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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 2020」を 10 ⽉ 8 ⽇（⽊）〜10 ⽇（⼟）に開催します。 

本イベントでは、⼤丸有エリア内の建築物や歴史スポットなどを巡る中で、⽇頃⼊れない場所や⾒られない気になる
場所を訪れて、解説員の話を聞きながら街の歴史やアート、最先端のビジネス環境などに触れることができるプログラ
ムをテーマ別に 31 種⽤意。本年 3 年⽬となる今回は、有楽町の歴史あるビルの中で続々と誕⽣するリノベーションス
ポットに潜⼊し最新の動向を探るツアー「話題の最新スポットに潜⼊︕変わりゆく有楽町を巡るツアー」を新たに開催す
るなど、期間限定で知られざる⼤丸有エリアの魅⼒に触れることができます。 

つきましては、メディアの皆様におかれましても、この機会に是⾮、貴重なツアーにご参加いただきたく、ご多忙の折⼤変
恐縮ではございますが、本件ご取材のご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

※ご取材可能なプログラム詳細につきましては、2 ページ以降をご確認下さい。 

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、ご取材をご希望の場合、ＦＡＸ返信⽤紙にて⼤⼿町・丸の内・有楽
町地区街づくり PR 事務局までご返信くださいますようお願い申し上げます。 
 
※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。 
※今後の新型コロナウイルスの感染状況、⾏政による指⽰・要請により、やむを得ず中⽌とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

  

SUPER 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へお届けしています。 

時代とともに変化し動きを⽌めない街の⼒を体感︕⼤丸有エリアの裏側を知る! 
『巡る』『観る・知る』『発⾒する』 ⼤⼈の社会科⾒学‼ 



ご取材可能なプログラムについて  
 

三菱⼀号館美術館 - 建物の復元と歴史紹介ツアー 
【開催⽇時】   10 ⽉ 8 ⽇（⽊）10:30〜11:30 

※三菱⼀号館美術館中庭⼝に集合 
 

【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。 

【⾒学場所】  歴史資料室、三菱⼀号館 館内⼀部、外観（美術館使⽤部分は⾒学しませ
ん。）、⼀号館広場 他 

【定   員】  16 名（8 ⼈×2 グループ） 
【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。 
※⼀部エリアでは写真撮影をご遠慮いただいております。 
※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。 
※⼀部ご取材をご遠慮いただくエリアがございます。 

 
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 8 ⽇（⽊）10:30〜12:00 

※有楽町電気ビル 有楽稲荷神社前に集合 

【内 容】   江⼾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】   10 名 
【参 加 費】   500 円 

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

昭和モダン建築ツアー 
【開催⽇時】   10 ⽉ 9 ⽇（⾦）／10 ⽉ 10 ⽇（⼟）10:00〜11:30、15:30〜17:00 

※三菱⼀号館中庭に集合 

【内 容】   有楽町地区には、⾼度経済成⻑期に実施された丸ノ内総合改造計画に基づいて建設
された建物があります。⾼度経済成⻑期に⽬まぐるしく変わる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、各建物やその屋上をめぐりながら読み解き
ます。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
の昭和モダン建築について解説しながら、まちを辿ります。 

【⾒学場所】   三菱⼀号館、新東京ビル、国際ビル、新国際ビル、新有楽町ビル 
【定   員】   各回 10 名 
【参 加 費】   500 円 

※建物内の撮影はできません。 
 

近代建築ツアー 
【開催⽇時】   10 ⽉ 9 ⽇（⾦）／10 ⽉ 10 ⽇（⼟）10:00〜11:30、15:30〜17:00 

※⽇本⼯業倶楽部会館⻄側（皇居側）DEAN&DELUCA 付近に集合 

【内 容】   ⼤丸有を散策すると、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、三菱⼀ 
号館 

【定   員】  各回 10 名 
【参 加 費】  500 円 

※建物内の撮影はできません。 
 
 
 
 
 



 
丸ノ内ホテル館内ツアー 
【開催⽇時】   10 ⽉ 9 ⽇（⾦）／10 ⽉ 10 ⽇（⼟）13:30〜14:20 

※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】  エントランス、ロビー、客室、館内レストラン 
【定   員】  各回 5 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。 

 
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 9 ⽇（⾦）15:30〜17:00／10 ⽉ 10 ⽇（⼟）10:30〜12:00 

※⼤⼿町パークビル 1 階ロビー内 ピアノ付近に集合 

【内 容】   ⼤丸有地区の総延⻑、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、東⻄線⼤⼿町駅、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 10 名 
【参 加 費】  500 円   

