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報道関係各位
大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１７実行委員会
三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

≪大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１７≫
丸の内夏の風物詩 今年はプレミアムフライデーに開催！

「丸の内 ｄｅ 打ち水」 ／ 「東京丸の内盆踊り２０１７」
開催日時：７月２８日（金） １７：３０～２１：００ 開催場所：行幸通り・丸の内仲通り（丸ビル前）

昨年大好評の大人も楽しめる縁日 今年は時間を延長し開催！

「大手町縁日２０１７」
開催日時：８月４日（金） １７：４５～２２：００ 開催場所：大手町仲通り
丸の内では、大手町・丸の内・有楽町（以下、大丸有）地区にて、大丸有地区の毎年恒例夏の風物詩、
「大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１７」を開催します。
７月２８日（金）には、東京駅前の行幸通りにて恒例の打ち水に加え、今年も高さ約５メートルの祭やぐらを皇居
と東京駅をつなぐ行幸通りに組み、盆踊りを開催。また、８月４日（金）には大手町仲通りにて、昨年初開催し好評を
博した、大人が楽しめる縁日イベント「大手町縁日２０１７」を行うなど、この期間の大丸有地区では、日本の
“涼”を身近に感じていただけます。
本イベントの実施を通して、「環境配慮型街づくり」のコンセプトのもと、エリア内企業や就業者、来街者の皆様へ、
イベントを通じたクールスポットの提供を行い、より環境保護の共通意識を持てる「結びつきの場」を目指します。
（昨年の様子）

幾つか昨年画像を頂
けませんでしょうか

「丸の内 ｄｅ 打ち水」

「東京丸の内盆踊り」

「大手町縁日」

◆「丸の内 ｄｅ 打ち水」 ７月２８日（金） １７：３０～ ／ 行幸通り
今年で１３年目を迎える大丸有地区の夏の風物詩「打ち水」を、行幸通りやその他エリアにて実施。
「丸の内 ｄｅ 打ち水」では、約１，０００人の大丸有地区の就業者が、打ち水を行います。本イベントで使用する
水は、ビル内施設で溜めた雨水をろ過した中水です。イベントを通じて、来場者や就業者の皆さまへ環境意識を
高めてもらうとともに、企業間交流の場を提供します。

◆「東京丸の内盆踊り２０１７」 ７月２８日（金） １８：００～２１：００ ／ 行幸通り、丸の内仲通り
５年目を迎える「東京丸の内盆踊り」は、今年も「祭やぐら」を行幸通りに設置し開催。浴衣姿の総勢１００人の
踊り手が「丸の内音頭」を披露します。当日は、一般の方にもその場で踊りの輪に加わっていただき、ライトアップ
された東京駅丸の内駅舎を眺めながら、盆踊りをお楽しみいただける参加型イベントです。
さらに、会場には丸の内エリアに店舗を構える人気飲食店１５店舗の屋台も登場。かき氷など、日本ならではの
“涼”を感じられる定番メニューなどがワンコインでお楽しみいただけます。

◆「大手町縁日２０１７」 ８月４日（金） １７：４５～２２：００ ／ 大手町仲通り
大手町仲通りにて昨年初開催した縁日を今年は時間を延長し開催。約３５メートルのテーブルカウンターを設置し、
ヨーヨーや金魚すくいなど、大手町ワーカーや来街者の皆様に昔懐かしい縁日の雰囲気を、お酒を飲みながら
お楽しみいただけます。

大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１７ 開催概要
開催期間：「丸の内 ｄｅ 打ち水」、「東京丸の内盆踊り２０１７」／７月２８日（金）
「大手町縁日２０１７」／８月４日（金） ほか
開催場所：丸の内仲通り、行幸通り、大手町仲通り ほか ※雨天時の場合は、中止となる場合がございます。
主
催：大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１７実行委員会（以下の団体で組成）
環境省／東京都／千代田区／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／
一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会／ＮＰＯ法人 大丸有エリアマネジメント協会／
一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会／一般社団法人大手町歩専道マネジメント／
三菱地所株式会社／株式会社サンケイビル

