


PHILINE（HAT） 42,120円

S H O P  I N F O R M A T I O N

開催中～9月24日（月・振休）
期間限定ショップ

9月26日（水）～10月14日（日）
期間限定ショップBonpoint VASIC POP-UP STORE

（ボンポワン／ガレリアB1）
TEL.070-1387-3179

（ヴァジック ポップアップ ストア／ガレリアB1）
TEL.070-3107-4801

パリ発の高級子供服メゾンから今秋デビュー
する、大人の女性向けブランド〈ボンポワン パリ〉
が登場。シックで上質かつ、タイムレスなワード
ローブをはじめ、子どもから大人まで使えるフレ
グランスやスキンケアアイテムも揃います。

「Timeless & Classic、日常で使える私だけ
の定番“My Standard Bag”」をテーマに、 
多彩なシーンにフィットするシンプルで機能的
なバッグを揃えるブランド。大人の遊び心を
加えたミニマルなデザインが魅力です。

「ボンポワン」から
レディースブランドが誕生

お洒落を楽しむすべての女性へ
今季注目のN.Y.バッグブランド

HELEN KAMINSKI
（ヘレンカミンスキー／ガレリア2F）
TEL.03-3470-3341

上品で柔らかい手触りの“East Village 
Ultra Fine Wool Felt”を素材にした 
新作ハットの数々は、エフォートレス
シックそのもの。控えめでクラシック 
な装いに映え、秋冬スタイルのアク 
セントにおすすめです。

装いにスパイスを
2018秋冬コレクション

Theatre H.P.FRANCE
（テアトル アッシュ・ペー・フランス／ガレリア2F）
TEL.03-5413-0626

2組のアーティストによる限定コラボアイテム
が誕生。PANTA RHEI（万物流転）と名付け
られたアクセサリーは、造形美溢れるトライ 
アングルがモチーフ。妖艶なブラックスピネル
があしらわれています。 ※9月21日（金）より販売

IOSSELLIANI × シシド・カフカ
限定コラボアイテム

WISE・WISE tools
（ワイス ワイス トゥールス／ガレリア3F）
TEL.03-5647-8355

個性豊かな器を紹介する「11人の豆
皿・大皿展」を開催。当代人気作家
の作品を集めたこの展示では、購入
することも可能。眺めて楽しく、使って
うれしい、魅力的な器の数々に出会
えるチャンスです。

食卓を華やかに彩る
人気作家の器が集合！

FABIO RUSCONI/HB Show-case
（ファビオ ルスコーニ／ハイブリッジ ショーケース／ガレリア2F）
TEL.03-3408-8682

常にトレンドを発信し続ける〈ファ 
ビオ ルスコーニ〉。この秋、ブランド 
20周年を記念して、フィレンツェ在住
のデザイナー、ルスコーニが限定モデ
ルを発表。日本のファンのために創り
あげたシューズがお目見えします。

レトロ・ヴィンテージな
20周年記念限定モデル

  9月14日（金）～9月30日（日）

  10月5日（金）～

※価格は税込みです。 ※写真はすべてイメージです。

17人の人気講師が日替わりでレッスン！

詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。 www.tokyo-midtown.com/jp/event/4227/

9/15（土）–10/8（月・祝）［土日祝のみ］ 11:00–17:00 ※荒天中止
［場 所］ ミッドタウン・ガーデン   ［座 席］ 60席程度 ※予約不可

行列のできる人気カフェも！
週替わりのキッチンカー

［場 所］ HIDA（ガレリア3F）
［料 金］ 4,000円 ※事前予約制 https://kitutuki.co.jp/

［場 所］ 芝生広場

［“アナろぐ”ワークショップ］

デザイナーの貝山伊文紀さんを講師に迎え、広葉
樹の枝を使ったスプーン作りを行います。世界に 
ひとつだけのマイスプーンを作ってみませんか。

ドイツの老舗鉛筆メーカー〈ファーバーカステル〉 
こだわりの色鉛筆やクレヨン、絵の具でぬりえを楽し
めます。子どもも大人も自由に参加できます。

自然栽培やオーガニックを目指した野菜やフルーツが並ぶマル
シェ。ピロール農法で育てられた旬の野菜をはじめ、過去のビオ
マルシェで売り切れ続出のグルテンフリーグラノーラなども登場 ！

秋空の下、ナイトヨガでリフレッシュ
秋の心地良い風を感じながら、広大な芝生広場でヨガを楽しむ
恒例の人気イベント。今年は、ビルの夜景や月を眺めながら行う
「ムーンヨガ」に加え、ヨガ人気とともに注目を集める“瞑想”を
取り入れた「サンセットメディテーション」が初登場 ！ 夕暮れの
時間帯に行うことでより瞑想を深め、自分の体や呼吸に意識を 