 
話題の最新スポットに潜⼊︕変わりゆく有楽町を巡るツアー 
【開催⽇時】   10 ⽉ 9 ⽇（⾦）／10 ⽉ 10 ⽇（⼟）16:00〜17:00 

※有楽町電気ビル 1 階「b8ta Tokyo - Yurakucho」に集合 

【内 容】   有楽町の歴史あるビルの中に続々と誕⽣しているリノベーションスポットを巡るツアーで
す。2020 年 2 ⽉開業の会員制施設︓有楽町「SAAI」や、2020 年 8 ⽉ 8 ⽇  
開業の「よしもと有楽町シアター」内部へのご案内、話題の現代美術ギャラリー「ＣＡ
ＤＡＮ有楽町」や公共空間を活⽤したアートプロジェクトのご案内、サンフランシスコから⽇本初上陸の「b8ta Tokyo - 
Yurakucho」をはじめとするポストコロナの新時代に求められる店舗のご紹介など、三菱地所が⽬指す有楽町の街づくり
について、お話しいたします。 

【⾒学場所】   b8ta Tokyo - Yurakucho、CADAN有楽町、よしもと有楽町シアター、有楽町「micro FOOD & IDEA MARKET 
有楽町Wall Art Gallery、有楽町「SAAI」 Wonder Working Community、有楽町アートサイト 

【定   員】  各回 10 名 
【参 加 費】  500 円   

※各施設⼊り⼝にて、検温・消毒のお願いをする場合がございます。 
 

丸の内アートツアー 
【開催⽇時】   10 ⽉ 9 ⽇（⾦）17:30〜19:00 

※丸の内 OAZO 東京駅側⼊り⼝近くの作品付近に集合 

【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、昨
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ってみませ
んか︖ 

【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】  20 名（10 名×2 グループ） 
【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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ご取材お申込み⽤紙 
■開催⽇時︓2020 年 10 ⽉ 8 ⽇（⽊）〜10 ⽇（⼟） 
■会   場︓⼤丸有地区（⼤⼿町・丸の内・有楽町エリア）※プログラム毎に取材場所が異なります。  

 

 

⼤⼿町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会／⼤丸有エリアマネジメント協会 
OPEN CITY MARUNOUCHI 2020 

 

 

 
ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、ご取材をご希望の場合、下記項⽬をご記⼊のうえＦＡＸにて⼤⼿町・   

丸の内・有楽町地区街づくり PR 事務局までご返信くださいますようお願い申し上げます。 
ご取材いただけるプログラムにより集合場所・時間が異なります。  

※プログラムによっては、危険な場所や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あることを予めご承知おきください。今後の新型コロナウイルスの感染状況、⾏政による指⽰・要請により、やむを得ず中⽌とさせ
ていただく場合がございます。予めご了承ください。 

■ＦＡＸ番号︓            03-3571-5380 

■取材可能ツアー⽇時︓（ご取材希望の⽇時および回にチェックをご記⼊ください） 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■貴社名︓                             ■部署名︓                           

■ご芳名（⼈数）︓ 

■ご連絡先 ＴＥＬ︓ 

Ｅ-mail︓ 

■撮影                
 
■備考欄 《ご取材に関するご希望等ございましたらご記⼊ください。》 

   

□ ムービー 
 

 

□ スチール 
 

 

本件に関するお問い合わせ先 
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㈱ 担当︓前⼭・内⼭・⾼橋 

TEL:03-3571-5236 MAIL: tokyo-omy-pr@kyodo-pr.co.jp    
 

※ご取材の際は、下記ツアー開始⽇時より、30 分程度早めにご集合頂く必要が⽣じる場合もございます。 

プログラム名 ⽇程 取材希望
三菱⼀号美術館 - 建物の復元と歴史紹介ツアー ➀10⽉8⽇　　10:30〜

御利益とプチ歴史探訪ツアー 〜⼤名⼩路を中⼼に〜 ➀10⽉8⽇　　10:30〜

➀10⽉9⽇　  10:00〜

➁10⽉9⽇　  15:30〜

③10⽉10⽇　10:00〜

④10⽉10⽉　15:30〜

➀10⽉9⽇　　10:00〜

➁10⽉9⽇　　15:30〜

③10⽉10⽇　10:00〜

④10⽉10⽉　15:30〜

➀10⽉9⽇　　13:30〜

➁10⽉10⽇　13:30〜

➀10⽉9⽇　　15:30〜

➁10⽉10⽇　10:30〜

➀10⽉9⽇　　16:00〜

➁10⽉10⽇　16:00〜

丸の内アートツアー ➀10⽉9⽇　　17:30〜

昭和モダン建築ツアー

近代建築ツアー

⼤丸有の地下歩⾏者ネットワーク ブラブラ散歩ツアー

丸ノ内ホテル館内ツアー

話題の最新スポットに潜⼊︕変わりゆく有楽町を巡るツアー


