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大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり 3 団体*の一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会

（以下 大丸有協議会）は、NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会(以下 リガーレ)と共同主催で、大手町・   
丸の内・有楽町地区（以下 大丸有地区）内の普段は入れない場所や見られない・知られていない場所を巡る
「OPEN CITY MARUNOUCHI 2019」を１0 月 10 日（木）～1２日（土）に開催します。  
本イベントは、昨年 5 月に第 1 回、10 月に第 2 回を開催いたしましたが、ご好評につき本年も開催が決定。 
今回は、昨年に引き続いて、大丸有エリアのオフィスを案内するプログラム（『探検︕読売新聞』、『CBRE オフィス 

探検』、『三菱地所の働き方- オフィス「MEC PARK」探検』ほか）、有名スポットを解説付きで巡るプログラム  
（『探検 JP タワー︕』『丸ビル探検』ほか）、泊まってみたかった素敵なホテルの見学ツアー（『シンガポール発サービス
レジデンス【アスコット丸の内東京】で理想のライフスタイルを発見』『ザ・ペニンシュラ東京 – ホテル探検』ほか）  
などを組み合わせて開催します。  

今回新たに『丸ノ内ホテル館内ツアー』『パレスホテル東京 – ホテルツアー』『グランルーフ探検隊』『鉃鋼ビルディン
グ探検 ～知られざる歴史～』『御利益とプチ歴史探訪ツアー ～大名小路を中心に～』など 9 つのプログラムが  
初登場し、全 33プログラムと大幅拡大して開催します。  
本イベントでは取材・撮影が可能です。9月下旬～10月上旬に別途ご取材案内状を配信予定です。 

 
※一般参加者もツアーに参加いたします。ご取材の際は事前に必ずご連絡をお願いいたします。※取材可能なツアーについては次頁以降をご確認願います。 
※ツアーによってはスペースに限りがある場所に行くことから、天候やご取材の申込み状況によっては、取材・撮影等ができる場所を限らせて頂く可能性がございます。 
※ツアー内容については変更になる可能性がございます。 ※画像はすべてイメージです ※金額はすべて税込みです。 
 

 
 

R TUBE 

（*）「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（大丸有協議会）、NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会（リガーレ）  
一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会（エコッツェリア）」の 3 団体は連携して大丸有地区のまちづくりを推進しています。 

本資料は本日付で国土交通記者会・国土交通省建設専門紙記者会・東京都庁記者クラブへお届けしています。 

地下空間探検 
 

御利益とプチ歴史探訪ツアー 
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帝国劇場探検 
 

グランルーフ探検隊 
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イベント概要 

【名 称】   OPEN CITY MARUNOUCHI 2019 
【内 容】   大丸有地区の普段は『入れない』場所の他、何となく目には入っていても知られていない街の魅力などを 

巡るツアーやイベントを実施します。 
【開催日時】    １0 月 10 日（木）～12 日（土） 
【開催場所】   大丸有地区（大手町・丸の内・有楽町エリア） 
【主 催】   OPEN CITY MARUNOUCHI 2019 実行委員会 

（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・ 
NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会、DMO TOKYO Marunouchi） 

【協   力】   ㈱丸ノ内ホテル／(一社)大丸有環境共生型まちづくり推進協会／㈱読売新聞東京本社／パレスホテル東京／東
京ステーションシティ運営協議会／㈱ビューカード／㈱三菱地所設計／三菱地所プロパティマネジメント㈱
／三菱地所㈱／アスコット丸の内東京／㈱鉃鋼ビルディング／三菱一号館美術館／出光美術館／丸の
内熱供給㈱／㈱東京国際フォーラム／ザ・ペニンシュラ東京／日本郵便㈱／センチュリーコート丸の内／東宝
㈱／公益財団法人日本デザイン振興会／大手町プレイス／（公財）彫刻の森芸術文化財団／CBRE／ア
マン東京／大成建設㈱／㈱nonpi／日本ホテル㈱／東京ステーションホテル／㈱東京會舘／青木恵美子氏／
第一生命保険㈱ （順不同） 

【後   援】 国土交通省、東京都都市整備局、千代田区、(一社)千代田区観光協会、(公社)日本都市計画学会、(認定
NPO)日本都市計画家協会、全国エリアマネジメントネットワーク、(一社)大丸有環境共生型まちづくり推進協会 
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各プログラム概要 

 
①丸ノ内ホテル館内ツアー 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）13:30～14:10 
※丸ノ内ホテル 1 階正面玄関前に集合 

【内 容】   「世界のお客様へ わが家のおもてなしを︕」をコンセプトとし、リニューアルオープンしてから今年
で 15 周年を迎える丸ノ内ホテルならではの施設（客室やレストラン）のご紹介や、丸ノ内  
ホテルならではの風景などをご覧いただけます。 

