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                                       大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１６実行委員会 
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丸の内では、７月２２日（金）～８月１６日（火）の期間中、大手町・丸の内・有楽町（以下、大丸有）地区にて、 

“環境配慮型街づくり”をコンセプトに、「大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１６」を開催します。 

初日の７月２２日（金）には、東京駅前の行幸通りにて恒例の打ち水に加え、高さ約５メートルの祭やぐらを組み、

盆踊りを開催。また、８月５日（金）に大手町仲通りにて、大人が楽しめる縁日イベント「大手町縁日２０１６」を  

初めて行うなど、この期間大丸有地区では“日本らしい夏や涼”を感じていただける空間となります。 

本年は更なる環境配慮の取り組みとして、本夏祭りで使用する電源の一部に燃料電池車から「クリーン電源」

給電を行います。 
 

◆「丸の内 ｄｅ 打ち水」 ７月２２日（金） １７：３０～１８：００ ／ 行幸通り 

今年で１２年目を迎え、大丸有地区の夏の風物詩である「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２０１６」 ７月２２日（金） １８：００～２１：００ ／ 行幸通り、丸の内仲通り 

４年目を迎える今年の「東京丸の内盆踊り」は、初めて行幸通りに祭やぐらを設置して開催。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店舗の屋台やキッチンカーも登場。かき氷など、

夏祭りの雰囲気が味わえる定番メニューのほか、丸の内で採蜜したはちみつを使った丸の内ハニーハイボール

などもワンコインでお楽しみいただけます。 
 

◆「大手町縁日２０１６」 ８月５日（金） １８：００～２１：００ ／ 大手町仲通り 

 大規模再開発が進む大手町にて縁日を初開催。約３０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、大手町ワーカーの皆さまに昔懐かしい縁日の雰囲気を味わいいただけます。また、気軽にお楽しみ     

いただける「大手町温泉 手湯」も登場します。 
 
丸の内では、本イベントを通じて大丸有エリアを訪れた方々や就業者の皆さまに、夏の涼を肌で体感して   

いただくとともに、楽しみながら環境保全の取り組みについて意識していただける機会を創出します。 

 

 

 

 

 

≪大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１６≫ 
東京駅と皇居をつなぐ行幸通りに初めて祭やぐらを組み、盆踊りを開催！ 

「丸の内 ｄｅ 打ち水」 ／ 「東京丸の内盆踊り２０１６」 

開催日時：７月２２日（金） １７：３０～２１：００ 開催場所：行幸通り・丸の内仲通り（丸ビル前） 

 

再開発が進む大手町を会場に、大人が楽しめる縁日を初開催！ 

「大手町縁日２０１６」 
開催日時：８月５日（金） １８：００～２１：００ 開催場所：大手町仲通り 

「大手町縁日２０１６」イメージ 「東京丸の内盆踊り２０１６」イメージ 



 

 

開催期間：７月２２日（金）～８月１６日（火） 
開催場所：丸の内仲通り、行幸通り、大手町仲通り ほか ※雨天の場合は、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２０１６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／ 
         九都県市首脳会議環境問題対策委員会 
協 力：株式会社ウェザーニューズ／株式会社ウェルシィ／一般社団法人男きもの普及協会／ 

コノハナきもの普及協会／上智大学ソフィア祭実行委員会／株式会社大手町ファーストスクエア／ 
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／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／株式会社東京国際フォーラム／戸田建設株式会社／三菱電機株式会社／ 
株式会社 竹中工務店／株式会社サンケイビル／丸の内熱供給株式会社／有楽町マルイ／ 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

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） 

≪各イベント詳細≫ 

◆「丸の内 ｄｅ 打ち水」 

１２回目を迎える大丸有地区の夏の風物詩、「打ち水」を行幸通りやその他エリアにて実施。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 中水使用料約８００リットル 
 
開催日時：７月２２日（金） １７：３０～１８：００ 

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２７日（水） １７：３０～１８：００ ／ 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５日（金） １７：３０～１８：００ ／ 会場：大手町川端緑道 
 

・「東京サンケイビル夏祭り２０１６  打ち水」 
８月５日（金） １２：３０～１３：００ ／ 会場：東京サンケイビル 

 

