メニューを
提供します！

�周年まつり
特別メニュー
提供店舗

特別
メニュー

特別
メニュー

特別
メニュー

特別
メニュー

特別
メニュー



A C C E S S

＜感染症対策にご協力ください＞
●各コンテンツに参加の際は、基本的にマスクを着用してください。
●当日の体温が��.�℃以上の方は、参加をお控えいただきます。

＜熱中症対策をしてください＞
●できるだけ暑さを避けるようにしてください。
●こまめに水分補給をしてください。
●人との距離（�メートル以上を目安）が確保できて、会話をほとんど行わない場合は、マスクを外すよう
　にしてください。

＜注意事項＞～ご来場のお客様へのお願い～

●会場内では、必ずスタッフの指示に従ってください。
●会場内でのけがや事故、貴重品や手荷物の紛失に関しましては、一切の責任を負いかねます。
●コンテンツの一部は、時間帯によりご利用いただけない場合があります。
●混雑時等は、参加、観覧、利用時間を制限する場合があります。
●天候等によりイベントが中止となる場合があります。
●各イベントにより実施時間や参加条件が異なります。
●報道関係やマスメディア、イベントスタッフ等が会場の様子を撮影する場合があります。また、撮影した
　素材は社内外広報用に使用させていただく場合があります。

子どもたちの間で大人気の「おしりたんてい」と、テレビ番組・YouTube
で大人気の知識集団「QuizKnock（クイズノック）」がコラボレーション！
パソコンやタブレット等で参加する「オンライン謎解き」を開催中。
コラボカフェやグッズショップも展開しています。

丸の内
ファミリーウィーク   オンライン謎解き  7/23 ▶ 8/31

主催：
協力：

後援：  千代田区

一般社団法人 日本かき氷協会　瀬戸内国際芸術祭実行委員会　高松空港株式会社　株式会社 ダッドウェイ　レゴジャパン株式会社　株式会社サンシャインエンタプライズ　
特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会（リガーレ）　一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア協会）　天文学普及プロジェクト「天プラ」　
DRIMON合同会社　株式会社ストラグル　東京都体操協会 パルクール委員会　株式会社Agri Innovation Design　福島県　小千谷市　佐渡市　つくば市　裾野市

※開催時間及び内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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家族で謎解きに挑戦！
丸の内エリア

今年のスポーツフェスは、企業対抗バレーボール(�v�)やパラスポーツ
体験、eSportsなど、参加して、体験して、応援して楽しめる、スポーツの
魅力が盛りだくさん！常盤橋エ
リアも加わりパワーアップした
スポーツフェスで、夏 をエン
ジョイしましょう！ご来場頂いた
方限定で���円グルメクーポン
を抽選でプレゼント

MARUNOUCHI 
SPORTS FES 2022

8/1 ▶ 8/14
丸ビル�階マルキューブ
丸の内仲通り（丸ビル前）

TOKYO TORCH Park丸の内でスポーツの楽しさを再発見！

期間中、丸の内ポイントアプリでエントリーして、丸の内ポイント対象店
舗にて�,���円以上（税込）購入すると、宿泊券や丸の内ポイントアプリ
クーポンなどが総勢���名以
上に当たる豪華抽選会に参加
できます。またTrip.comサイト
上では、誰でも買える三菱地所
関連空港への旅行特別セール
も開催中！

おトクにGO！週末空旅 8/18 ▶ 9/30
抽選で豪華賞品GET！

丸の内ビル��周年・新丸ビル��周年の開
業を記念し、今年創立��周年を迎える「レ
ゴ®グループ」とコラボレーション。「レゴ®認
定プロビルダー」が制作する丸ビルのジオ
ラマや世代を問わず世界中で愛されるレゴ®
ブロックを使った参加型ワークショップ等盛
りだくさん！子どもだけでなく大人も夢中に
させるレゴ®ブロックの体験を楽しもう！

レゴ®フェスティバル 
in Marunouchi

8/15 ▶ 9/11

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. © 2021 The LEGO Group.

丸ビル�階マルキューブ、�階回廊
新丸ビル�階アトリウム

レゴ®ブロックで丸の内を遊び場に！

アクセス
感染症・熱中症対策をして

イベントを楽しもう!!

詳しくは Marunouchi.com へ

「東京」駅日本橋口から徒歩1分

開催会場
TOKYO TORCH Park

日本ビル

アナザー・ジャパン
ショップ＆カフェ

�月�日OPEN

常盤橋タワー朝日生命大手町ビル

銭瓶町ビル

常盤橋公園

音楽ARアプリ「SMACK」のユーザーは開催期間中、大丸有エリアに設
置されたクエストをクリアすることにより、本企画限定の音楽シーンの
第一線で活躍するアーティストに関連するスペシャルアイテムと丸の内
ポイントアプリで使える���円分クーポンコードを獲得できます。

SMACK QUEST
第�弾   8/12 ▶ 9/  1
第�弾  9/  2▶9/23
丸の内およびその周辺音楽×リアルワールド

メタバースサービスを
大丸有エリアで体験しよう！


