報道関係各位

2022年 8月 2日(火)
㈳Hareza池袋ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
東京建物株式会社
株式会社サンケイビル
合計 5枚

ハレザ

「Hareza池袋」２周年｜8月3日は「Harezaの日」

2nd Anniversary「Harezaの日」スペシャルウィーク開催！
豊島区が掲げる「国際アート・カルチャー都市構想」のシンボルプロジェクトとして注目されている「Hareza池袋」は、2022年7月1日
にグランドオープンから2年を迎えました。本エリアは、池袋発の多様な文化を発信する「8つの劇場空間」を設けることで、国内外から多
くの来街者を誘引し、圧倒的なにぎわいを創出する拠点を目指しています。
2020年のグランドオープンより「Hareza池袋」では８月3日を「８（ハ）０（レ）３（ザ）」＝「Hareza（ハレザ）の日」とし、
『Harezaの日 スペシャルウィーク』を開催しております（昨年は新型コロナウイルス感染症対策のため中止）。この度、2周年を迎えた
「Hareza池袋」では、8月3日（水）から８月14日（日）まで12日間にわたり「2nd Anniversary Harezaの日 スペシャルウィー
ク」を開催します。今年は豊島区制90周年を記念する年でもあり、期間中、パークプラザでは若手POPアーティストによる作品展示や
様々なアーティストによる生演奏ライブを実施。アート集団・ヘラルボニーの協力により、中池袋公園にはアートタワーが登場、パークプラ
ザにはテキスタイルクッションを設置し、身近にアートを楽しんでいただけます。もちろん、施設内店舗や周辺施設・店舗も連動して、
「Hareza池袋」は“ハレ（晴）” いっぱいでお客様をお迎えします。
また、時期を同じくして、サンシャインシティでは「ジョジョの奇妙な冒険 アニメ10周年記念展」が開催。豊島区協力のもと8月9日(火)
から東京建物 Brillia HALLにアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」の巨大ビジュアルが登場します。
「2nd Anniversary Harezaの日 スペシャルウィーク」を是非お楽しみください。
＜実施概要＞
名
称：2nd Anniversary Harezaの日 スペシャルウィーク
開催日時：2022年8月3日（水）～8月14日（日） 9:00～21:00
会
場：Hareza池袋内各施設・店舗、中池袋公園 ほか周辺施設
内
容：アートイベントやライブパフォーマンス
「Harezaの日」にちなんだスペシャルサービスの提供など
公式HP：https://hareza-ikebukuro.com/
※状況により、内容が変更・中止になる場合がございます。

＜展開内容＞

展開① Hareza池袋×POPアート 長坂真護／笹田靖人
今、国内外で注目される若手アーティスト長坂真護、笹田靖人のアート作品を展示します。
パークプラザが、音楽を聴きながら、寛ぎながら、アートを楽しめる空間になります。

長坂真護／Mago Nagasaka

■会場／東京建物 Brillia HALL パークプラザ
■開催時間／9:00～21:00
■入場無料（混雑状況により入場制限の可能性あり）

笹田靖人／Yasuto Sasada

美術家・長坂真護が単身訪問したガーナのスラム街で目の当たりにし
たのは、先進国が投棄した電子ゴミを燃やしながら生活し、大量のガ
スを吸い病に蝕まれる若者たち。以来、廃材からアート作品を作り、そ
の売上を現地の人々へ還元する活動を続けています。自身初、美術
館での個展では電子ゴミを使用した作品のほか、世界平和への願い
を込めた様々な作品を展示します。

1985年 岡山県生まれ。0.3ミリペンを使い細密画を中心に描く現
代美術家。「画家」という枠に収まらず、2014年秋冬のパリコレでは
ファッション・ブランドYohji Yamamotoとのコラボレーションを果たし、
世界に大きな衝撃を与える。その後はアート界だけにとどまらず、東方
神起をはじめとしたアーティストとのコラボレーションを実施するなど、そ
の活動範囲は多岐に渡る。