向けながら体を整えていくプログラムです。秋の夜空のもと、 
芝生の上で心と体をリフレッシュしてみませんか。

片野 瑛子
9/24（月・振休）

黒川 ナミタ
9/30（日）

来夏
10/3（水）

荻野 淳也
10/6（土）

アンジェラ・磨紀・バーノン

9/29（土）

大塚 みすず
10/2（火）

9/15土
16日
17月・祝
18火
19水
20木
21金
22土
23日・祝
24月・振休
25火
26水
27木
28金
29土
30日

10/1月
2火
3水
4木
5金
6土
7日
8月・祝

中秋の名月 

※講師スケジュール、雨天時の実施状況は、 
東京ミッドタウンオフィシャルサイトをご覧くだ 
さい。 ※受付開始は各回30分前から行います。 
※会場にはロッカー・更衣室の準備はございま
せん。 ※定員を超えた場合、入場をお断りする
場合がございます。 ※屋外イベントのため、必
要に応じて飲料をご持参ください。 ※講師は、
変更になる場合がございます。

9/15（土）、16（日）、22（土）、23（日・祝）
11:30–／15:00–（各2時間程度）

9/22（土）–24（月・振休）、
29（土）、30（日） 
11:00–19:00

今年のリラックスパークのテーマは「アナろぐ」。
昼間は屋外カフェや芝生の上でのんびり読書を楽しんだり、
夕暮れ時からは、ナイトヨガで心と体をリフレッシュ。

デジタルからちょっと離れて、くつろぎの秋を楽しんでみませんか。

［場 所］ 芝生広場   ［料 金］ 無料   ［定 員］ 各回約700名   
［参加方法］ 当日、芝生広場の受付にて、参加同意書にサイン

9/15（土）–10/8（月・祝）［うち17日間］ ※雨天中止
17:00–18:00 1回目 18:30–19:30／2回目 20:30–21:30ムーンヨガ サンセット

メディテーション

［ミッドパーク ブックカフェ］

9/22（土）–24（月・振休）※荒天中止
11:00–17:00 ※22（土）のみ16:30まで

京料理の名店からは、目にも贅沢な秋の会席コース。“本当の旬は秋”とされ
る鱧や、希少な大黒本しめじなど、京都ならではの食材を使用。見事な包丁
使いによる飾り切りなど、繊細なプロの技と心配りにうっとり。

旬の恵みが織りなす雅なコース　　
目と舌で味わう京の秋
宮川町 水簾／和食
ガーデンテラス3F／TEL. 03-5413-1881

温かい小倉あんソースの上に、抹茶生地、玄米フレーク、練乳アイスが層
になったデザート。あずきや抹茶などの和素材にホワイトチョコや生クリー
ムを合わせて、奥深い味わいに。温度や食感のコントラストが楽しめます。

宇治抹茶とホワイトチョコ
和と洋、冷と温を楽しむ新感覚デザート
Toshi Yoroizuka（トシ ヨロイヅカ）／スイーツ
プラザ1F／TEL. 03-5413-3650

豚肉の西京焼に山科とうがらしを添えたメイン、山科なすと秋刀魚のカルパッ
チョ、ほうじ茶のブランマンジェなど、京素材を使った、独創性溢れる新和食。山下
シェフのスペシャリテ“神戸牛の雲丹巻き”も堪能できる期間限定コースです。

京の素材をふんだんに使った
個性溢れる新和食の限定コース
HAL YAMASHITA 東京（ハル ヤマシタ トウキョウ）／新和食
ガーデンテラス1F／TEL. 03-5413-0086

7種のフレッシュ京野菜がたっぷり
ヘルシー＆ボリューム満点プレートランチ

Le Pain Quotidien（ル・パン・コティディアン）／ベーカリーレストラン
プラザ1F／TEL. 03-6804-5879

Vivre de BIO Marché 
in TOKYO  MI DTOWN
ヴィヴル・ド・ビオ マルシェ イン トウキョウミッドタウン

「森からの贈りもの
  ～木の枝でスプーンをつくろう～」

「ぬりえを楽しもう！」

美しい中秋の名月の
下で、月明かりを浴び
ながら楽しむ「お月見
ヨガ」を開催。ムーン
パワーで夏の疲れを 
リセット ！

［場 所］ ファーバーカステル（ガレリア3F）
［料 金］ 無料

十五夜には
お月見ヨガ

9/24（月・振休）

アナログ＋くつろぐ＝「　　　　」で
ゆったり過ごす秋の1日

三富今昔村 くぬぎの森カフェ

       9/15（土）— 17（月・祝）、 10/6（土）

オーガニックにこだわり、安心、安全な野菜
をつくる自社農園「石坂ファーム」の野菜を 
使用。素材本来の味を活かしたベジブロス
スープは、おすすめのひと品です。

THE ALLEY
ジ アレイ

10/7（日）、 8（月・祝）

行列必至の人気ティースタンド「ジ アレイ」が登
場！ こだわりの素材を使用し、モチモチの食感が
くせになると話題のタピオカドリンクなど、人気の
ティーが楽しめます。

