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報道関係各位
三菱地所株式会社

”Stay at Home“のゴールデンウィークは、バラエティ豊かなオンラインイベントを楽しもう！

「Marunouchi GW Festival 2021」開催
開催日時：4 月 28 日（水）～ 配信スタート
開催場所：丸の内ドットコム【公式】YouTube チャンネルほか

三菱地所株式会社は、2021 年 4 月 28 日（水）からのゴールデンウィーク（GW）期間中、ディズニープ
リンセスとタイアップしたコンテンツや、丸の内エリアの GW 恒例イベントであるクラシックコンサートな
どをオンラインで楽しめる「Marunouchi GW Festival 2021」を開催中です。
4 月 28 日（水）には、オンライン配信にて「Marunouchi GW Festival 2021」と、ディズニーのプリン
セスのグローバルな祭典「Disney Ultimate Princess Celebration（ディズニー・アルティメット・プリンセ
ス・セレブレーション）」のスタートを記念し、映画『塔の上のラプンツェル』で日本語吹替キャストを務め
た中川翔子さんをゲストにお招きしたイベントを開催しました。イベントでは、中川さんが影響を受けたプ
リンセスやヒロインについて様々なエピソードをお話いただいたほか、丸の内エリアコンサートに出演され
るピアニスト・片山柊さんにより、中川さんのリクエスト曲「自由への扉」
（
『塔の上のラプンツェル』より）
の生演奏を行いました。イベント終盤では、フラワーアーティストとともに、バラ（花言葉：温かい心）や
タイム（花言葉：勇気）といった花を使って、
「勇気と優しさ、プリンセスブーケ」と題したオリジナルブー
ケ作りに挑戦しました。
本イベントの模様は丸の内ドットコム【公式】YouTube チャンネルにて、5 月 31 日（月）までアーカイ
ブ配信するほか、丸の内仲通りに展示中のディズニープリンセスやヒロイン一人一人をモチーフにしたフラ
ワーハンギングバスケット、街路灯フラッグの模様もオンライン配信し、GW 期間中の”Stay at Home“時間
に、お家で丸の内気分を味わっていただけます。
また、GW 期間中、コロナ禍で演奏機会が減少しているアーティストへの支援活動を目的として、クラシ
ックコンサートをオンラインで配信します。国内外で活躍するプロの演奏家や東京藝術大学の学生たちによ
る演奏など、クラシック音楽の魅力を存分に味わうことができるコンテンツをご自宅でお気軽にお楽しみい
ただけます。

※新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑み 4 月 7 日（水）配信の報道リリースから、一部開催内容を変更しております。
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▲ゲストで登場した中川翔子さん

©Disney/Pixar

▲フラワーハンギングバスケット＆街路灯フラッグ

「Marunouchi GW Festival 2021」開催概要
実施期間：4 月 28 日（水）～ 5 月 9 日（日）※一部コンテンツを除く
開催場所：丸の内ドットコム【公式】YouTube チャンネル ほか
主
催：三菱地所株式会社
協
力：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、東京藝術大学 COI 拠点 文化外交・アートビジネス
グループ、日墺文化協会、株式会社東音企画、株式会社河合楽器製作所、
スタインウェイ・ジャパン株式会社、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会
※本企画で配信する映像は、感染防止対策のガイドラインに沿って感染対策を実施した会場で撮影を行っております。

Disney Ultimate Princess Celebration in Marunouchi
【オープニングスペシャルイベント】
中川翔子さんをお招きしたオープニングスペシャルイベントの模様を期間限定でアーカイブ配信（丸の内
ドットコム【公式】YouTube チャンネル）でお楽しみいただけます。（※近日中に公開予定）
アーカイブ配信期間：5 月 31 日（月）まで

【フラワーハンギングバスケット＆街路灯フラッグ】
ディズニープリンセスやヒロイン一人一人をモチーフにしたお花や街路灯フラッグが、丸の内仲通りを彩り
ます。展示の様子は期間限定でオンライン配信（丸の内ドットコム【公式】YouTube チャンネル）でお楽し
みいただけます。（※近日中に公開予定）
開催期間：5 月 9 日（日）まで
開催場所：丸の内仲通り
アーカイブ配信期間：5 月 31 日（月）まで

アーカイブ配信期間：5 月３１日（月）まで
アルティメット・プリンセス・セレブレーションとは？
ディズニーが 2022 年夏までの長期にわたり、“勇気と優しさ”をテーマに驚きと喜びを届けるグローバルな祭典。
ディズニーのプリンセスたちや私たちの誰もが持つ“勇気と優しさ”をテーマにした特別なイベント、製品やサービスを
ｓ・
通して、世界中のファンのみなさまと共に、アルティメット・プリンセス・セレブレーションをお楽しみいただけます。