【見学場所】  ホテル客室、レストランなどのパブリックエリア 
【定   員】  各回 6 名 
【参 加 費】  500 円 

※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
※ビーチサンダル等の極端にカジュアルな服装での来館はご遠慮ください。 
※参加申込みは、9 月 11 日（水）から受付開始となります。 

 
②樹木医と歩く大丸有の緑ツアー 

【開催日時】  10 月 12 日（土）13:00～14:30  
※3×3 Lab Future 正面入口に集合 

【内 容】  樹木医と一緒に大手町・丸の内エリアの緑を探求するフィールドワークを開催。街路 
樹の役割を学んだりオフィス街の広大な緑地「大手町の森」など散策します。 

【見学場所】  3×3Lab Future、アスコットホテルのテラス、ホトリア広場、大手町の森、行幸通り 
周辺 丸ビル周辺 

【定   員】 各回 15 名 
【参 加 費】 500 円 

※歩きやすい靴や帽子、飲み物、雨具など各自でご用意願います。 
※小学生高学年以上の方が参加可能です。高校生未満は保護者の付き添いを必須とさせて頂きます。 
※小雨決行、荒天時は室内プログラムに変更となります。 ※掲載写真はイメージです。 

 
③探検︕読売新聞 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）15:00～16:10 
※大手町・読売新聞ビル 1 階エントランスロビーに集合 

【内 容】   創刊 145 年周年を迎える「読売新聞」。国内外のニュースを発信し続ける新聞社の〝中枢 
部〟の編集局フロアを特別に公開します。木々に囲まれた 12 階の屋上庭園のほか、地上    
170 メートルの高さから都心を一望できる 32 階のレセプションルームなどの見どころもご案内し  
ます。 

【見学場所】   よみうりギャラリー（3 階）、編集局見学エリア（10 階）、屋上庭園（12 階）、レセプショ 
ンルーム（32 階） 

【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
※強風時は屋上庭園の見学が中止となりますので、予めご了承ください。 

 
④パレスホテル東京 - ホテルツアー 

【開催日時】   10 月 10 日（木）10:00～11:00  15:00～16:00 
※パレスホテル 1 階正面玄関を入った左側の待合いスペースに集合 

【内 容】   1961 年に開業、2012 年に全面建替えを経てグランドオープンしたパレスホテル東京。      
「美しい国の、美しい一日がある。」をコンセプトとし、都心にありながら豊かな自然に囲ま 
れ、「フォーブス・トラベルガイド」では 4 年連続日系ホテルで唯一 5 つ星の評価を受け 
ています。ホテルの歴史とともに、お濠の水と緑の景色を お楽しみいただけるゆったりとし 
たホテル館内、700 点を超えるアート作品などをご紹介いたします。 

【見学場所】   客室、レストラン、宴会場、チャペルなど 
【定   員】  各回 10 名 
【参 加 費】  500 円 

※小学生以上の方が参加可能です。※他のお客様がいらっしゃる中での写真撮影はご遠慮願います。 
※ビーチサンダルやショートパンツ等でのご来館はご遠慮願います。 

 
⑤グランルーフ探検隊 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）19:00～20:00 
※JR 東京駅１階 八重洲中央口付近 ビューゴールドラウンジ前に集合 

【内 容】   JR 東京駅八重洲側の「未来」を象徴する玄関口として位置づけ、「先進性」     
「先端性」が表現された「グランルーフ２階のペデストリアンデッキ」と、その１階部分 
にある東京駅からはじまる「旅」の前に、優雅で上質なひと時を過ごしていただくため
のプレミアムなラウンジ「ビューゴールドラウンジ」を巡るツアーです。 

【見学場所】   ビューゴールドラウンジ、グランルーフ 2 階デッキ 
【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

※小学生以上の方が参加可能です。※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
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⑥近代建築ツアー 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）10:00～11:30 13:00～14:30 
※日本工業倶楽部会館西側（皇居側）DEAN&DELUCA 付近に集合 

【内 容 】   大丸有エリアを散策すると、歴史的な建物と新築の高層棟が融合したビルに
出会います。これらの建物がどうして今の形態になったのか、その裏にある工夫・
苦労は何だったのか。このツアーでは日本を代表する 設計事務所である三菱
地所設計の社員が、丸の内の近代建築について解説しながら、まちを辿りま
す。 

【見学場所】  日本工業倶楽部会館、行幸通り、東京駅丸の内駅前広場、JP タワー 
KITTE、丸の内仲通り、明治生命館 

【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

 
⑦シンガポール発サービスレジデンス【アスコット丸の内東京】で理想のライフスタイルを発見 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）14:00～14:40 
※アスコット丸の内東京 1 階メインエントランスベルデスク前に集合 

【内 容】   シンガポールのアスコット社が提供する最高級サービスレジデンス「アスコット丸の
内東京」。日本ではまだ馴染みの浅いサービスレジデンスとは、ホテルとどの様な
違いがあるのかをぜひ一度ご覧ください。東京の真ん中に居住している感覚を味
わえる贅沢なお部屋や、快適なレストランを見て、理想のライフスタイルをイメー
ジいただけます。 