有楽町エリア 
 
・「有楽町駅前広場打ち水ウィーク２０１６」 
７月２９日（金） １７：３０～１８：３０ ／会場：有楽町駅前広場会場「有楽町イトシア前」 
 

・「集まれ！ＫＩＤＳ打ち水」 
８月１６日（火） １５：３０～１６：００ ／会場：東京国際フォーラム１階「地上広場」 

大手町・丸の内・有楽町 夏祭り２０１６ 開催概要 

http://www.marunouchi.com/


◆「東京丸の内盆踊り２０１６」 

４回目を迎える今年は、初めて東京駅と皇居をつなぐ行幸通りに祭やぐらを組んで盆踊りを開催。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２２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】 

丸の内エリアの人気飲食店によるキッチンカー出店 

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やキッチンカーが出店。かき氷や焼きそば    

といった夏祭りの定番メニューから、タコス、串焼きなど「東京丸の内盆踊り２０１６」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～ 

いちごけずり（リトルジュースバー）/焼きそば（KATANA）/汁なし担担麺（CHINESE 青菜）/焼きとうもろこし

（PASTA HOUSE AWkitchen TOKYO）/タコス（MUCHO-MODERN MEXICANO-）/海鮮串揚げ（ろばた焼    

磯貝）/丸の内ハニーハイボール（ＣＯＴＴＯＮ ＣＬＵＢ） 

 

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２０１６」 

大手町仲通り・大手町川端緑道にて８月２日（火）～９日（火）に開催される「大手町仲通り夏祭り２０１６」の中で、

「大手町縁日２０１６」を初開催。約３０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、射的などが

楽しめる他、「大手町温泉 手湯」も登場します。また、大手町川端緑道では８月３日（水）～９日（火）（平日    

１７：００～２１：００）の間、「大手町川端緑道ビアテラス」を展開します。 
 
開催日時：８月５日（金）１８：００～２１：００ 

会 場：大手町仲通り ※雨天中止 
 

＜ 会場ＭＡＰ ＞ 
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８月５日（金）「大手町縁日２０１６」 
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屋台 キッチンカー 
「大手町川端緑道ビアテラス」会場 

「丸の内 ｄｅ 打ち水」 

「１００人でヨガ＆打ち水」会場 

「大手町縁日２０１６」会場 
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今年で３回目を迎える行幸通りのヨガイベントを開催。野外で行うヨガをきっかけに、自分自身とともに環境に  

ついても意識することのできるイベントです。当日は、担当インストラクターにＮＡＯさんを迎え、１００人が     

東京駅前行幸通りの開放的な空間で、本格的なヨガをお楽しみいただけます。 
 
日 時 ：７月２２日（金）  

＜ヨガレッスン＞７：００～８：００ ＜打ち水体験＞８：００～８：１５  

場 所 ：行幸通り 

主   催 ：東京ステーションホテル／ＫＩＴＴＥ／ＴＨＥ ＪＥＸＥＲ ＴＯＫＹＯ 

参 加 費 ：２，０００円（税込み） 

定 員 ：先着１００名（１８歳以上の男女） 

申 込 先 ：ＴＨＥ ＪＥＸＥＲ ＴＯＫＹＯ  

ＴＥＬ：０３－５２２０－４７５６ （１０：００～１８：００） 

ＴＨＥ ＪＥＸＥＲ ＴＯＫＹＯ Ａｎｎｅｘ 

ＴＥＬ：０３－６２０６－３１２３ （１０：００～１８：００） 

受付期間 ：７月１４日（木）１０：００～ ※１００名に達し次第、受付終了 

ホームページ ：http://www.tokyostationhotel.jp/yoga2016/ 
 

 

 

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 時 ：８月５日（金） １６：００～１７：００ 

場   所 ：鎌倉橋 

主   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 

関連イベント②：鎌倉橋 橋洗いプロジェクト 

関連イベント①：１００人でヨガ＆打ち水～丸の内エリアで朝ヨガ～ 

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、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。 
 

 三菱地所は、今後も丸の内の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とした丸の内エリアの賑わいの創出と都市観光化を推進し、   

２０２０年に東京オリンピック・パラリンピックを迎える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 

 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 

過去開催時の様子 