I'm E-waste Owl
I'm airplane maker

HOPE STAR FLOWER

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社リリオ

担当：川上

Mail : kawakami@lirio.biz 携帯 : 090-7355-9643

展開②

◆ライブパフォーマンスを開催！

様々なジャンルのアーティストがパークプラザでライブパフォーマンスを披露します！

8月3日(水)
菊池亮太（ピアニスト）

8月6日(土)
Ayasa（ヴァイオリニスト）

数々のコンクール入賞。テレビ番組・映画音楽・アニ
メ音楽・ゲーム音楽や、東京オリンピックCM等の楽
曲提供も手掛ける。YouTuberとしても活躍中！

アニメソングをヴァイオリンでカバーした「弾いてみ
た動画」をきっかけに、日本だけに留まらず世界
各国でライブやレコーディングを行っている。

8月7日(日)
五条院凌（ピアニスト）

麗しいピアノの音色を世に届けるため
2021年4月TikTokという表現世界に降り
立ったニューヒロイン。

8月11日(木)

8月12日(金)

8月13日(土)

岡部磨知（ヴァイオリニスト）

DJシーザー（アニソンDJ）

村原康介(キーボーディスト)

『美人すぎるヴァイオリニスト』としてネットで話
題に！現在は、山本彩、ビッケブランカ、AIな
どの奏者として活躍中！

2019年4月、ガンダム40周年記念CD「機
動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST
ANIME MIX」をプロデュースし、オリコン週間
アニメ初登場1位、総合デイリー2位という快
挙を成し遂げた名実共に日本を代表するDJ。

8月14日(日)
芥川玲子（ピアニスト）
音楽家ムック

様々なアーティストのLIVEサポートやレコー
ディング等多数手掛けるキーボーディスト。

■会場／東京建物 Brillia HALL パークプラザ
■入場無料（混雑状況により入場制限の可能性あり）
【演奏スケジュール】
◆日程：8月3日(水)、6日(土)、7日(日)、
11日(木)、12日(金)、13日(土)
◆時間｜12:30/15:30/18:30

現在は「ガチャピンちゃんねる」にてYouTubeに
挑戦中。チャンネル登録者数は52万人となり、
なかでもムックがピアノで演奏する「Lemon弾い
てみた」は総再生回数3000万回を超え、現在
も色々な曲を演奏し続けています。

展開③

2010年バルセシア国際ピアノコンクール ヤングカテゴ
リ 第2位（イタリア） 2011国際ピアノタレントコン
クール（イタリア）優勝 、IL VOLO Japan tourに
参加。現在東京バレエ団のコレペティを務める。

◆日程：8月14日(日)
芥川玲子 時間｜12:00/13:00
ムック 時間｜16:30/18:00

Hareza池袋×福祉実験ユニット「ヘラルボニー」

＜パークプラザ＞ 開催時間｜9:00～21:00
◆ヘラルボニーデザイン「アートピアノ」 設置

ヘラルボニーアーティストデザインによる「アートピアノ」を設置し、
ライブパフォーマンスにも使用します。
ライブがない時間は、来場者に自由に演奏いただけます。

◆「ヘラルボニー テキスタイルクッション」設置

ヘラルボニーのテキスタイルで制作されたクッションをパークプラザの階段に設置
し、寛ぎの空間をつくります。

＜中池袋公園＞ 開催時間/｜9:00～21:00
◆ヘラルボニーアートタワーが登場！

ヘラルボニーのテキスタイルを使ったアートタワーが登場！身近にアートに触れていただく空間をつくります。
ヘラルボニーは、知的障害のある作家の才能や描き出されたアートを“異
彩”と定義し、社会のさまざまなモノ・コト・場所へ事業を展開する企業。