【見学場所】  客室 2 部屋、public space（会議室、ジム、ジムプール） 
【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

※ビーチサンダルやショートパンツ等のドレスコードに反する服装でのご参加はご遠慮頂いております。 
 
⑧鉃鋼ビルディング探検 ～知られざる歴史～ 

【開催日時】   10 月 11 日（金）10:00～11:00  14:00～15:00 
※鉃鋼ビルディング 本館 1 階エントランスホールに集合 

【内 容】  長い歴史を持つ鉃鋼ビルディング。江戸城の外堀の名残を残す歴史的観点から最新の   
オフィス機能・宿泊滞在機能まで、余すところなくご紹介します。 

【見学場所】  会議室にて歴史ビデオ上映、サービスアパートメント「オークウッドプレミア東京」、本館   
エレベーターホール（旧鉃鋼ビル壁面石）、地下災害時備蓄倉庫、中間免振層 

【定   員】  各回 10 名 
【参 加 費】  500 円  
 

⑨三菱一号館美術館 - 建物の復元と歴史紹介ツアー＆出光美術館の成り立ちと今 
【開催日時】   10 月 11 日（金）10:00～11:00 

※一号館広場（三菱一号館美術館エントランス前）に集合 
【内 容 】   三菱一号館のスタッフが、建物内部や丸の内の成立と発展の歴史についてご紹介

し、さらに建物の外観、緑豊かな一号館広場等のご紹介をします。その後、出光美
術館に移動し、概略説明を行い、入館後、ロビーより皇居側のビューをご覧いただき
ます。 

※ツアーはロビーで解散します。引続き、開催中の「名勝八景 ―憧れの山水」 
展をご覧いただけます。 

【見学場所】   歴史資料室、三菱一号館 外観（三菱一号館美術館には入館いたしません）、一号館広場他、出光美術館 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※当日、三菱一号館美術館では美術展は開催していません。 
※当日、出光美術館の展示解説はございません。 
※美術館内は撮影禁止です。（ロビー窓外を除く） 
※展示品を汚損する可能性のあるボールペン・シャープペンシル・万年筆・毛筆などの使用はご遠慮ください。 

 
⑩地下空間探検 ～大丸有を支える地域冷暖房～ 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）11:00～12:00 
※丸の内 OAZO1F OO(おお)広場に集合 

【内 容】   約１００棟のビルが立ち並ぶ大手町・丸の内・有楽町エリアの地下のエネルギー 
製造プラントと供給配管ネットワークを見学します。 

【見学場所】   熱供給プラント(丸の内熱供給/丸の内一丁目センター) 
【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

※高校生未満は保護者の付き添いを必須とさせて頂きます。  
※歩きやすい靴や服装をご用意願います。 
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⑪プロカメラマン大杉隼平さんと巡るフォトツアー 

【開催日時】   10 月 11 日（金）16:00～17:30／10 月 12 日（土）14:00～15:30 
※東京国際フォーラム・ガラス棟有楽町側 1 階案内所前に集合 

【内 容 】   ガラス棟に降り注ぐ光と影や様々な線が織り成す美しい東京国際フォーラムを写真家の大杉
隼平さんと巡り、「あなただけの一枚」を撮影します。カメラ初心者の方やお子さんと ご一緒の
参加も大歓迎のフォトツアーです。 

 
★写真家 大杉隼平 プロフィール 
1982 年生まれ。東京都出身。写真家。 
イギリス・ロンドンで写真とアートを学ぶ。帰国後、雑誌、広告、TV、CD ジャケット、宣材写真、アーティスト写真、コンサート撮影  
などで活動。様々な企業とのコラボレーションも多岐に渡り、旅と日常をテーマにした写真展を毎年開催。 

 
【見学場所】   東京国際フォーラムガラス棟 7 階～1 階、大杉さんによるレクチャー（15 分程度） 

撮影スポット（2、3 箇所）で写真撮影 
【定   員】  各回 12 名 
【参 加 費】  500 円 

※カメラ（スマートフォンなどどんなカメラでも構いません。三脚等の機材は不要です。） 
※歩きやすい靴や服装をご用意願います。 
※ベビーカーを持ち込んでのご参加や、歩行に介助を要する方のご参加をお断りをさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。 

 
⑫ザ・ペニンシュラ東京 - ホテル探検 

【開催日時】   10 月 11 日（金）11:00～12:00  14:00～15:00  
※ザ・ペニンシュラ東京 1F ロビーに集合 

【内 容】  洗練された設備や気品と温かみに満ちたホスピタリティにあふれており、米国の権威ある雑誌
「フォーブス・トラベルガイド 2019」にて“ホテル部門”においては 4 年連続、“スパ部門”に  
おいては 5 年連続の最高ランク 5 つ星評価を獲得したザ・ペニンシュラ東京のラグジュアリー
な空間をツアー形式にてご案内いたします。 細部にまでこだわった客室や美しい設え、館内
に展示されている約 1,000 点のアート作品などをご覧いただけます。 