後

援：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 日本経済団体連合会／
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会＊１／ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラム＊２
協
力：株式会社ウェザーニューズ／梅田ゆかた祭 2017 実行委員会／株式会社大手町ファーストスクエア／
上智大学ソフィア祭実行委員会／大丸有エコ結び実行委員会／株式会社 東京交通会館／
日本郵便株式会社／ＪＰビルマネジメント株式会社／熱中症予防声かけプロジェクト／丸の内商店会
協
賛：三菱地所株式会社／東京ガス株式会社／株式会社大林組／鹿島建設株式会社／清水建設株式会社／
大成建設株式会社／株式会社 竹中工務店／戸田建設株式会社／株式会社東京国際フォーラム／
株式会社サンケイビル／丸の内熱供給株式会社／三菱電機株式会社／有楽町マルイ／
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社／東日本旅客鉄道株式会社
衣装協力：株式会社ジャパンスタイル
ホームページ：http://www.marunouchi.com/ （７月中旬公開予定）
＊１：「丸の内 ｄｅ 打ち水」の後援
＊２：「東京丸の内盆踊り２０１７」の後援

≪各イベント詳細≫
◆「丸の内 ｄｅ 打ち水」
１３回目を迎える大丸有地区の夏の風物詩、「打ち水」を行幸通りにて実施。
約１，０００人の大丸有エリアの就業者とともに開催します。
打ち水イベントで使用する水は、主に東京国際フォーラムで植林などに
散水する中水（厨房非水及び雨水をろ過等処理したもの）を利用します。
※丸の内会場 中水使用量約８００リットル
開催日時：７月２８日（金） １７：３０～
会
場：行幸通り
※雨天時の場合は、中止となる場合がございます。

過去開催時の様子

＜その他エリアで実施される打ち水イベント＞
大手町エリア
・「大手町ファーストスクエア夏まつり～納涼テラス～ 打ち水」
７月２６日（水） １７：３０～ ／ 会場：大手町ファーストスクエア
・「大手町川端緑道打ち水」
８月４日（金） １７：３０～ ／ 会場：大手町川端緑道
・「東京サンケイビル夏祭り２０１７ 打ち水」
８月２日（水） １２：３０～ ／ 会場：東京サンケイビル メトロスクエア

有楽町エリア
・「有楽町駅前広場打ち水ウィーク２０１７」
７月３１日（月） １７：３０～ ／会場：有楽町 爽 ＨＡＰＰＹ ＳＱＵＡＲＥ（有楽町駅前広場）
・「集まれ！ＫＩＤＳ打ち水」
８月１６日（水） １５：３０～ ／会場：東京国際フォーラム１階「地上広場」

◆「東京丸の内盆踊り２０１７」
高さ約５メートルの「祭やぐら」を、今年も行幸通りに設置し開催。
東京音頭の元歌として知られる「丸の内音頭」を総勢１００人の踊り手が披露します。
当日は、一般の方の飛び入り参加も可能です。
開催日時：７月２８日（金）１８：００～２１：００
会
場：行幸通り、丸の内仲通り（丸ビル前）
※雨天時の場合は、中止となる場合がございます。

【イベントコンテンツ内容】
過去開催時の様子
丸の内エリアの人気飲食店による屋台出店
丸の内エリアに出店している人気１５店舗による特別な屋台が出店。かき氷や焼きそばといった夏祭りの定番
メニューから、タピオカドリンク、ガイサテーなど「東京丸の内盆踊り２０１７」ならではのメニューもワンコインで
楽しめます。
～出店店舗 一例～
タピオカドリンク（CITA・CITA）/かりとろ揚げたこ焼き（カリデリ 丸の内）/ガイサテー（サイアム ヘリテイジ 東京）/
四 川 風 唐 揚 げ（四 川 豆 花 飯 荘 ）/焼 きそば（鉄 板 焼 天 本 丸 ）/いちごけずり（リトルジュースバー）/
かき氷（叶 匠壽庵）/お好み焼き（TEPPAN SAKABA）/地頭鶏地鶏炭火焼（宮崎地鶏炭火焼 車）

