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期間限定で丸の内エリアが子どもも大人も楽しめるレゴ®ブロックの “遊び場”に変身

「レゴ®フェスティバル in Marunouchi」開催
開催期間：2022 年 8 月 15 日（月）～9 月 11 日（日）
開催場所：丸ビル１階マルキューブ、３階回廊／新丸ビル３階アトリウム

三菱地所株式会社は、レゴジャパン株式会社と共催し、丸の内エリアにて、8 月 15 日（月）～9 月
11 日（日）の期間中、丸ビル開業 20 周年と新丸ビル開業 15 周年を記念し、今年 90 周年を迎えた
レゴグループとコラボレーションした「レゴ®フェスティバル in Marunouchi」を開催します。
＊イベント URL：https://www.marunouchi.com/event/detail/31966/
本企画は、丸ビルと新丸ビルのアニバーサリーイヤーにちなんで、世界中で老若男女に愛されるレ
ゴグループとのコラボレーションにより、期間限定で丸の内エリアを子どもも大人も楽しめるレゴ®
ブロックの “遊び場”に変身させるものです。
メインとなる丸ビル 1 階マルキューブには、日本人唯一の「レゴ®認定プロビルダー」三井 淳平氏
が制作した丸ビルをレゴ®ブロックで再現したアニバーサリージオラマが登場します。その他、どな
たでも参加できる街づくりワークショップや、LEGO® POP UP SHOP も展開し、アニバーサリーイ
ヤーを盛り上げます。また、新丸ビルでは、3 階アトリウムに「大人レゴ」シリーズを実際に組み立
てたモデルや、三井淳平氏の作品を展示します。期間中には、丸ビル、新丸ビルに設置されているレ
ゴ®ブロックを集めることで一つの作品が完成するレゴ®ブロックラリーを実施するなど、レゴ®ブロッ
クの持つ創造性やわくわくする遊びをお楽しみいただけます。

＜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）

「レゴ®フェスティバル in Marunouchi」開催概要
開 催 期 間：2022 年 8 月 15 日（月）～9 月 11 日（日）
開 催 場 所：丸ビル１階マルキューブ、３階回廊／新丸ビル３階アトリウム
主
催：三菱地所株式会社 、レゴジャパン株式会社
ホームページ：https://www.marunouchi.com/event/detail/31966/
※新型コロナウイルスの感染状況等により出演者、プログラム内容などを変更する可能性がございます。

会期中の展開コンテンツ
■丸ビル１階マルキューブ
【丸ビルアニバーサリージオラマ】
日本人唯一の「レゴ®認定プロビルダー」三井 淳平氏による丸ビルをレゴ®ブロックで再現した高
さ約 1.5m のアニバーサリージオラマを設置します。
展示期間：８月 15 日（月）～９月 11 日（日）
※９月１日（木）は休止
【丸ビル 20th×レゴ® みんなで作るアニバーサリーウォールアート】
用意されたキャンバスにレゴ®ブロックを取り付けてお花を作り、参加者とアニバーサリーウォー
ルアートを作り上げる無料の参加型イベントです。
開催期間：8 月 15 日（月）
、16 日（火）
【丸ビル 20th×レゴ® みんなで作る街づくり】
参加者が思い思いの街を作り上げる無料の参加型ワークショップです。作り上げた街は、丸ビルの
ジオラマが設置された展示台の周辺に設置し、一つの大きな街が完成します。
開催期間：８月 20 日（土）
、21 日（日）、26 日（金）
、27 日（土）
、28 日（日）
、
9 月 3 日（土）
、4 日（日）、10 日（土）
、11 日（日）
【LEGO® POP UP STORE】
レゴ® シティやレゴ® スーパーマリオ™ シリーズなどの人気商品が購入できる POP UP STORE が
登場します。
開催期間：８月 15 日（月）～９月 11 日（日） ※９月１日（木）は休止
■丸ビル 3 階回廊

。

®

【 LEGO Disney Princess フォトスポット/クイズ】
『アナと雪の女王』のレゴ®ブロックで出来たモデルと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登
場！また、プリンセスにちなんだクイズも登場します。正解者には、レゴ®ブロックのミニキットを
プレゼントします。※ミニキットプレゼントは８月 15 日（月）、16 日（火）、20 日（土）、21 日（日）、26 日（金）、27
日（土）
、28 日（日）
、9 月 3 日（土）、4 日（日）
、10 日（土）
、11 日（日）の日程のみ。各日数量限定。無くなり次第終了。

開催期間：８月 15 日（月）～９月 11 日（日）

▲丸ビル会場イメージ

▲丸ビル会場イメージ

■新丸ビル３階アトリウム
【大人レゴシリーズの作品展示】
初心者にもおすすめのレゴ®ボタニカルシリーズや、
車好きに人気のレゴ®テクニック フェラーリ Daytona
SP3 など、大人向け商品を実際に組み立てた実物を展示
します。
開催期間：８月 15 日（月）～９月 11 日（日）

▲レゴ®テクニック フェラーリ

▲レゴ®ボタニカルシリーズ

Daytona SP3

【「レゴ®認定プロビルダー」三井 淳平氏の作品展示】
洗練された空間に、三井 淳平氏がレゴ®ブロックで制作したアート作
品を展示します。
開催期間：８月 15 日（月）～９月 11 日（日）

三井 淳平氏プロフィール

▲三井 淳平氏作品イメージ

1987 年生まれ。2005 年、TV 番組の「レゴ®ブロック王選手権」
準優勝で注目を浴びる。東京大学在学中、「東大レゴ ®部」を創
部。2010 年、レゴ®ブロックを素材とした作品制作や課外活動に
おける社会貢献が認められ、「東京大学総長賞」を個人受賞。
2011 年、「レゴ®認定プロビルダー」に最年少で選出される。
2015 年、レゴ®作品制作を事業とする「三井ブリックスタジオ」
を創業。レゴ®ブロックを素材とした作品制作のほか、子ども向け

▲三井 淳平氏

のワークショップなども行っている。
■丸ビル１階マルキューブ、３階回廊／新丸ビル３階アトリウム

３拠点開催

【 レゴ®ブロックラリー】
丸ビル・新丸ビル３箇所に設置されているレゴ®ブロックを集めることで作品（アヒル）が完成するレ
ゴ®ブロックラリーをお楽しみいただけます。各エリアに設置されたレゴ®ブロックで組み立てられた作
品をご覧いただきながらの散策とともに、一つの作品を完成いただけます。
実施期間： 8 月 15 日（月）
、16 日（火）
、20 日（土）
、21 日（日）
、26 日（金）
、
27 日（土）、28 日（日）
、9 月 3 日（土）
、4 日（日）
、10 日（土）
、11 日（日）
【Instagram 投稿キャンペーン】
イベント期間中、Instagram にて「レゴ®フェスティバル in Marunouchi」に関する画像を、指定
#タグをつけてご投稿いただいた方の中から抽選で豪華レゴ®商品をプレゼントします。
実施期間： 8 月 15 日（月）～9 月 11 日（日）
■レゴグループについて
遊びが持つパワーを通して、—世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する—それがレゴグループの使命です。レゴ®ブ
ロックと基礎部分からなる LEGO System in Play は、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変
えて、また新たなものを作り上げることを可能にします。
レゴグループは、1932 年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴ®とい
う名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味する LEg GOdt に由来しています。
現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界 130 カ国以上で販売されてい
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