【見学場所】   ホテル客室、レストラン、宴会場  
【定   員】  各回 10 名 
【参 加 費】  500 円 

※ビーチサンダルやショートパンツ等のドレスコードに反する服装でのご参加はご遠慮頂いております。 
 
⑬探検ＪＰタワー︕ 

【開催日時】  10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）13:30～15:00 
※ＪＰタワー ＫＩＴＴＥ 1 階アトリウムに集合 

【内 容】  東京駅前にそびえたつＪＰタワーは、旧東京中央郵便局の局舎を 一部保存 
再生して建築されたもので、旧局舎の歴史を感じることができます。低層部の   
商業施設「ＫＩＴＴＥ」には、旧東京中央郵便局長室（4 階）や、東京駅 
丸の内駅舎と行き交う電車を間近に眺めることができる屋上庭園「ＫＩＴＴＥ 
ガーデン」（6 階）など見所が多くあります。JP タワーを巡って、歴史と現代の融 
合を体感しましょう︕ 

【見学場所】  1 階アトリウム、6 階ＫＩＴＴＥガーデン、4 階旧東京中央郵便局長室、2 階インターメディアテク、1 階ＪＰタワー   
外構、地下 4 階機械室、屋上 1 階アトリウム 

【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※一部段差等があるため、サンダルやヒールなどはご遠慮ください。※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
 

⑭～歌川広重から GHQまで～明治生命館の歴史を紐解く 
【開催日時】   10 月 11 日（金）15:00～16:00 

※明治安田生命ビル 1F MY PLAZA に集合 
【内 容】   明治生命館が建てられる前、馬場先門には、明治時代に三菱二号館、江戸

時代に松平家の大名屋敷がありました。大名屋敷に務める旗本の一人に安
藤重右衛門という男がおりました。後に浮世絵画家として世界にその名が知ら
れるようになる歌川広重、その人です。  明治生命館が建てられた 1934 年よ
り遡ること 100 年、1834 年に歌川広重は「東海道五十三次」を発表します。
本ツアーでは歌川広重が生きた時代から明治、昭和の時代へと、明治生命館
を起点に丸の内の歴史を紐解きます。  

【見学場所】   センチュリーコート丸の内館内、コンパートメントルーム 
【定   員】  各回 24 名 
【参 加 費】  3,000 円 ※デザート&コーヒー付（又は紅茶） 

※男性の方に限り、丈の短いパンツ、サンダル、タンクトップではご入店いただけません。 
※コーヒー・紅茶以外のお飲物のご注文は、別途個別清算となります。 
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⑮帝国劇場探検～『ラ・マンチャの男』の世界へ～ 
【開催日時】   10 月 10 日（木）13:00～17:00 

※帝国劇場正面入口に集合 
【内 容 】   大丸有の文化発信拠点の一つである帝国劇場。足を運んで演劇を鑑賞された方も多いと  

思います。今回は特別に『ラ・マンチャの男』上演中の劇場の裏側を探検します。舞台下の  
「奈落」など、華やかな舞台の裏側をご覧いただけます。 

【見学場所】   劇場客席、舞台下（奈落）など 
【定   員】  各回 25 名 
【参 加 費】  2,500 円  ※観劇料を含みます 

※お席はお選び頂けませんので、予めご了承ください。ご入場券は当日､受付にてお渡しいたします。 
※一部エリアでのみ、写真撮影可能です。当日スタッフよりご案内いたしますので、それ以外の場所での 

撮影はご遠慮ください。 
※館内は一部段差等があるため、動きやすい格好でご参加ください。 
※館内では、狭い階段や段差のある通路等を歩くため、ベビーカーを持ち込んでのご参加や、歩行に介助を要する方のご参加をお断 

りをさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。 
※小学生以上の方が参加可能です。 

 
⑯デザインで巡る有楽町ツアー2019 

【開催日時】   10 月 12 日（土）16:30～18:30 
※GOOD DESIGN Marunouchi に集合 

【内 容】 グッドデザイン賞を主催する日本デザイン振興会が運営するデザインのギャラリースペー
ス、GOOD DESIGN Marunouchi 企画のツアーです。いくつかのスポットを巡りながら、
江戸から令和まで時代とともに変わる有楽町・変わらない有楽町を見つけるツアーです。 

【見学場所】   江戸・明治・大正・昭和・平成・令和と続く社会と街と人の歴史を、実際に街 
を歩いて体験しながら紐解きます。 

【定   員】  各回 10 名 
【参 加 費】  500 円 

 
⑰大手町プレイス探検隊︕ 

【開催日時】   10 月 12 日（土）11:00～12:30  13:30～15:00 
※大手町プレイス 2 階北エントランス入口横に集合 

【内 容】   延べ床面積 354,000 ㎡の大規模ビル、大手町プレイスの普段見ることのできない 裏側や屋上
など特別な場所を探検しましょう︕地上 35 階建てのビルの屋上や。また、大手町と神田をつなぐ
「竜閑さくら橋」やビル内外に設置されたアート作品もご紹介  します。 

