
EVENT GUIDE

観覧無料

須藤玲子＋アドリアン・ガルデール 《こいのぼり》　2014年　フランス国立ギメ東洋美術館展示風景

国立新美術館 企画展示室2E

4/20（金）-5/27（日）
11:00-20:00 4/20（金）-5/27（日）

Minis 
￥1,447

チャウダーズセット＆
ドリンク
￥1,300

女性やキッズに嬉しい
小ぶりなバーガーは
ピクニックメニューにぴったり

試して選べるスープ2種類と
パンまたはライス付き！
ドリンクもセットで大満足

パレタス
フルーツアフォガート  
￥1,000
春のフルーツをのせた
オリジナルアフォガートアイスは
とってもフォトジェニック

酒かすアイス最中＆
ジンジャースカッシュ 
￥972
パリッと香ばしいもち米最中で
酒かすアイスをサンド！
ジンジャースカッシュも爽快

パレタス
PALETAS

ガレリアB1
03-6447-4445

サケショップ フクミツヤ
SAKE SHOP 福光屋

ガレリアB1
03-6804-5341

チャウダーズ スープ アンド デリ
Chowder's SOUP & DELI

ガレリアB1
03-5413-0090

ザ・カウンター ロッポンギ
THE COUNTER 六本木

ガーデンテラスB1
03-5413-6171

期間
限定

期間
限定

周
辺
施
設
の
ご
案
内

4/11 WED - 5/28 MON ※火曜日休館（5/1は開館）

こいのぼりなう！ 
須藤玲子×アドリアン・ガルデール×齋藤精一によるインスタレーション

www.tokyo-midtown.com/jp/ambassador

東京ミッドタウンのアンバサダーになりませんか？
インスタグラムに東京ミッドタウンで撮った素敵な写真を
投稿してください。写真がパンフレットを飾るかも！？

○価格はすべて税込です。 ○掲載内容・価格は変更になる場合があります。 詳しくは各店舗までお問い合わせください。
▶その他のメニューや詳細は、オフィシャルサイトへ

 インフォメーション Information

ショップ・レストランの営業時間 Opening hours of shops and restaurants

※一部店舗により異なります。詳しくはフロアガイドをご確認ください。 
*Some shops keep different hours. Please check the floor guide for full details.  

11:00 – 21:00Shops 11:00 – 24:00Restaurants

〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-7-1 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 ］

初夏のピクニックがもっと楽しくなるライトミールもそろっています。

期間限定メニューも登場！

TAKEOUT MENU



イベントエリアマップ & アートマップ
EVENT AREA MAP & ART MAP
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Picnic Sheet 
Exhibition

ストリートミュージアム［プラザB1］

ピクニック シート 
エキシビション

Street Museum

4

5

ミッドパーク ヨガ

ALOHA GARDEN Produced by HML

Midpark Yoga

アロハ ガーデン 
プロデュースド バイ エイチエムエル

東京ミッドタウンのARTWORKS

▶ 詳しくは中面へ

1
ミッドパーク ギャラリー
～こいのぼりコレクション～

アートこいのぼり

こいのぼりくぐり

アートこいのぼりをつくろう

Midpark Gallery 
~Koinobori Collection~
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21_21 DESIGN SIGHT
［ ミッドタウン・ガーデン内 ］

サントリー美術館
［ ガレリア 3F ］

FUJIFILM SQUARE
［ 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 ］

「意心帰（いしんき）」 「ブルーム」 1 4

「妙夢（みょうむ）」 「ファナティックス」2 5

「鎮守の森」 「フラグメントNo.5」3 6

※プラザB1

同 時 開 催
A refreshing breeze blows, and the early summer sun shines down.

While enjoying art amid the verdant greenery,
why not having a picnic beneath the blue sky?

Koinobori carp streamers flying between the trees
and brightly colored picnic sheets await your arrival.

爽やかな風が吹き抜け、初夏の太陽がまぶしい季節。

新緑の中でアートを楽しみながら

青空のもと、ピクニックをしませんか？

木々の間を泳ぐこいのぼりたち、

色とりどりのピクニックシートが皆さまをお待ちしています。

六本木アートナイト
2018
ROPPONGI ART NIGHT 2018

http://www.roppongiartnight.com5/26 5/27-SAT SUN

東京を代表するアートの響宴「六本木アートナイト」。
今年は5月最後の週末に、東京ミッドタウンや
国立新美術館ほか六本木各所で開催されます。
一夜限りのイベントをお見逃しなく。

同時開催



ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

11:00 - 21:00

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

5/3 5/6-
THU SUN

11:00 - 17:00

［ 料金 ］ 無料　　
［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　

直径約2.5mの大きな口を開けた、巨大なこいのぼりが登場しま
す。色鮮やかな友禅染めも見どころです。普段は見上げるこい
のぼりの中を、くぐってみませんか？

こいのぼりくぐり
Crawling Through a Koinobori
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六本木
アートナイト

2018

雨天・荒天中止

Our vivid Yuzen process printed silk Koinobori returns again this year, 
weighing in at 25m in length and with a diameter of 2.5m. Normally you see 
Koinobori flying up in the sky, but now you're going to crawl through it! 