ロイヤル NO.9 タピオカミルクティー 540円

ベジブロススープ 400円

くるペコ

9/22（土）—24（月・振休）、 29（土）、 30（日）

赤坂の人気レストランシェフの新作、フレンチ 
トーストのジャム添えや、ベリーを使ったフルー
ティーなスパークリングワイン、ノンアルコールカク 
テルなど、屋外でも楽しめるメニューをご用意！
フレンチトーストジャム添え 700円
アップルベリーサイダー 500円

ミッドタウン・ガーデンに、秋風を感じながら楽しめる屋外ブックカフェがオープン。ブルーグレーのカラーリングが 

お洒落な移動式本屋〈BOOK TRUCK〉が、“リラックス”や“アナろぐ”をテーマにした本をはじめ、新刊書、古書、 
洋書、リトルプレスなど約500冊を詰め込んで登場 ！ さらに週替わりで出店するキッチンカーは、話題のティー 

スタンド「ジ アレイ」や人気の「くるペコ」など、こだわりのメニューがラインナップ。緑の中、芝生の上で、読書を 

したり、おいしいフードを味わったり。上質な“アナろぐ”ピクニックをお楽しみください。

緑の中で読書の秋、食欲の秋を満喫！

ムーンヨガ
ムーン
ヨガ

サンセットメディテーション

サンセット 
メディテー 
ション

お洒落なトラックに
子どもから大人まで
楽しめる本が
ぎっしり！

秋の美食巡り

提供時間 11:00–21:00（L.O.20:00）

提供時間 11:00–15:00（L.O.14:00）

深雪山（みゆきやま）   1,350円 ※イートインのみ

醍醐寺展限定かろやか会席＋1ドリンク  6,200円 ※要予約
（ドリンクは京都の蔵の日本酒などがお選びいただけます）       

醍醐寺展特別ランチコース   5,500円

BUDDHA BOWL SALAD（ブッダボウル・サラダ）
FULL 1,800円（HALFは1,300円）

※お料理の内容は月替わりです。食材の収穫や仕入れの状況により、内容や品数が変わる 
可能性があります。詳しくは店舗にお問い合わせください。提供時間 11:00–15:00（L.O.14:30） ※月曜定休（祝日の場合翌日休み）

提供時間 17:00–24:00（L.O.22:00） ※日・祝17:00–23:00（L.O.22:00）

FABIO RUSCONI 20周年記念限定
モデル 34,560円～

ネックレス 62,640円
イヤリング 69,120円

京のお抹茶と和菓子で
秋の訪れを感じる

野菜や雑穀を主具材とする“ブッダボウル”は、米国西海岸発祥のヘル
シーフード。ケール、パパイヤ、キヌア、ワダ（インド豆のドーナツ）に、京野
菜の万願寺とうがらしを加えた、ニルヴァーナオリジナルのひと皿です。

［ミッドパーク ムーンヨガ ＆ サンセットメディテーション］

「京都・醍醐寺」展開催記念

京を感じる
NIRVANA New York（ニルヴァーナ ニューヨーク）／インド料理
ガーデンテラス1F／TEL. 03-5647-8305

究極の菜食丼
ブッダボウルに
万願寺とうがらしを添えて

9/19 水 −1 1/1 1  日

京野菜プレートランチ（スープは日替わり）   1,717円
提供時間 11:00–15:00

ランチ限定

豊かな風味が人気のタルティーヌに、自家製サルシッチャ、大黒本しめじや 
万願寺とうがらし、九条ネギなどをのせて。サラダには聖護院かぶ、ごぼ丹 
など、フレッシュな京野菜をたっぷり取り入れた賑やかなプレートランチです。

２週ごとに替わる季節の生菓子をいた
だける併設の〈虎屋菓寮〉。期間中は、
お月見にちなんだ「月下の宴」や色鮮
やかな柿を模した「木練柿」、栗を使っ
た生菓子など、旬を堪能できる甘味を
楽しめます。香り立つ京のお抹茶ととも
に秋の風情を感じてみては。

とらや／和菓子・雑貨
ガレリアB1／TEL. 03-5413-3541「京都・

醍醐寺」展
チケット付き

「京都・
醍醐寺」展
チケット付き

［木練柿］    ［初時雨］ 
 ※11/1（木）–15（木）まで販売

京都・醍醐寺—真言密教の宇宙—展 
限定メニュー
「柿あんと抹茶あんの白玉麩（お茶付）」  

1,026円

サントリー美術館のカフェでは、もちもちした白玉麩に素朴な甘さの 
“柿あん”と “抹茶あん”をのせた限定メニューをご用意。秋を感じる2色
のあんの食べ比べを、香ばしい加賀棒茶とともにお楽しみください。

