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三井不動産レジデンシャル株式会社

～Waku Waku Water Front 東京ウォーターフロントでつながろう～

東京ウォーターフロントエリアの魅力を再発見しながら
人のつながりを育む、エリア体感キャンペーンを実施
～豊洲・東雲エリアで 2013 年 3 月 31 日まで開催～
三井不動産レジデンシャルは、東京ウォーターフロントの魅力を多くの方に知っていただくために、「Waku Waku
Water Front」キャンペーンを行っております。「アーバンドック ららぽーと豊洲」のリニューアルに合わせ、豊洲・東雲
のエリアを中心に、2013 年 3 月 31 日までの約半年間開催いたします。
キャンペーン開催期間中、実際に街を歩きながら東京ウォーターフロントの心地よさをご体感いただくことを目的
に、数々の謎解きにチャレンジするエリア体感型イベント「魔法学園のフシギな宝探し」をはじめ、ご家族で楽しめる
ワークショップ等を行う「スマートスクール」など様々なイベントを展開いたします。＇10/19 実施以来、約 7,000 人のお
客様にご参加いただいております。※11/20 時点（
さらに当社は、江東区の「豊洲グリーンエコ・アイランド構想」に基づく施策の一つとして、11 月 21 日＇水（から臨海
部＇豊洲・東雲・有明・青海・台場（にて実施される「江東区臨海部コミュニティサイクル実証実験」＇事業主体：江東区（
にも協力いたします。

＜Waku Waku Water Front キャンペーン概要＞
■Waku Waku Station＇インフォメーションセンター（の設置
キャンペーン期間
／ 2012 年 10 月 19 日＇金（～2013 年 3 月 31 日＇日（
キャンペーン情報発信拠点となるインフォメーションセンター「Waku
Waku Station」をアーバンドック ららぽーと
豊洲内、ノースポート 1F に設置。デザインは、気鋭の建築家ユニット「トラフ建築設計事務所」。
当ステーションは、「江東区臨海部コミュニティサイクル実証実験」の登録受付窓口にもなります。
■魔法学園のフシギな宝探し～とうきょうウォーターフロントまほうがくえん～
豊洲・東雲エリア全体を舞台としたエリア体感型宝探しイベント「魔法学園のフシギな宝探し」を実施。＇参加無料（
■「スマートスクール」の開催
地域団体や各種企業と連携して、子どもから大人までが共に学ぶワークショップイベント「スマートスクール」を
開催。スマートライフの体感やくらしに役立つ講習なども予定しております。
■「Waku Waku Water Front」フェイスブックページの開設
今後開催されるイベントのご案内やお得な情報を随時タイムラインでご紹介。また、ご家族やご友人とのお出
ｖ
かけ先をオススメする「ドコイク」診断アプリも展開。

Waku Waku Station＇インフォメーションセンター（

魔法学園のフシギな宝探し 実施風景

■「Waku Waku Station」キャンペーン概要
「Waku Waku Water Front」キャンペーンの各種イベントのご紹介や受付を行う、インフォメーションセンター「Waku
Waku Station」をアーバンドック ららぽーと豊洲のノースポート１F に開設。全体が大きな遊具のようで、ワクワク感
に満ちたデザインとしています。大きな積木を積み重ねたような色彩豊かなデザインのブースはヨットや船、ビルや
住まいなどこのエリアの美しい風景をイメージしています。
＜キャンペーン期間＞2012 年 10 月 19 日＇金（～2013 年 3 月 31 日＇日（ 10 時～19 時
＜場所＞アーバンドック ららぽーと豊洲 ノースポート １Ｆ
＜運営主体＞「Waku Waku Water Front」キャンペーン事務局＇三井不動産レジデンシャル株式会社（
＜設計＞トラフ建築設計事務所

Waku Waku Station＇インフォメーションセンター（

Waku Waku Station＇インフォメーションセンター（ 設置場所

＜「Waku Waku Station」キャンペーン 主な内容＞
◆魔法学園のフシギな宝探し～とうきょうウォーターフロントまほうがくえん～概要
「魔法学園のフシギな宝探し」は街を歩きながら謎を解き、東京ウォーターフロントの街とふれあう、エリア体感イベ
ント。ヒントが記された地図を手がかりに数々の謎解きにチャレンジするラリーツアーです。宝探しの賞品は総額 600
万円。ご家族、ご友人、お子様と一緒に魅力的な東京ウォーターフロントを巡り、様々な風景と出逢い、当エリアを楽
しんでいただける体感型イベントです。
＜実施期間＞2012 年 10 月 19 日＇金（～2013 年 3 月 31 日＇日（ 10 時～19 時 ※2013 年 2 月 21 日＇木（除く
第１ステージ：10 月 19 日＇金（～、第 2 ステージ：12 月 7 日＇金（～、第 3 ステージ：2 月 1 日＇金（～
＜受付場所＞Waku Waku Station＇アーバンドック ららぽーと豊洲 ノースポート 1F（
＜参加対象＞グループに大人＇16 歳以上（1 名以上が含まれること ＇住所・氏名等、アンケートにご協力いただきます（
＜参加費＞無料