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社リリオ

担当：川上

Mail : kawakami@lirio.biz 携帯 : 090-7355-9643

展開④

Hareza池袋 × XR City 初登場！！

株式会社NTTドコモが提供するスマートフォンアプリ「XR City」
を使用し、Hareza池袋内の各所でデジタルと現実世界が融合した
新しい世界をARで体験できます。
今回は、『IdentityV 第五人格』『#コンパス 【戦闘摂理解析シ
ステム】』に登場するキャラクターやVirtual Singer『mai.』と
のタイアップコンテンツを提供します。

■会場：Hareza池袋内各所、WACCA池袋
IdentityV 第五人格

#コンパス 【戦闘摂理解析システム】

mai.

プレイヤーにかつてない刺激をもたらす基本
プレイ無料の非対称対戦型マルチプレイゲー
ム！

戦略×連携がぶつかる白熱バトル操作は簡単で
も戦略は無限大！勝利の鍵は貴方自身コミュニ
ケーション機能で連携も簡単【NHN PlayArt x
niconico】共同ゲームプロジェクト
白熱のチームバトルゲーム！

未来型ライブ劇場harevutai所属の
Virtual Singer！
サウンドプロデューサーにギタリス
ト兼ボーカロイドプロデューサーの
164を立て、新しいVirtual Singerと
しての立ち位置を目指し、活動中。

＜協力＞Net Ease,Inc./株式会社アニメイト/

＜協力＞株式会社ドワンゴ

＜協力＞株式会社ポニーキャニオン

株式会社リンク

■日時：8月3日（水）～8月14日（日）
※状況により開催期間を変更する可能性がございます、アプリ内にてご確認ください。

■「XR City」アプリダウンロードURL
＜Android版＞https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttdocomo.android.xrcity
＜iOS版＞https://apps.apple.com/jp/app/id1535559092

■「XR City」公式Webサイト https://xrcity.docomo.ne.jp/

iOS

Android

展開⑤ 中池袋公園は、憩いながら過ごせる空間に
ヘラルボニーアートタワー＆ガーデ
ンセット設置、寛ぎの空間を演出。
キッチンカーも毎日登場。
■会場：中池袋公園
■期間：全日
■時間：平日/11:00~14:00
土日・祝・8月12日/11:00~18:00
※ヘラルボニータワー設置イメージ

同時開催

※ガーデンセット設置イメージ

東京建物 Brillia HALLにアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」
【期間：8月9日(火)～9月3日(土)】
の巨大ビジュアルが登場！
同時開催

Hareza池袋×打ち水「Hareza

de 打ち水」

夏の暑い時期に「涼」を演出！
豊島区が掲げる「8月1日～7日 打ち水週間」とも連動し、関係者で中池袋公園での打ち水
イベント『Hareza de 打ち水』を実施します。打ち水に使用する水は、環境にも配慮し、
Hareza Towerの雨水等を使用する予定です。
■会場：中池袋公園
【本リリースに関するお問合せ】

株式会社リリオ

■日時：8月4日（木）12:15～12:40頃
担当：川上

※雨天中止

※関係者限り

Mail : kawakami@lirio.biz 携帯 : 090-7355-9643

アニメイトカフェスタンド
Hareza池袋
・期間：全日

HPを見せていただいたお客様先着
803名様にレギュラーメニュー1品
をプレゼント※レギュラーメニューの

み、おひとり様1杯まで

グリルデミ玉

・期間：全日
「Harezaの日のHPを見ました！」
で『発酵健美』ハンバーグ定食をご
注文の方に、冷やしトマトトッピン
グサービス！

egg

・期間：全日
「Harezaの日のHPを見ました︕」
で Premium Tea Bar(12種類 おか
わり自由) をプレゼント！

ファミマ!! ハレザ池袋店

・期間：全日
オフィスワーカー向け文房具詰め合
わせ 1300円相当→803円(税込)
※数種類のセットをご用意!!無くな
り次第終了予定

バル・デル・グーフォ

・期間：全日
チョコバナナカスタード・シューク
リームパフェ～店内焼き上げ～
コーヒー・紅茶・オレンジジュース
付き 803円（税込）

ペッシェドーロ

・期間：全日
「Harezaの日のHPを見ました︕」で
スパークリングワイン半額
￥590→￥295（税込）
（PALADIN プロセッコ ミッレジ
マートエクストラドライDOC）

