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「花笑み通り丸の内 ～MEET @ Marunouchi～」をテーマに、
全国から選抜された１８のガーデン作品が並ぶ

「丸の内仲通りガーデニングショー2012」開催
２０１２年９月２９日（土）～１０月１４日（日）

大野 忍選手(ＩＮＡＣ神戸レオネッサ)監修の“なでしこガーデン”も登場
丸の内仲通りガーデニングショー2012 実行委員会（三菱地所、三菱地所ビルマネジメント参加）は、
丸の内仲通り各所で、９月２９日（土）から１０月１４日（日）までの１６日間、「丸の内仲通りガーデニング
ショー2012」を開催いたします。
本イベントは“都市における花と緑のめぐみ”と、“環境を意識したライフスタイル”を提案する、日本有数
のアーバンガーデニングショーです。今回も「東京ガーデンジュエリー2012」の一環として、「日比谷公園
ガーデニングショー2012」と同時開催いたします。
９回目の開催となる今年のテーマは、「花笑み通り丸の内 ～MEET @ Marunouchi～」。丸の内仲通りが、
多くの花で彩られ、人々が集い、見る人全てに笑顔をもたらすようにという願いを込めています。
丸ビル前には、大野 忍選手(ＩＮＡＣ神戸レオネッサ)が監修するテーマガーデン「なでしこガーデン」が
登場。「日本の女性の力で笑顔に」という想いが込められた作品が完成しました。
また丸の内仲通り沿いには、一次審査を通過した１８の入賞作品（横幅５ｍ・奥行１．５ｍ）をコンテスト
ガーデンとして展示。９月２８日（金）には最終審査を実施し、「ガーデンジュエリー大賞」（東京都建設局長
賞/賞金１００万円）や、若き才能の育成・支援を目的に学生団体を対象とした「丸の内仲通りガーデニング
ショー新人賞」等各賞を授与します。
このほか、プロの競り人による「丸の内花競り」や、花の名前や特徴を専門スタッフが解説しながら丸の内
仲通り各所を巡る「丸の内ガーデンツアー」、一般の方が園芸体験出来る「ワークショップ」など参加型
イベントを展開するほか、丸の内仲通りの街路灯には色彩豊かな花々がハンギングバスケットに施され、
丸の内に彩り豊かな花と緑の空間を演出します。
丸の内エリアでは、今後も様々な文化イベントを実施し、街の更なる活性化を進めてまいります。

昨年のテーマガーデン

テーマガーデン監修 大野 忍選手
（C)INAC KOBE LEONESSA （Photo by T.INOUE）

「丸の内仲通りガーデニングショー2012」開催概要
・テ ー マ

「花笑み通り丸の内 ～MEET @ Marunouchi～」

・開催期間

９月２９日（土）～１０月１４日（日）

・開催場所

丸の内仲通り各所
（丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア、明治安田生命ビル 他）

・主

催

丸の内仲通りガーデニングショー2012 実行委員会

・共

催

日本ハンギングバスケット協会／一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会

■共催

社団法人日本造園組合連合会／ジャパンガーデンデザイナーズ協会（JAG）

■後

NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会

・後

援

東京都／千代田区／公益財団法人東京観光財団
一般社団法人 千代田区観光協会／株式会社ニッポン放送／
一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会

・特別協賛

三菱地所株式会社

・公式 HP

丸の内仲通りガーデニングショー2012 公式ＨＰ

http://www.mn-garden.com/

イベント詳細
①テーマガーデン
・展示日時
・展示場所
・内
容

：９月２９日（土）～１０月１４日（日）
：丸ビル外構
：今年度の「テーマガーデン」には、秋の七草のひとつ、楚々とした日本女性の美を象徴
する花 「なでしこ」を題 材 とした、「なでしこガーデン」が登 場 します。デザイン監 修 を
大野 忍 選手(INAC 神戸レオネッサ)が手掛け、制作はジャパンガーデンデザイナー
協会(JAG)の大澤豊子氏、浜本規子氏、大滝暢子氏の女性陣が、女性の視点や観点
から作 品を制 作します。今 年のテーマにある「花 笑 み」のように、皆 さんが丸の内に
お越し頂いた際に、たくさんの笑顔が溢れるような作品にしたいと思います。
【大野 忍選手プロフィール】
生年月日
血液型
出身地
身長
体重
出場試合数
得点
所属チーム
（C)INAC KOBE LEONESSA
（Photo by T.INOUE）

１９８４年１月２３日
B型
神奈川県
１５４cm
５０kg
２１６試合（２０１２年６月終了時）
１５５得点（２０１２年６月終了時）
INAC 神戸レオネッサ #１０