サントリー美術館 shop × café（ショップ バイ カフェ）   
ガレリア3F／TEL. 03-3479-8600

提供時間 11:00–18:00
　　　　  （金・土は20:00まで）

［小佐女菊］ 
※10/1（月）–15（月）まで販売

［月下の宴］ 
※9/16（日）– 30（日）まで販売

ディナー限定

美術館のカフェでも京の甘味が楽しめます！

ランチ限定

ランチ限定

提供時間 11:00–21:00（L.O.20:30）

季節の生菓子とお抹茶のセット   1,242円～ 
※生菓子、お茶の種類によって料金が異なります。
※生菓子は数量限定

サントリー美術館にて開催される「京都・醍醐寺—真言密教の宇宙—」展を記念し、
レストランやカフェでは京都の旬の食材を使用した限定メニューや、チケット付き 
ランチコースをご用意。この機会にぜひ、京を感じる秋の味覚をご堪能ください。 
※展覧会の詳細はP.4をご覧ください。
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9/15（土）–10/8（月・祝）［土日祝のみ］ 11:00–17:00 ※荒天中止
［場 所］ ミッドタウン・ガーデン   ［座 席］ 60席程度 ※予約不可

行列のできる人気カフェも！
週替わりのキッチンカー

［場 所］ HIDA（ガレリア3F）
［料 金］ 4,000円 ※事前予約制 https://kitutuki.co.jp/

［場 所］ 芝生広場

［“アナろぐ”ワークショップ］

デザイナーの貝山伊文紀さんを講師に迎え、広葉
樹の枝を使ったスプーン作りを行います。世界に 
ひとつだけのマイスプーンを作ってみませんか。

ドイツの老舗鉛筆メーカー〈ファーバーカステル〉 
こだわりの色鉛筆やクレヨン、絵の具でぬりえを楽し
めます。子どもも大人も自由に参加できます。

自然栽培やオーガニックを目指した野菜やフルーツが並ぶマル
シェ。ピロール農法で育てられた旬の野菜をはじめ、過去のビオ
マルシェで売り切れ続出のグルテンフリーグラノーラなども登場 ！

秋空の下、ナイトヨガでリフレッシュ
秋の心地良い風を感じながら、広大な芝生広場でヨガを楽しむ
恒例の人気イベント。今年は、ビルの夜景や月を眺めながら行う
「ムーンヨガ」に加え、ヨガ人気とともに注目を集める“瞑想”を
取り入れた「サンセットメディテーション」が初登場 ！ 夕暮れの
時間帯に行うことでより瞑想を深め、自分の体や呼吸に意識を 

向けながら体を整えていくプログラムです。秋の夜空のもと、 
芝生の上で心と体をリフレッシュしてみませんか。

片野 瑛子
9/24（月・振休）

黒川 ナミタ
9/30（日）

来夏
10/3（水）

荻野 淳也
10/6（土）

アンジェラ・磨紀・バーノン

9/29（土）

大塚 みすず
10/2（火）

9/15土
16日
17月・祝
18火
19水
20木
21金
22土
23日・祝
24月・振休
25火
26水
27木
28金
29土
30日

10/1月
2火
3水
4木
5金
6土
7日
8月・祝

中秋の名月 

※講師スケジュール、雨天時の実施状況は、 
東京ミッドタウンオフィシャルサイトをご覧くだ 
さい。 ※受付開始は各回30分前から行います。 
※会場にはロッカー・更衣室の準備はございま
せん。 ※定員を超えた場合、入場をお断りする
場合がございます。 ※屋外イベントのため、必
要に応じて飲料をご持参ください。 ※講師は、
変更になる場合がございます。

9/15（土）、16（日）、22（土）、23（日・祝）
11:30–／15:00–（各2時間程度）

9/22（土）–24（月・振休）、
29（土）、30（日） 
11:00–19:00

今年のリラックスパークのテーマは「アナろぐ」。
昼間は屋外カフェや芝生の上でのんびり読書を楽しんだり、
夕暮れ時からは、ナイトヨガで心と体をリフレッシュ。

デジタルからちょっと離れて、くつろぎの秋を楽しんでみませんか。

［場 所］ 芝生広場   ［料 金］ 無料   ［定 員］ 各回約700名   
［参加方法］ 当日、芝生広場の受付にて、参加同意書にサイン

9/15（土）–10/8（月・祝）［うち17日間］ ※雨天中止
17:00–18:00 1回目 18:30–19:30／2回目 20:30–21:30ムーンヨガ サンセット

メディテーション

［ミッドパーク ブックカフェ］

9/22（土）–24（月・振休）※荒天中止
11:00–17:00 ※22（土）のみ16:30まで

京料理の名店からは、目にも贅沢な秋の会席コース。“本当の旬は秋”とされ
る鱧や、希少な大黒本しめじなど、京都ならではの食材を使用。見事な包丁
使いによる飾り切りなど、繊細なプロの技と心配りにうっとり。