リトルデリリウムカフェ
ハレザ池袋店

・期間：全日
【ドリンク1杯付】『希少部位牛ザブ
トン＆牛ハラミ』×『シカゴピザ
チーズリパブリック』×ブリュッセ
ル風ワッフルの堪能プラン
/4,000円（税込）

アクセア 池袋ハレザタワー店

・期間：①②ともに全日
①名刺／ショップカード印刷サービ
ス：片面カラー名刺1500円→803円
（税別）５箱まで
※ご入稿の際にスタッフへ広告を見
たとお伝えください。
②モノクロ／カラーコピー：３円／
10円キャンペーン開催中

果実園リーベル

・期間： 8月3日限定
桃シャインマスカットズコット5号
8030円(税込）※テイクアウトのみ

さらに、周辺施設も「Harezaの日 スペシャルウィーク」に参加します！
アニメイト

・期間：8月3日限定 ・対象施設：アニメイト池袋本店
【1会計2,000円（税込）以上】お買い上げ頂きましたお客様がご利用できる【100円OFF】割引
クーポンプレゼント※先着803名様 ※クーポンのご利用には、アニメイトアプリをインストールし、クラ
ブアニメイトにログインまたは新規登録していただく必要がございます。※その他クーポンとの併用は不可。

WACCA池袋

・期間：8月3日〜7日（5日間）限定 ・対象施設：マリオンクレープWACCA池袋店
『8・0・3 day』商品番号803がつく商品50円引き!!
※優待サービスとの併用は不可、ドリンクセット割は可

ホテルグランドシティ

・期間：8月3日限定
ホテル内の「レストランセゾン」では、ランチメニューのハンバーグを特別価格で提供致します。
ご注文の際、「Ｈarezaの日」とおっしゃって頂いた方には、通常、ハンバーグ+ドリンクバー
1,200円(税込)を803円(税込)にて提供致します。

池袋ショッピングパーク

・期間：全日 ・対象施設：池袋ショッピングパーク南館サービスカウンター
「Harezaの日！」とお伝えいただいた先着803名に、池袋ショッピングパーク南館の対象店舗でご
利用いただける『ISPお弁当100円割引券』をプレゼント。

※割引券がご利用いただけるのは、対象店舗の対象商品になります。※お一人様1回限り ※券面に記載の利用
条件等をご確認の上ご利用ください。 ※お弁当100円割引券のご利用期限は、8月31日（水）まで

サンシャインシティ

・期間：全日
・対象施設：SKY CIRCUS サンシャイン60展望台・オリエント博物館
各施設チケットカウンターにて「ハレザ」と合言葉を言うと入場料金が約20％OFF
※ご本人様のみ対象 ※他のサービスとの併用不可
【本リリースに関するお問合せ】

株式会社リリオ

担当：川上

Mail : kawakami@lirio.biz 携帯 : 090-7355-9643

Hareza池袋は、豊島区庁舎跡地及び豊島公会堂跡地に建設した「Hareza Tower」「東京建物
Brillia HALL」、そして「としま区民センター」および「中池袋公園」を含めたエリア名称です。
本エリアは、池袋エリア最大級の大規模・高規格オフィスに加え、公益財団法人としま未来文化財団が
運営する多目的ホール「東京建物 Brillia HALL（ブリリアホール）」、株式会社ポニーキャニオンが運
営する未来型ライブ劇場「harevutai（ハレヴタイ）」、株式会社ドワンゴが運営するマルチプラット
フォーム対応のオープン型スタジオ「ハレスタ」、中池袋公園に面した劇場空間「パークプラザ」やＴＯＨ
Ｏシネマズ株式会社が運営する「ＴＯＨＯシネマズ 池袋」など、池袋発の多様な文化を発信する「8つ
の劇場空間」を設けることで、国内外から多くの来街者を誘引し、圧倒的なにぎわいを創出する拠点を
目指します。池袋の国際競争力を大きく強化するHareza池袋は、豊島区が掲げる「国際アート・カル
チャー都市」のシンボルプロジェクトとして位置づけられています。
■公式サイト：https://hareza-ikebukuro.com