【見学場所】   竜閑さくら橋、アート紹介（外構、ビル内）、防災センター（2 階）、屋上、地下設備機械室   
【定   員】  各回 20 名  
【参 加 費】  500 円 

※一部段差等があるため、サンダルやヒールなどはご遠慮ください。 
※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 

 
⑱丸の内アートツアー 

【開催日時】   10 月 11 日（金）18:30～20:00 ／10 月 12 日（土）11:00～12:30 
             ※11 日︓丸の内 OAZO 東京駅側入口近くの作品付近に集合 

12 日︓丸の内二重橋ビル前（丸の内仲通り側）作品付近に集合 
【内 容】  1972 年からはじまった「丸の内ストリートギャラリー」は、作品を数年ごとに入れ替えしながら、丸 

の内仲通りを緑とアートで一体となった空間に演出しています。世代を超えて愛され続け、今年 
7 月からは丸の内OAZO 前にも初めて作品を展示しました。監修する彫刻の森芸術文化財団 
の職員による解説とともに、世界で活躍するアーティストの素晴らしい作品を巡ります。 

【見学場所】  丸の内仲通り沿いのストリートギャラリー、丸の内 OAZOエントランス前の作品 
【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

※歩きやすい靴、また夜間は冷え込む可能性がありますので、暖かい服装でお越しください。 
 

⑲CBRE オフィス探検 
【開催日時】   10 月 10 日（木）9:45～11:00  

※明治安田生命ビル 1F MY PLAZA に集合 
【内 容 】   「多様で柔軟な働き方」の実現を目的として、ABW（アクティビティ・ベースド・ワ

ーキング︓その日の業務・仕事の内容に合った環境・ツールを社員自ら選択でき
るワークプレイス）を導入し、先進的なデザイン＆空間である世界最大の不動産
サービス会社 CBRE の日本法人であるシービーアールイー株式会社のオフィスを
見学します。 

【見学場所】   CBREオフィス内全般 
【定   員】  各回 30 名 
【参 加 費】  500 円 
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⑳アマン東京ホテルツアー 

【開催日時】   10 月 11 日（金）10:00～10:45 11:00～11:45 
※ザ・カフェ by アマン入口前に集合 

【内 容 】   ダイナミックな都会と繊細な文化のバランスが見事に調和された、洗練された空
間を造り上げている大手町タワーの最上階に位置するサンクチュアリ、アマン東
京は、大都市には珍しい空間と広さを持つ、極上の隠れ家です。日本家屋の
内装デザインを施した客室やアマンスパなど館内ツアーをお楽しみください。 

【見学場所】   ホテル客室、レストラン、スパ（一部） 
【定   員】  各回 5 名 
【参 加 費】  500 円 

※館内で撮影した写真の SNS 投稿はご遠慮ください。 
 
㉑トンネル工事現場探検 

【開催日時】   10 月 11 日（金）10:00～11:30／10 月 12 日（土）11:00～12:30 
※新東京ビル 丸の内仲通り側入口付近に集合 

【内 容】   馬場先通りの地下空間では歩行者用の地下通路が掘削されている最中です。雨にぬれず
に移動できて便利な地下通路が出来る過程をご覧いただけます。 

【見学場所】   馬場先通り地下接続工事現場 
【定   員】   各回 15 名   
【参 加 費】  500 円 

※本ツアーは用意された作業着並びに安全靴を着用頂きます。 
又、ヘルメット着用の必要があります。 

※工事現場は気温・湿度が高く、急な階段を昇り降りします。健康状態に 
不安のある方のご参加はご遠慮ください。 

※工事現場での写真撮影は禁止となっております。 
※高校生未満のお子様が参加される場合、保護者の付き添いが必須となります。 

 
㉒三菱地所の働き方 - オフィス「MEC PARK」探検 

【開催日時】   10 月 10 日（木）15:00～16:00 16:30～17:30 
※大手町パークビル 1 階ロビーに集合 

【内 容 】   三菱地所の新しい本社【MECPARK】は不動産デベロッパーである同社が本気
で取り組んだ、新たなワークプレイスの在り方を自ら実践し提案する場です。働き
方の多様化に三菱地所はどう応えているのか、第 31 回日経ニューオフィス賞  
＜経済産業大臣賞＞に輝いたオフィススペースをご覧いただくとともに、オープン 
イノベーションの一環で行っているロボット実証実験や、「ワークプレイスにおける 
食の役割」ついてもご紹介致します。 