旬の恵みが織りなす雅なコース　　
目と舌で味わう京の秋
宮川町 水簾／和食
ガーデンテラス3F／TEL. 03-5413-1881

温かい小倉あんソースの上に、抹茶生地、玄米フレーク、練乳アイスが層
になったデザート。あずきや抹茶などの和素材にホワイトチョコや生クリー
ムを合わせて、奥深い味わいに。温度や食感のコントラストが楽しめます。

宇治抹茶とホワイトチョコ
和と洋、冷と温を楽しむ新感覚デザート
Toshi Yoroizuka（トシ ヨロイヅカ）／スイーツ
プラザ1F／TEL. 03-5413-3650

豚肉の西京焼に山科とうがらしを添えたメイン、山科なすと秋刀魚のカルパッ
チョ、ほうじ茶のブランマンジェなど、京素材を使った、独創性溢れる新和食。山下
シェフのスペシャリテ“神戸牛の雲丹巻き”も堪能できる期間限定コースです。

京の素材をふんだんに使った
個性溢れる新和食の限定コース
HAL YAMASHITA 東京（ハル ヤマシタ トウキョウ）／新和食
ガーデンテラス1F／TEL. 03-5413-0086

7種のフレッシュ京野菜がたっぷり
ヘルシー＆ボリューム満点プレートランチ

Le Pain Quotidien（ル・パン・コティディアン）／ベーカリーレストラン
プラザ1F／TEL. 03-6804-5879

Vivre de BIO Marché 
in TOKYO  MI DTOWN
ヴィヴル・ド・ビオ マルシェ イン トウキョウミッドタウン

「森からの贈りもの
  ～木の枝でスプーンをつくろう～」

「ぬりえを楽しもう！」

美しい中秋の名月の
下で、月明かりを浴び
ながら楽しむ「お月見
ヨガ」を開催。ムーン
パワーで夏の疲れを 
リセット ！

［場 所］ ファーバーカステル（ガレリア3F）
［料 金］ 無料

十五夜には
お月見ヨガ

9/24（月・振休）

アナログ＋くつろぐ＝「　　　　」で
ゆったり過ごす秋の1日

三富今昔村 くぬぎの森カフェ

       9/15（土）— 17（月・祝）、 10/6（土）

オーガニックにこだわり、安心、安全な野菜
をつくる自社農園「石坂ファーム」の野菜を 
使用。素材本来の味を活かしたベジブロス
スープは、おすすめのひと品です。

THE ALLEY
ジ アレイ

10/7（日）、 8（月・祝）

行列必至の人気ティースタンド「ジ アレイ」が登
場！ こだわりの素材を使用し、モチモチの食感が
くせになると話題のタピオカドリンクなど、人気の
ティーが楽しめます。

ロイヤル NO.9 タピオカミルクティー 540円

ベジブロススープ 400円

くるペコ

9/22（土）—24（月・振休）、 29（土）、 30（日）

赤坂の人気レストランシェフの新作、フレンチ 
トーストのジャム添えや、ベリーを使ったフルー
ティーなスパークリングワイン、ノンアルコールカク 
テルなど、屋外でも楽しめるメニューをご用意！
フレンチトーストジャム添え 700円
アップルベリーサイダー 500円

ミッドタウン・ガーデンに、秋風を感じながら楽しめる屋外ブックカフェがオープン。ブルーグレーのカラーリングが 

お洒落な移動式本屋〈BOOK TRUCK〉が、“リラックス”や“アナろぐ”をテーマにした本をはじめ、新刊書、古書、 
洋書、リトルプレスなど約500冊を詰め込んで登場 ！ さらに週替わりで出店するキッチンカーは、話題のティー 

スタンド「ジ アレイ」や人気の「くるペコ」など、こだわりのメニューがラインナップ。緑の中、芝生の上で、読書を 

したり、おいしいフードを味わったり。上質な“アナろぐ”ピクニックをお楽しみください。

緑の中で読書の秋、食欲の秋を満喫！

ムーンヨガ
ムーン
ヨガ

サンセットメディテーション

サンセット 
メディテー 
ション

お洒落なトラックに
子どもから大人まで
楽しめる本が
ぎっしり！

秋の美食巡り

提供時間 11:00–21:00（L.O.20:00）

提供時間 11:00–15:00（L.O.14:00）

深雪山（みゆきやま）   1,350円 ※イートインのみ

醍醐寺展限定かろやか会席＋1ドリンク  6,200円 ※要予約
（ドリンクは京都の蔵の日本酒などがお選びいただけます）       

醍醐寺展特別ランチコース   5,500円

BUDDHA BOWL SALAD（ブッダボウル・サラダ）
FULL 1,800円（HALFは1,300円）

※お料理の内容は月替わりです。食材の収穫や仕入れの状況により、内容や品数が変わる 
可能性があります。詳しくは店舗にお問い合わせください。提供時間 11:00–15:00（L.O.14:30） ※月曜定休（祝日の場合翌日休み）