【Hareza池袋について】

【Hareza池袋内施設紹介】
●ＴＯＨＯシネマズ 池袋

10スクリーン、約1700席に最新設備を備えたシネマコンプレックスです。ＴＯＨＯシネマズ日比谷で好
評を博している“スクリーン、サウンド、シート、３つのプレミアムな要素を兼ね備えたプレミアムシアター”を6
番と10 番スクリーンに導入。6 番シアターは、“株式会社イースタンサウンドファクトリー”が音響監修を行
い、コンサートホールのようなプレミアムサウンドを実現。10 番シアターには、立体音響システム“Dolby
Atmos®”を日本で初めてカスタムスピーカーで導入。また2 番シアターでは、ＴＯＨＯシネマズとしては
初となる「音の体感・迫力にこだわった轟音（ごうおん）を体感できるサウンド・システム」を導入し、他の
映画館では味わえない極上の音響体験が可能です。
■公式サイト：https://www.tohotheater.jp/

●harevutai（ハレヴタイ)

ポニーキャニオンが運営する未来型ライブ劇場。
ステージ全面を埋め尽くす大型LEDスクリーンやCGライブにも対応した透過スクリーンなど計3つのハイス
ペックスクリーンを備え、４Kにも対応したハイクオリティなライブ配信機材も常設している最新のライブ劇
場です。バンド、アイドル等のライブイベントをはじめ、商品発表会、番組収録、ファッションショー等のビジ
ネスユースに加え、バーチャルアーティストライブ、eスポーツなどの次世代型のイベントにも対応した劇場で
す。池袋からバラエティに富んだコンテンツを発信します！
■公式サイト:harevutai.com ■公式Twitter:@harevutai

●ハレスタ

niconicoがこれまでも目指していた"ネットとリアルの融合"を実現するべく、スタジオ技術・演出面では蓄
積された制作ノウハウを集約し、最新鋭の技術とインターネットを駆使したバーチャルキャラクターによるライ
ブパフォーマンスやアニメ・ゲーム関連のステージイベントなど、幅広いコンテンツを発信していきます。
また、“会える”をテーマに様々なアーティストが間近で行う放送やイベントを予定しています。
■公式サイト：https://haresuta.jp/
■公式twitter: https://twitter.com/hare_suta

●東京建物 Brillia HALL

東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）は、ハレザ池袋の三棟施設の中央に位置し、三
層1,300席の客席と間口9間（16.4m）の舞台を有する劇場です。「区民に良質な芸術文化を鑑賞す
る機会を提供し、区民の福祉を増進するとともに、芸術文化が生み出す波及効果で地域のにぎわいを創
出することを目的」として設置されました。ミュージカルや大型商業演劇等のロングラン公演を招致し、豊島
区の掲げる国際アート・カルチャー都市の実現に寄与します。
■公式サイト：https://toshima-theatre.jp/

■Hareza池袋
【所在地】〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目19番１
【アクセス図】

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社リリオ

担当：川上

＜豊島区は区制施行90周年を迎えます＞
100周年に向けた「とし
ま新時代」のスタートで
もあるこの1年。
Hareza池袋は「オールと
しま」で、笑顔あふれる
としまをつくり上げてま
いります。

Mail : kawakami@lirio.biz 携帯 : 090-7355-9643