【見学場所】   三菱地所オフィス内 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
 

㉓東京ステーションホテル歴史探訪ツアー 
【開催日時】   10 月 11 日（金）13:30～15:00 

※東京ステーションホテル フロントロビーに集合 
【内 容】   開業 1915 年となる東京駅と共に歴史を刻んできた東京ステーションホテルについて、その歴史や国の重要文化財に指定

された東京駅丸の内駅舎など建物のストーリーなどを内部に残された想い出と共に巡ります。 
【見学場所】   東京ステーションホテルの歴史を確認できる場所 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※小学生以下のお子様が参加される場合、保護者の付き添いが必須となります。 
 
㉔東京會舘 舘内探検 

【開催日時】   10 月 11 日（金） 9:00～10:00 
※東京會舘 本舘 1 階 ロビーに集合 

【内 容】   2019 年 1 月にオープンした東京會舘新本舘の普段は入れない宴会場や、
貴賓室などを見学するツアーです。大正 11 年創業の初代本舘・二代目本舘
から引き継いでいる建物の意匠や、約 100 年のヒストリーなどのエピソードを交
えながらご案内いたします。 

【見学場所】   ロビー、宴会場、レストランなど 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円  

※ビーチサンダルやショートパンツ等でのご来館はご遠慮願います。 
※ベビーカーをご持参の場合はロビーに置いていただくなど、舘内の移動はご遠慮ください。 
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㉕第一生命ロビー＆ギャラリー案内、館内案内 

【開催日時】   10 月 11 日（金）15:00～16:30 
※第一生命保険株式会社 日比谷本社１階ロビーに集合 

【内 容】   第一生命ロビーで行われてる VOCA 展入賞作品公開事業の紹介と、ギャラリ
ーで開催された青木恵美子展－Eternal Life－のご本人によるアート作品
解説、また、館内案内を行うツアーです。 

【見学場所】   第一生命ロビー、ギャラリー、館内 
【定   員】  各回 20 名   
【参 加 費】  500 円 

※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
※長時間歩きますので、歩きやすい靴・服装でお越しください。 

 
㉖大手町フィナンシャルシティ ～連鎖型開発が生み出したエコ・アート・防災機能と大手町温泉～ 

【開催日時】   10 月 10 日（木）15:00～16:15／10 月 11 日（金）15:00～16:15 
※大手町フィナンシャルシティグランキューブ オフィスエントランスに集合 

【内 容 】   「エコ」「アート」の要素がふんだんに盛り込まれながらも、最新のビジネス環境をも 備えた街
区、大手町フィナンシャルシティの 2016 年に竣工した大手町フィナンシャルシティ グランキュー
ブは国内最高水準の防災機能とともに、天然温泉「大手町温泉」湧出という特徴を備え   
ます。本ツアーご参加者には「大手町温泉」の汲み上げ設備をご覧頂きます。 

【見学場所】   4F 非常用発電設備、地下、下水処理施設、サイクルツリー、外構、大手町温泉汲み上げ  
現場、大手町仲通りにてアート解説、大手町川端緑道にてエコミュージアム解説 

【定   員】  各回 20 名   
【参 加 費】  500 円 

※長時間歩きますので、歩きやすい靴・服装でお越しください。 
 
㉗床面・壁面の「サイン」で探るまちづくり 

【開催日時】   10 月 12 日（土）13:00～14:20 15:00～16:20 
※丸の内北口ビル・永代通り側オフィスエントランス入口付近に集合 

【内 容】   目に付きにくい道路、施設内の床面、アイレベルの建物壁面でみられる要素から、街
づくりの背景を知るツアーです。 

【見学場所】   東京駅周辺の丸の内（地上） 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※安全上の観点より、飲酒をされている方はお断りいたします。 
※一部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
※当イベントの様子は、記録・撮影させていただきます。 
※長時間歩きますので、動きやすい服装・靴等でお越しください。 

 
㉘昭和モダン建築ツアー 

【開催日時】   10 月 11 日（金）／10 月 12 日（土）10:00～11:30  13:00～14:30 
※三菱一号館中庭に集合 

【内 容 】   日本を代表する設計事務所である三菱地所設計の社員が、丸の内の昭和モダン建築に  
ついて解説するツアーです。高度経済成長期に実施された丸ノ内総合改造計画に基づいて
建設された建物について、当時の法規制の中でこれらの建物がどのように成立して計画・  
実施されてきたかを読み解きます。 