提供時間 17:00–24:00（L.O.22:00） ※日・祝17:00–23:00（L.O.22:00）

FABIO RUSCONI 20周年記念限定
モデル 34,560円～

ネックレス 62,640円
イヤリング 69,120円

京のお抹茶と和菓子で
秋の訪れを感じる

野菜や雑穀を主具材とする“ブッダボウル”は、米国西海岸発祥のヘル
シーフード。ケール、パパイヤ、キヌア、ワダ（インド豆のドーナツ）に、京野
菜の万願寺とうがらしを加えた、ニルヴァーナオリジナルのひと皿です。

［ミッドパーク ムーンヨガ ＆ サンセットメディテーション］

「京都・醍醐寺」展開催記念

京を感じる
NIRVANA New York（ニルヴァーナ ニューヨーク）／インド料理
ガーデンテラス1F／TEL. 03-5647-8305

究極の菜食丼
ブッダボウルに
万願寺とうがらしを添えて

9/19 水 −1 1/1 1  日

京野菜プレートランチ（スープは日替わり）   1,717円
提供時間 11:00–15:00

ランチ限定

豊かな風味が人気のタルティーヌに、自家製サルシッチャ、大黒本しめじや 
万願寺とうがらし、九条ネギなどをのせて。サラダには聖護院かぶ、ごぼ丹 
など、フレッシュな京野菜をたっぷり取り入れた賑やかなプレートランチです。

２週ごとに替わる季節の生菓子をいた
だける併設の〈虎屋菓寮〉。期間中は、
お月見にちなんだ「月下の宴」や色鮮
やかな柿を模した「木練柿」、栗を使っ
た生菓子など、旬を堪能できる甘味を
楽しめます。香り立つ京のお抹茶ととも
に秋の風情を感じてみては。

とらや／和菓子・雑貨
ガレリアB1／TEL. 03-5413-3541「京都・

醍醐寺」展
チケット付き

「京都・
醍醐寺」展
チケット付き

［木練柿］    ［初時雨］ 
 ※11/1（木）–15（木）まで販売

京都・醍醐寺—真言密教の宇宙—展 
限定メニュー
「柿あんと抹茶あんの白玉麩（お茶付）」  

1,026円

サントリー美術館のカフェでは、もちもちした白玉麩に素朴な甘さの 
“柿あん”と “抹茶あん”をのせた限定メニューをご用意。秋を感じる2色
のあんの食べ比べを、香ばしい加賀棒茶とともにお楽しみください。

サントリー美術館 shop × café（ショップ バイ カフェ）   
ガレリア3F／TEL. 03-3479-8600

提供時間 11:00–18:00
　　　　  （金・土は20:00まで）

［小佐女菊］ 
※10/1（月）–15（月）まで販売

［月下の宴］ 
※9/16（日）– 30（日）まで販売

ディナー限定

美術館のカフェでも京の甘味が楽しめます！

ランチ限定

ランチ限定

提供時間 11:00–21:00（L.O.20:30）

季節の生菓子とお抹茶のセット   1,242円～ 
※生菓子、お茶の種類によって料金が異なります。
※生菓子は数量限定

サントリー美術館にて開催される「京都・醍醐寺—真言密教の宇宙—」展を記念し、
レストランやカフェでは京都の旬の食材を使用した限定メニューや、チケット付き 
ランチコースをご用意。この機会にぜひ、京を感じる秋の味覚をご堪能ください。 
※展覧会の詳細はP.4をご覧ください。
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◯都営地下鉄大江戸線「六本木駅」 8番出口と直結
◯東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結
◯東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
◯東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分
◯都バス都01「六本木駅前」より徒歩約2分 ◯ちぃばす「六本木七丁目」・「檜町公園」下車徒歩約1分

京都・醍醐寺
−真言密教の宇宙−

若手写真家応援プロジェクト
【写真家たちの新しい物語】 高須 力 写真展

「夢を跳ぶ。寺島武志、
セパタクローに生きる」

入場料  無料
TEL  03-6743-3776

（日本デザイン振興会）
http://designhub.jp/

入場料  無料
TEL  03-6271-3350

http://fujifilmsquare.jp/

9月19日（水）～11月11日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）

※金・土、および9/23（日・祝）、
10/7（日）は20:00まで開館

休館日  火曜日（ただし11/6は開館） 
※shop×cafeは会期中無休

入館料  （当日）一般1,500円、大学・高校生1,000円、 
中学生以下無料 

TEL  03-3479-8600   
http://suntory.jp/SMA/

WEB割：ウェブサイト限定割引券提示で
100円割引／携帯割：携帯サイトの割引券
画面提示で100円割引／あとろ割：国立新
美術館、森美術館の企画展チケット提示で
100円割引 ※割引の併用はできません