②コンテストガーデン
・展示日時 ：９月２９日（土）～１０月１４日（日）
・展示場所 ：丸の内仲通り各所
・内

容： 「 花 笑 み 通 り 丸 の 内 ～ MEET @ Marunouchi ～ 」 を テ ー マ に 、 一 次 審 査 で 選 ば れ た
ガーデン作家１８名の入賞作品を展示。９月２８日（金）には最終審査を行い、各賞を選出。
同日１８：３０～２０：００に丸ビル８Ｆ「コンファレンススクエア Room4」にて表彰式を開催。
その他オーディエンス賞を設け、９月２９日（土）～１０月１日（月）に一般投票を実施します。
投票結果は丸の内仲通りガーデニングショー公式ＨＰ上にて発表します。
（公式ＨＰ http://www.mn-garden.com/）

・各

賞：
ガーデンジュエリー大賞（東京都建設局長賞）
１作品 賞金１００万円
銀賞
１作品 賞金２０万円
銅賞
２作品 賞金５万円
三菱地所賞
１作品 丸の内お食事券３万円分
ＮＰＯ法人 大丸有エリアマネジメント協会賞
１作品 丸の内お食事券３万円分
日本ハンギングバスケット協会 理事長賞
１作品
一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会 会長賞
１作品
ジャパンガーデンデザイナーズ協会 会長賞
１作品
社団法人日本造園組合連合会 理事長賞
１作品
丸の内仲通りガーデニングショー新人賞
１作品 丸の内お食事券３万円分
オーディエンス賞
１作品 丸の内お食事券３万円分
・審 査 員：
熊谷 洋一氏
（兵庫県立淡路景観園芸学校 学長）
吉谷 桂子氏
（英国園芸研究家）
石原 記念男氏 （日本ハンギングバスケット協会 理事長）
枝吉 茂種氏
（一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会 会長）
正木 覚氏
（ジャパンガーデンデザイナーズ協会 会長）
井上 花子氏
（社団法人日本造園組合連合会 理事）
ほか

③プロの競り人による秋花の「丸の内花競り」
・開催日時：１０月６日(土)１２：３０～、１５：３０～
１０月１０日(水)１７：３０～
※日時は変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページをご参照ください。

・開催場所：丸ビル外構 テーマガーデン横
・申込方法：開催時間までに丸ビル外構テーマガーデン前に集合
（予約不要）

昨年の「競り」の様子

・協

力：一般社団法人日本花き卸売市場協会

・内

容：来場者を対象に、新鮮な花を競りにて販売致します。プロの競り人による本格的な競り
を体験することができます。

④丸の内ガーデンツアー
・開催日時：９月２９日（土）、３０日（日）、
１０月６日（土）、７日（日）、１３日（土）の５日間
各日 １１：００～（１０：３０～受付）/１４：００～（１３：３０～受付）の２回実施
・集合場所：丸ビル外構 テーマガーデン前
・参 加 費：無料
・参加人数：各回先着３０名
・申込方法：丸ビル外構 テーマガーデン前にて受付（予約不要・先着順）
・協

力：一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会

・内

容：テーマガーデン及び１８作品のコンテストガーデンを回りながら、作品に使用されている花
の名前や特徴などを専門のスタッフが解説します。

⑤ワークショップ
・開催日時：１０月３日(水)１８：３０～１９：３０ （受付１８：００開始）
・会

場：新東京ビル２階 marunouchi cafe SEEK

・講

師：上田 奈美氏（日本ハンギングバスケット協会理事/ハンギングバスケットマスター)

・参 加 費：３，５００円 ※当日支払い
・参加人数：各回２０名
・申込方法：未定 ※９月上旬に公式ホームページにて発表いたします。
・内

容：季節の花の寄せ植え作りを通して、実際にガーデニングを体験することができます。

⑥ハンギングバスケット
・開催日時：９月２２日（土・祝）～１１月４日（日）
・展示場所：丸の内仲通り各所
・協

力：日本ハンギングバスケット協会

・内

容：丸の内仲通りの街路樹に、花々をあしらったハンギングバスケット約１７０基を飾ります。

会場 MAP

同時開催イベント
日比谷公園ガーデニングショー2012
都心のオアシス、日本発の洋風近代式公園である日比谷公園で、「日比谷公園ガーデニングショー2012」
を開催いたします。本イベントは、２００３年（平成１５年）に日比谷公園開園１００周年を記念して開催された
もので、今年で１０回目を迎えます。ボランティアによる花と緑のイベントの企画、運営、開催の実績が
認められ、官民連携による先進的な事例として、今年は第２９回全国都市緑化フェア TOKYO と同時開催と
なることが決定しました。
・開催期間
・問い合わせ

９月２９日（土）～１０月２８日（日）９：３０～１６：３０ 入場無料
日比谷公園ガーデニングショー実行委員会事務局
TEL０３－３２３２－３０９７（平日 ９：００～１７：３０）