【見学場所】   三菱一号館、新東京ビル、新国際ビル、新有楽町ビル、有楽町電気ビル 
【定   員】  各回 20 名 
【参 加 費】  500 円 

※屋上や狭い階段や段差のある通路を歩き、複数のビルを移動します。予めご了 
承ください。 

※長時間歩きますので、歩きやすい靴でお越しください。 
 

㉙大丸有の地下歩行者ネットワーク ブラブラ散歩ツアー 
【開催日時】   10 月 10 日（木）／10 月 11 日（金）10:00～11:30 

※大手町パークビル 1 階ロビー内 ピアノ付近に集合 
【内 容】   大丸有地区の総延長、約１４キロの地下ネットワークの一部を実際に歩いてみながら、

それらについてご説明します。 
【見学場所】   大手町パークビル、大手町フィナンシャルグランキューブ、大手町フィナンシャルシティ、東京 

サンケイビル、丸ノ内線大手町駅、大手町タワー、東西線大手町駅、永楽ビル、日本工 
業倶楽部会館ビル、新丸ビル、丸の内地下広場（新丸ビル前）、行幸地下通路、行 
幸通り（地上） 

【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円  
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㉚丸ビル探検 

【開催日時】   10 月 10 日（木）10:30～12:00 13:00～14︓30 
※丸ビルオフィスエントランス（行幸通り側）に集合 

【内 容】   丸の内を代表するビルの一つ、丸の内ビルディングの裏側に潜入するツアーです。丸ビルの歴史、地下深い場所、そして、
普段は決して入れない屋上に特別に出てその景色をお楽しみいただけます。 

【見学場所】   エントランス、M の記憶、屋上、11 階 丸の内観音、7F 屋上緑化 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

 
㉛御利益とプチ歴史探訪ツアー ～大名小路を中心に～ 

【開催日時】   10 月 12 日（土）11:00～12:30 
※有楽町電気ビル 有楽稲荷神社前に集合 

【内 容】   江戸時代から残る大名小路の通り沿いに残る火除けのご利益があるといわれる  有楽稲荷神
社から、この地に残る数々の歴史スポットなどを訪ね、大手町の将門塚へ至る御利益と歴史を
探訪します。 

【見学場所】   有楽稲荷神社、大名小路、丸の内ビル、東京駅前、大手町将門塚 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※複数のビルを歩いて移動します。長時間歩きますので、歩きやすい靴でお越しください。 
 
 

㉜有楽町に残る昭和のビル群と東京駅前広場・行幸通りの公的空間整備 街歩き解説ツアー 
【開催日時】   10 月 11 日（金）11:00～12:30 

※有楽町ビル 1 階 JR 有楽町駅側エントランス集合 
【内 容】   有楽町地区に残る昭和 30～40 年代のビル群や 1914 年の東京駅赤レンガ駅舎

竣工から見ると 100 年を超える期間で段階的に整備されてきた東京駅前広場と  
行幸通りの延伸整備などについて実際に現地を歩きながら解説します。 

【見学場所】   有楽町のビル群（有楽町ビル、新有楽町ビル、国際ビル、新東京ビル）公的空間 
整備（行幸通り、東京駅前広場） 

【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円  

※狭い階段や段差のある通路を歩き、複数のビルを移動します。予めご了承ください。 
※長時間歩きますので、歩きやすい靴でお越しください。 

 
㉝「東京駅前常盤橋プロジェクト」を知るツアー 
 

【開催日時】   10 月 11 日（金）15:30～16:20 16:30～17:20 
※日本ビル正面口に集合 

【内 容 】   現在進行中の大規模再開発である東京駅前常盤橋プロジェクトについて、過去
から今に至る歴史やプロジェクトの全貌を解説します。2021 年竣工予定の A 棟の
工事現場見学も実施します。 

【見学場所】   日本ビル Vision Studio、A 棟現場事務所見学 
【定   員】  各回 15 名 
【参 加 費】  500 円 

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 
※Vision Studio 内・工事現場内は撮影禁止となります。 
※雨天時、工事現場見学は中止となりますので、予めご了承ください。 

 
 

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先  
大手町・丸の内・有楽町地区街づくり PR 事務局 共同ピーアール㈱PR アカウント本部 9 部 担当︓前山・高橋・宇津木 
TEL︓０3-3571-5238 FAX︓03-3571-5259 
E-mail︓tokyo-omy-pr@kyodo-pr.co.jp 
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今回初登場 
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10月10日(木) Time Table／Open City Marunouchi 2019 

有楽町大手町

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

15:00〜16:00

22.三菱地所の働き方 -
オフィス「MEC PARK」
探検

16:30〜17:30

22.三菱地所の働き方 -
オフィス「MEC PARK」
探検

15:00〜16:30

26.大手町フィナンシャル
シティ 〜連鎖型開発が生
み出したエコ・アート・
防災機能と大手町温泉〜

丸の内

9:00

10:00

11:00

12:00

9:45〜11:00

19.CBREオフィス探検

10:30〜12:00

30.丸ビル探検

15:00

16:00

17:00

10:00〜11:30

29.大丸有の地下歩行者
ネットワーク ブラブラ散
歩ツアー

9:00

10:00〜11:00

4.パレスホテル東京 - ホ
テルツアー

13:00〜17:00

15.帝国劇場探検〜『ラ・
マンチャの男』の世界へ
〜

13:00

14:00

13:00〜14:30

30.丸ビル探検

※プログラム名をクリックすると詳細webページに遷移します。
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10月11日(金) Time Table／Open City Marunouchi 2019 