9月28日（金）～10月11日（木）
10：00～19：00 （入館は18：50まで）

※最終日のみ16:00閉館

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS

Nov

11

AUDIO ARCHITECTURE：
音のアーキテクチャ展

休館日  火曜日
入場料  一般1,100円、大学生800円、高校生500円、
中学生以下無料

TEL  03-3475-2121　
http://www.2121designsight.jp/

※15名様以上は各料金から200円引 
※障害者手帳をお持ちの方と、その付き添いの方1名は無料

開催中～10月14日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 
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イベントやショップの案内、最新トピックスなど、
お客様に役立つ情報をお届けします。

http://www.tokyo-midtown.com/jp/mail/

オフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com

東京ミッドタウン

メールマガジン
登録募集 

お問い合わせ  東京ミッドタウン・コールセンター

03-3475-3100 （受付時間 ： 10：00-21：00）

ショップ・レストランの営業時間

※ 一部店舗により異なります。詳しくは東京ミッドタウン・コールセンターまでお問い合わせください。
※ 掲載している情報は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

11：00   21：00 11：00   24：00［ショップ］ ［レストラン］

Facebook

フジフイルム スクエア
（ミッドタウン・ウェスト1F）

東京ミッドタウン・デザインハブ
（ミッドタウン・タワー5F）

21_21 DESIGN SIGHT
（ミッドタウン・ガーデン）

サントリー美術館
（ガレリア3F）

真言密教の拠点として名高い醍醐寺。本展で
は、京都随一の名刹が所蔵する国宝・重要文化
財の仏像・仏画を中心に、普段は非公開の貴重
な史料や文献も併せて展示。豊臣秀吉が行っ
た「醍醐の花見」に関する品々など、華麗な近
世美術も鑑賞できる貴重な機会をお見逃しなく。

なにげなく聴いている音楽は、多彩な要素を
デザインしたアーキテクチャとも言えます。そこ
で、ひとつの楽曲と複数の映像作品を再生し、
「音楽による建築」の構築を試みます。音楽、
映像、空間が一体となった会場で、その構造を 
体感し、新鮮な視点を発見してください。

大学や専門学校で、学生たちはどのようにデザ
インを学んでいるのか？ さまざまな領域のデザ
インを学ぶ10校で実際に行われている課題
内容や学生作品を展示。日頃うかがい知ること
のない教育の現場や、各校ごとに異なるデザ
イン教育の過程、アプローチを紹介します。

東南アジア発祥のスポーツ、セパタクロー。人気
選手の寺島武志を中心に、アジアの頂点を目指
す日本代表チームの姿を追いかけたのが高須
力でした。数々のシーンを撮り下ろした作品群 
からは、アマチュアスポーツにかける若者たち
の熱い思いが伝わってきます。

©高須力

Oct

1
Sep

2
Oct

11

Sep

28ゼミ展
開催中～9月24日（月・振休）

11：00～19：00

Sep

19

重要文化財「如意輪観音坐像」
平安時代、醍醐寺蔵、画像提供：
奈良国立博物館、撮影：森村欣司

JAGDA学生グランプリ2018

高校生以上の学生を対象としたポスターデザインコンペティ 
ション。「手」をテーマに選出された受賞・入選作品144点を展示。

▶9月28日（金）～10月14日（日） 11:00～19:00
次回展

東京ミッドタウンカード新規会員募集中 !

東京ミッドタウンでのご利用金額100円（税抜）
ごとに1ポイント貯まります。入会金、年会費は
永年無料 ！ 駐車場平日1H無料 ！

VISA／JCB／アメリカン・エキスプレスからお選
びいただける、クレジット機能付きのポイントカー
ドです。入会金・年会費は永年無料 ！ 駐車場
土・日・祝も1H無料 ！

東京ミッドタウンカード

東京ミッドタウンカード《セゾン》

［お問い合わせ］ ［ご来店は］

card.tokyo-midtown.com

TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

※アメリカン・エキスプレスのみ年会費3,000円（税抜）が必要です。
※東京ミッドタウン日比谷では、東京ミッドタウンポイントの付与、利用はできません。

東京ミッドタウンで撮影した写真にハッシュタグ「#midtown_amb」をつけて 
Instagram に投稿していただくと、どなたでも東京ミッドタウンのアン
バサダーになることができます。あなたの好きな「場所」や「時間」、
「隠れスポット」 などを投稿して友だちや家族、恋人に東京ミッド 
タウンの魅力を伝えてください。

あなたも東京ミッドタウンのアンバサダーになってみませんか？

入館料   先着順入場券：無料／先着順ゴールド入場券：5,000円／セミナー 
チケット：3,000円 ※いずれも発券枚数定員に達し次第終了
https://beautyfestival.hearst.co.jp/