©Disney
©Disney/Pixar

ディズニー公式動画配信サービス Disney＋（ディズニープラス）では、ディズニープリンセ
スが活躍する作品を、いつでもどこでもお楽しみいただけます。4 月 28 日（水）～5 月 31 日
（月）までの期間中、
「Disney Ultimate Princess Celebration in Marunouchi」記念ディズニ
ープラス入会キャンペーンを開催中です。
© 2021 Disney and its related entities

ディズニー公式オンラインストア shopDisney（ショップディズニー）では、
「Disney, with
You –あなたの欲しいがみつかる-」をコンセプトに、ディズニーストアのオリジナル商品に
加え、ライセンス商品など、約 1 万 7 千点以上の商品を取り揃えて、プリンセスグッズの数々
を販売中です。
©Disney

※ ディズニープリンセス POP-UP SHOP 開催中止のお知らせ
4 月 28 日(水）～ 5 月 5 日（水・祝）まで、丸ビル１F マルキューブにて開催を予定しておりましたディズニープリンセス POP-UP SHOP
は、新型コロナウイルス感染拡大防止及びお客様ならびにスタッフの健康と安全を第一に考え、中止となりました。POP-UP SHOP 開催を
楽しみにしていただいた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解の程宜しくお願いいたします。

ラ・プティット・フォル・ジュルネ 2021 丸の内エリアコンサート
丸の内エリア GW 恒例のクラシックコンサートをオンライン配信。国内外で活躍するプロの演奏家や東京藝術
大学の学生が奏でる多彩な演奏をお楽しみいただけます。
※5 月 2 日（日）に東京国際フォーラムで開催を予定していた「ラ・プティット・フォル・ジュルネ 2021」は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の
影響を受け、開催中止となりました。
※配信スケジュール・出演者の詳細情報は GW 特設サイト（https://www.marunouchi.com/lp/gw-festival2021/）よりご確認いただけます。

© 2021 Disney and its

開催日時：4 月 29 日（木・祝）、5
月 1entities
日（土）
、5 月 2 日（日）
related
配 信 元：丸の内ドットコム【公式】YouTube チャンネル

丸の内エリアコンサート「ピアノ」３ days
国内コンクールを制した期待の若手勢ぞろいのほか、1,000 曲のピアノ曲から
リクエストに応えるお楽しみ企画、オーディションを勝ち抜いたキッズ夢のステ
ージなど、ピアノの魅力を存分に味わえる３日間のステージをオンライン配信で
お届けします。
※配信スケジュール・出演者の詳細情報は GW 特設サイト（URL 上記記載）をご確認ください。

開催日時：5 月 3 日（月・祝）
、5 月 4 日（火・祝）
、5 月 5 日（水・祝）
配 信 元：ピティナ YouTube チャンネル

＜本件に関する一般の方のお問合せ先＞
丸の内コールセンター TEL：03-5218-5100（11:00～21:00）
※但し、日曜・祝日は 20:00 まで（連休の場合は最終日のみ 20:00 まで）

■同時実施社会実験 Marunouchi Street Park 2021 Spring

大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり 3 団体の NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会と
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は、三菱地所株式会社とともに実行
委員会を組成し、
「Marunouchi Street Park 2021 Spring」を 4 月 24 日（土）～5 月 9 日（日）
の期間に丸の内仲通りにて実施します。本社会実験は 2019 年からスタートし、これまで丸の内
仲通りを『天然芝』の緑豊かな公園空間と変え、
「都心の広場空間、屋外のゆとり空間」としての
通りの新しい活用方法を検証してきました。3 年目となる今年は、より歩行者に開かれた「“人”

中心の道路」となっていくべく、通りとしての役割や季節ごとの変化を追求し、多様な使い方の
▲実施イメージ

検証を行っていくため、
「春」「夏」
「冬」に実施します。
ホームページ： https://marunouchi-streetpark.com/

＜丸の内エリア 新型コロナウイルスに対する感染対策について＞
各種ガイドラインに沿って安心・安全な感染拡大防止策を徹底し、最大限のおもてなしを提供させていただきます。
対策について詳細は丸の内ドットコムホームページ（https://www.marunouchi.com/）にてご確認いただけます。

○丸の内エリアのまちづくりコンセプト：「丸の内 Re デザイン」
三菱地所は、2020 年以降の丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）におけるまち
づくりを「丸の内 NEXT ステージ※ 」と位置付け、“人・企業が集まり交わることで

新たな「価値」を生み出す舞台”を創造していきます。「丸の内 Re デザイン」はその
実現に向け、まちづくりのあり方から変えていくコンセプトワードです。
※始動リリース： https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200124_marunouchinext.pdf