9:00

10:00

11:00

16:00〜17:30

11.プロカメラ
マン大杉隼平
さんと巡る
フォトツアー

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

11:00〜12:30

32.有楽町に残
る昭和のビル
群と東京駅前
広場・行幸通
りの公的空間
整備　街歩き
解説ツアー

10:00〜11:30

29.大丸有の地
下歩行者ネッ
トワーク ブラ
ブラ散歩ツ
アー

18:00

19:00

20:00

19:00〜20:00

5.グランルーフ
探検隊

10:00〜11:30

9.三菱一号館美
術館 - 建物の
復元と歴史紹
介ツアー＆出
光美術館の成
り立ちと今

14:00〜14:40

7.シンガポール発
サービスレジデンス
【アスコット丸の内
東京」で理想のライ
フスタイルを発見

15:00〜16:00

14.〜歌川広重
からＧＨＱま
で〜明治生命
館の歴史を紐
解く

13:30〜14:10

1.丸ノ内ホテル
館内ツアー

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

15:30〜16:20

33.「東京駅前
常盤橋プロ
ジェクト」を
知るツアー

15:30〜16:20

33.「東京駅前
常盤橋プロ
ジェクト」を
知るツアー

18:30〜20:00

18.丸の内アー
トツアー

10:00〜10:45

20.アマン東京
ホテルツアー

11:00〜11:45

20.アマン東京
ホテルツアー

10:00〜11:30

21.トンネル工
事現場探検

13:30〜15:00

23.東京ステー
ションホテル
歴史探訪ツ
アー

15:00〜16:30

25.第一生命ロ
ビー＆ギャラ
リー案内
（VOCA展受賞
作家 青木恵美
子による古典
解説付）、館
内案内

15:00〜16:15

26.大手町フィ
ナンシャルシ
ティ 〜連鎖型
開発が生み出
したエコ・
アート・防災
機能と大手町
温泉〜

10:00〜11:30

28.昭和モダン
建築ツアー

13:00〜14:30

28.昭和モダン
建築ツアー

15:00〜16:10

3.探検！読売新
聞

13:00〜14:30

6.近代建築ツ
アー

14:00〜15:00

8.鉃鋼ビルディ
ング探検 〜知
られざる歴史
〜

10:00〜11:00

8.鉃鋼ビルディ
ング探検 〜知
られざる歴史
〜

10:00〜11:30

6.近代建築ツ
アー

11:00〜12:00

10.地下空間探
検 〜大丸有を
支える地域冷
暖房〜

11:00〜12:00

12.ザ・ペニン
シュラ東京 -
ホテル探検

丸の内 有楽町
9:00〜10:00

24.東京會舘 舘
内探検

13:30〜15:00

13.探検ＪＰタ
ワー！

大手町

20:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

※プログラム名をクリックすると詳細webページに遷移します。
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10月12日(土) Time Table／Open City Marunouchi 2019 

17:00

18:00

19:00

20:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

9:00

10:00 10:00〜11:30

6.近代建築ツアー

9:00

10:00

11:00

16:30〜18:30

16.デザインで巡
る有楽町ツアー

11:00〜12:30

31.御利益とプチ
歴史探訪ツアー
〜大名小路を中心
に〜

大手町 丸の内 有楽町

14:00〜14:40

7.シンガポール発サービ
スレジデンス【アスコッ
ト丸の内東京」で理想の
ライフスタイルを発見

13:00〜14:30

2.樹木医と歩く大
丸有の緑ツアー

13:30〜15:00

13.探検ＪＰタ
ワー！

13:30〜15:00

17.大手町プレイ
ス探検隊！

11:00〜12:00

10.地下空間探検
〜大丸有を支える
地域冷暖房〜

11:00〜12:30

21.トンネル工事
現場探検

13:00〜14:20

27.床面・壁面の
「サイン」で探る
まちづくり

10:00〜11:30

28.昭和モダン建
築ツアー

13:00〜14:30

28.昭和モダン建
築ツアー

11:00〜12:30

18.丸の内アート
ツアー

16:00〜17:30

11.プロカメラマ
ン大杉隼平さんと
巡るフォトツアー

15:30〜16:20

33.「東京駅前常
盤橋プロジェク
ト」を知るツアー

15:00〜16:20

27.床面・壁面の
「サイン」で探る
まちづくり

17:00

12:00

13:00 13:00〜14:30

6.近代建築ツアー

13:30〜14:10

1.丸ノ内ホテル館
内ツアー

14:00

11:00〜12:30

17.大手町プレイ
ス探検隊！

11:00

18:00

19:00 19:00〜20:00

5.グランルーフ探
検隊

20:00

15:00 15:00〜16:10

3.探検！読売新聞

16:00

※プログラム名をクリックすると詳細webページに遷移します。
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