 10月13日（土） 13：30～
 東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス、アトリウム

ハースト ビューティ フェスティバル 2018

上質な美を発信し続けてきた、ハースト
婦人画報社の26メディアが一堂に会
する「美の祭典」。3年目となる今年は
「Diversity is Beautiful －私だけのキレイ
を求めて－」と題し、ビューティ関連の多
様なコンテンツを披露。自分磨きに励む
女性たちにとって必見のイベントです。

TOKYO MIDTOWN HALLOWEEN 2018
東京ミッドタウン ハロウィン 2018

 10月1日（月）～31日（水）

今年もハロウィンを盛り上げるかわいい
スイーツやフードが勢揃い！ 各ショップ
やレストランからは、定番のパンプキンを
はじめ、秋の食材にこだわった限定メ
ニューやギフトにおすすめのアイテムが
登場。東京ミッドタウンのハロウィンセレ
クションをお楽しみください。

※期間中は各店舗でさまざまなイベントも行われます。
　詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
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芝生広場、
ミッドタウン・ガーデン、
アトリウム、ガレリア、
東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス

ショップ&レストラン
ガレリア、ガーデンテラス、プラザ

サントリー美術館
ガレリア3F

21-21 DESIGN SIGHT
ミッドタウン・ガーデン

東京ミッドタウン・デザインハブ
ミッドタウン・タワー5F

FUJIFILM SQUARE
ミッドタウン・ウェスト1F
★の展示は最終日16:00まで

MIDTOWN RELAX PARK 2018   9月14日（金）−10月8日（月・祝） ※期間中は芝生広場開放

ミッドパーク ブックカフェ   9月15日（土）−10月8日（月・祝） ※土日祝のみ

THE ALLEY   10月7日（日）、8日（月・祝）
くるペコ   9月22日（土）−24日（月・振休）、29日（土）、30日（日）

三富今昔村 くぬぎの森カフェ   9月15日（土）−17日（月・祝）、10月6日（土）

ブックトラック   9月15日（土）−17日（月・祝）、22日（土）−24日（月・振休）、29日（土）、30日（日）、10月6日（土）−8日（月・祝）

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

ムーンヨガ   9月16日（日）−19日（水）、23日（日・祝）−26日（水）、30日（日）、10月2日（火）、3日（水）、7日（日）、8日（月・祝）

サンセットメディテーション   9月15日（土）、22日（土）、29日（土）、10月6日（土）

Vivre de BIO Marché in TOKYO MIDTOWN   9月22日（土）−24日（月・振休）
ハースト ビューティ 
フェスティバル2018   
10月13日（土）

ゼミ展   開催中−9月24日（月・振休） JAGDA学生グランプリ2018   9月28日（金）−10月14日（日）

大貫 亘写真展「川霧の里」★   
9月14日（金）−9月20日（木）

古屋行男写真展「中国雲南」 ★  
9月21日（金）−9月27日（木）

ハッセルブラッドフォトクラブ写真展★   
9月28日（金）−10月4日（木）

第40回内田良平と閑良屋会山岳写真展「遥かなる山」★

10月5日（金）−11日（木）
町田 満写真展 富士憧憬～永遠に美しく～★   

9月14日（金）−9月20日（木）

「言葉を超えた写真家 富山治夫 『現代語感』」   開催中−10月31日（水）

四季彩美「季節の色と水風景」★   
9月21日（金）−9月27日（木） 夢を跳ぶ。寺島武志、セパタクローに生きる★   9月28日（金）−10月11日（木）

「京都・醍醐寺」展開催記念 東京ミッドタウンで ぶらり京都めぐり   9月19日（水）−11月11日（日）

TOKYO MIDTOWN HALLOWEEN 2018   10月1日（月）−31日（水）

京都・醍醐寺 −真言密教の宇宙−   9月19日（水）−11月11日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

AUDIO ARCHITECTURE：音のアーキテクチャ展   開催中−10月14日（日）

WAKU WORK（ワクワーク）−津森千里の仕事展−   10月6日（土）-10月24日（水）PUSH / PLAY   9月27日（木）-10月1日（月）9月19日（水）−9月24日（月・振休）   
21_21 DESIGN SIGHTに関する資料や映像をご覧いただけます

森からの贈りもの ～木の枝でスプーンをつくろう～   9月15日（土）、16日（日）、22日（土）、23日（日・祝）

参加作家によるリレー・トーク
（大西景太、折笠 良、勅使河原一雅）   9月15日（土） LIVE AUDIO ARCHITECTURE × 8   9月25日（火）

ぬりえを楽しもう！   9月22日（土）−24日（月・振休）、29日（土）、30日（日）

東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

ガーデンテラスB1 
東京ミッドタウンカードカウンターへ
（受付時間11：00-21：00）

東京ミッドタウンカードカウンター
TEL：03-3408-0031
（受付時間11：00-21：00）
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