浴衣着付け＆有料レンタルコーナー
丸ビルコンファレンススクエア（丸ビル８階）にて、持込みの浴衣無料着付けサービスと手ぶらでも楽しめる
浴衣有料レンタル＆着付けサービスを実施します。
【受付時間】１４：００～２１：００ （最終受付 ２０：００）
※無料着付けサービスには、人数制限がございます。
※有料レンタル（枚数限定）＆着付けサービスは、２，０００円（税込み）

◆「大手町縁日２０１７」
約３５メートルのテーブルカウンターを設置し、ヨーヨーや金魚すくいなど、
様々な縁日遊びが楽しめる他、各テーブルには、ジェンガ、チェス、将棋
といったテーブルゲームを設置し、お酒を飲みながら大人な縁日をお楽しみ
頂けます。また、丸の内朝大学の人気講座ウクレレクラスの春学期受講
メンバーによるハワイアンの演奏もお届けします。
開催日時：８月４日（金）１７：４５～２２：００
会
場：大手町仲通り・大手町川端緑道
※雨天時の場合は、中止となる場合がございます。

＜ 会場ＭＡＰ ＞

過去開催時の様子

※変更になる場合がございます。

８月４日（金）「大手町縁日２０１７」

７月２８日（金） 「丸の内 ｄｅ 打ち水」「東京丸の内盆踊り２０１７」
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「丸の内 ｄｅ 打ち水」

「大手町縁日２０１７」会場

丸の内は、『歩道の拡幅および、歩道の広さを活用した、樹木や屋外彫刻作品設置による豊かな歩行者
環境の創出』、『街並みの景観コントロールやデザインマニュアルによる街全体の統一感の実現』、『打ち水・
盆踊りやイルミネーションといった季節に応じたイベントの開催による街の賑わいの創出。キッチンカーや
オープンカフェの実施による道路空間の活用推進』といったエリアマネジメントの実績が評価され、２０１５年
３月１９日に国家戦略特区における「国家戦略道路占用事業」として、東京圏で初めて丸の内仲通り等※が
指定。道路法の特例が受けられる区域となったことで、エリアマネジメント団体による道路空間を活用した
イベントなどの開催へ向けた手続きが円滑化されます。
丸の内では、今後もビジネスエリアとしての価値を高めながら、交流空間として一層活用していくことで、
丸の内仲通りを中心に賑わい創出と都市観光化を推進し、東京の魅力ある街づくりに貢献します。
※行幸通り（地下を含む）・大手町川端緑道・東京駅丸の内地下広場と一体で指定

国家戦略特区に指定された丸の内仲通りの様子

関連イベント：鎌倉橋 橋洗いプロジェクト
鎌倉橋は関東大震災の復興橋の一つで、欄干には太平洋戦争末期の銃弾の跡があり、歴史を感じられる橋です。
昨年に引続き、大手町地区と神田地区をつなぐ歴史ある架け橋の橋洗いを開催します。
※ご参加者多数の場合には先着順とさせていただきます。
日
場
主

時 ：８月４日（金） １６：００～１７：００
所 ：鎌倉橋
催 ：鎌倉橋橋洗いプロジェクト実行委員会
過去開催時の様子

＜イベントに関する一般の方のお問合せ先＞
ＴＥＬ：０３－５２１８－５１００

丸の内コールセンター （１１：００～２１：００）
※日曜・祝日は、２０：００まで （連休の場合は、最終日のみ２０：００まで）