魔法学園のフシギな宝探し 実施風景

◆「スマートスクール」開催
地域団体や各種企業の魅力溢れる取り組み等と連携して子どもから大人までが共に学ぶワークショップイベント「ス
マートスクール」を開催。スマートライフの体感やくらしに役立つ講習なども予定しております。
＜実施期間＞2012 年 12 月～2013 年 3 月末まで開催予定
＜実施時間＞各イベントによって異なる
＜受付場所＞Waku Waku Station＇アーバンドック ららぽーと豊洲 ノースポート 1F（
＜実施場所＞アーバンドック ららぽーと豊洲、他
＜参加対象＞グループに大人＇16 歳以上（1 名以上が含まれること ＇住所・氏名等、アンケートにご協力いただきます（
＜参加費＞無料
◆「Waku Waku Water Front」フェイスブックページの開設
今後開催されるイベントのご案内やお得な情報を随時タイムラインでご紹介します。また、ご家族やご友人とのお出
かけ先をオススメする「ドコイク」診断アプリも合わせてご利用いただけます。
＜ＵＲＬ＞http://www.facebook.com/WakuWakuWaterFront

◆スマートなまちづくりを推進する「江東区臨海部コミュニティサイクル実証実験」の登録受付
江東区と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは地区の特性を最大限に生かした環境まちづくりの実現を図るとともに、ま
ちの回遊性を向上させ、地域の活性化と賑わいの創出を図るため、本日 11 月 21 日＇水（に「コミュニティサイクル」
の実証実験を開始しました。具体的には、臨海部＇豊洲・東雲・有明・青海・台場（に、無人の駐輪施設＇ステーション（
を 20 ヶ所、自転車 300 台＇開始当初はステーション 11 ヶ所、自転車 150 台（を配備し、ステーション間を自由に貸出、
返却を可能とすることで、環境に配慮した交通システムの実現を図るものです。
三井不動産グループも登録受付窓口や駐輪施設＇ステーション（の設置などにおいて協力しています。
実証実験 名称
実施期間
実施主体
運営事業者
自転車台数
ステーション数
営業時間
登録受付窓口
WEB サイト

江東区臨海部コミュニティサイクル実証実験
2012 年 11 月 21 日～＇1 年程度（
東京都江東区

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
300 台 ※開始当初 150 台
全 20 ヶ所 ※開始当初 11 ヶ所
7：00～22：00
「Waku Waku Station＇インフォメーションセンター（」※アーバンドック ららぽーと豊洲 ノースポート 1F 他、全2 ヶ所
http://kcc.docomo-cycle.jp/

駐輪施設＇ステーション（イメージ

＜添付資料＞「スマートスクール」主な開催予定コンテンツ
◆＆ＥＡＲＴＨ教室
三井不動産レジデンシャルが環境関連 NPO や大学生の環境ボランティアと実施している、お子様を対象にした環境
教育のプログラム。様々なテーマに関して紙芝居を使って読み聞かせ、子供たちの環境問題への意識を高めます。
＜実施日＞2013 年 1 月中旬 ＇予定（
＜実施時間＞未定
＜実施場所＞アーバンドック ららぽーと豊洲
◆レゴブロックを使って家族の未来を創ろう！～レゴ選手権 2011 チャンピオンの作品とコラボ！！～
レゴブロックを使って家族みんなの未来を描く、ワークショップ。プログラム終了後は 2011 年 TV チャンピオンレゴブ
ロック王選手権優勝の秋長さち子さんが作った街、「ワクワク TOYOSU シーサイドアクアパーク」とコラボレーショ
ン。
＜実施日＞2012 年 12 月 6 日＇木（～9 日＇日（
＜実施時間＞(休日) ①11:00〜、 ②13:00〜、 ③15:00〜、 ④17:00〜
(平日) ①12:00〜、 ②13:30〜、 ③15:00〜、 ④16:30〜
＜実施場所＞アーバンドック ららぽーと豊洲サウスポート 1F 「東京小町」前
＜協力＞株式会社オノモ
◆100％電気自動車日産リーフ試乗会
走行中の CO2 排出ゼロ、ガソリンを全く使用しない電気自動車の試乗会。
＜実施日＞2012 年 12 月 1 日＇土（、2 日＇日（ ＇以後 1 月、2 月、3 月については 1 回／月開催予定（
＜実施時間＞未定
＜実施場所＞パークタワー豊洲レジデンシャルサロン
＜協力＞日産自動車株式会社
◆政井マヤさんによる子育てトークショー
元フジテレビアナウンサー、政井マヤさんがワーキングマザーの視点から、子育ての秘訣やこだわりのライフスタイ
ルについてのトークショー。
＜実施日＞2013 年 1 月 19 日＇土（＇予定（
＜実施時間＞未定
＜実施場所＞アーバンドック ららぽーと豊洲
＜協力＞Grazia 編集部＇講談社（
◆スマートモノづくり体験
使用済食用油を再利用したキャンドルづくりが体験できるワークショップです。
＜実施日＞2012 年 12 月 21 日＇金（
＜実施時間＞①15:00〜、 ②16:30〜
＜実施場所＞アーバンドック ららぽーと豊洲
＜協力＞ＮＥＩGHBOR’S MEETING、 NEWSED PROJECT、