※整理券配布　※雨天時はガレリア3Fで開催

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

5/4 5/5-
FRI SAT

11:00 - 17:00 （各日4回）

［ 料金 ］ 大サイズ 1,000円 / 小サイズ 700円
［ 対象年齢 ］ 3歳以上　　
［ 定員 ］ 各回18名　　［ 体験時間 ］ 約70分
［ 整理券配布時間 ］ 10：00〜先着順　　
［ 主催 ］ 東京ミッドタウン

グラフィックデザイナー監修のもと、真っ白なこ
いのぼりをキャンバスに、絵や模様を描くワーク
ショップを初開催します。世界でひとつだけのアー
トこいのぼりをつくりましょう。
We will be holding a workshop during which you can create 
your own unique Art Koinobori. Presented with a pure white 
carp, it will be down to you and your brain to freely cover it in 
pictures or patterns. The whole thing will be overseen by Norio 
Fujishiro, a graphic designer active both in Japan and overseas.

アートこいのぼりをつくろう 
Draw Your Own Art Koinobori

「コペンハーゲン桜まつり」で開催された
ワークショップの様子。
奥にはアートこいのぼりの姿も！

11:00 -
12:30 -
14:00 -
15:30 -

実施時間

○価格はすべて税込です。

※天候により中止となる場合がございます。

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

4/20 5/6-
FRI SUN

11:00 - 21:00

［ 料金 ］ 無料　　
［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　
［ 協力 ］ 株式会社徳永こいのぼり
　　　　在日キルギス共和国大使館
　　　　在東京ブラジル総領事館
　　　　日本グラフィックデザイナー協会
　　　　ボリビア多民族国大使館
　　　　港区
　　　　武蔵野美術大学  ほか

約80体の「アートこいのぼり」が新緑の中を泳ぎます。端午の節
句に込められた“子供の成長を願う”をテーマに、アートディレク
ターの浅葉克己氏や佐藤可士和氏をはじめ、国内外のクリエイ
ターがデザインした、カラフルなこいのぼりをお楽しみください。
Around 80 artists and designers from across Japan and overseas, including 
art directors Katsumi Asaba and Kashiwa Sato, design the original Koinobori 
carp streamers under the theme of "Wishing a healthy growth of the 
children". Enjoy the incredible 80 Koinoboris as they flutter in the fresh 
breeze, right in the heart of Tokyo.

1 ミッドパーク ギャラリー
～こいのぼりコレクション～

アートこいのぼり 
Art Koinobori

Midpark Gallery ~Koinobori Collection~

ALOHA GARDEN Produced by HML5

ミッドパーク ヨガ4

ストリートミュージアム3

Picnic Sheet Exhibition2

ミッドパーク ギャラリー
～こいのぼりコレクション～

アートこいのぼり

こいのぼりくぐり

アートこいのぼりをつくろう
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イベント
スケジュール

#midtown_amb　#こいのぼりフォトコンテスト開催中 ▶詳しくは、オフィシャルサイトへ

同時開催



4 ミッドパーク ヨガ
Midpark Yoga

ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
Midtown Garden, Grass Square

8:30 - 9:30 / 10:30 - 11:30朝ヨガ

夜ヨガ 18:30 - 19:30 / 20:30 - 21:30

※雨天時の実施状況は、オフィシャルサイトにてご案内いたします。

4/21 5/23-
SAT WED

（内14日間）

雨天・荒天中止

週末は太陽のパワーを感じながら目覚
めの“朝ヨガ”を、平日は東京タワーや
高層ビルの明かりを眺めながら心地よ
い“夜ヨガ”を堪能できる人気企画で
す。都会のまん中、広い空の下の開放
的なヨガ体験をぜひご一緒に。
On the weekends we will hold morning yoga, 
giving you a chance to absorb the power of 
the sun, while on weekdays our night yoga will 
let you to experience deep relaxation while 
bathed in the lights of surrounding skyscrapers 
and Tokyo Tower. Enjoy a liberating yoga 
experience, surrounded by greenery and yet 
still in the heart of the metropolis.

［ 料金 ］ 無料　　
［ 定員 ］ 各回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

［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　
［ 協力 ］ グランサイズ

▶詳しくは、オフィシャルサイトへ

SCHEDULE

朝ヨガ

夜ヨガ

佐藤おりえ

4/21 SAT

野沢和香

5/12 SAT

山口つぐみ

5/19 SAT

田島絵里香

4/22 SUN

杉本欣加

5/13 SUN

黒川ナミタ

5/20 SUN

Padmini
（濱 奈津代）

4/24 TUE

吉川明子

5/15 TUE

来夏

5/22 TUE

赤沼由桂

4/25 WED

齋藤りょう子

5/16 WED

谷戸康洋

5/23 WED

梅原かなえ

5/8 TUE

中野亜有子

5/9 WED

注意事項

＊受付は各回30 分前から開始します。  ＊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、変更になる可能性がございますので、何卒ご了承ください。

8:30 - / 10:30 -

18:30 - / 20:30 -

2
※天候により中止となる場合がございます。

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

5/7 5/27-
MON SUN

11:00 - 21:00

［ 料金 ］ 無料　　
［ 主催 ］ 公益社団法人日本グラフィック
　　　　デザイナー協会茨城地区　　

［ 協力 ］ 東京ミッドタウン　　

3

Picnic Sheet Exhibition
ピクニック シート エキシビション

［ 料金 ］ 無料　　［ 主催 ］ 東京ミッドタウン　　

Tokyo Midtown Award 2017 Art Competition winners will exhibit their latest 
works. During the second half of the exhibition, you can enjoy a new story 
through the change of the composition of the artworks. 

We will also be holding a Picnic Sheet 
Exhibition, featuring around 30 original picnic 
sheets from designers belonging to JAGDA 
(Japan Graphic Designers Association). This 
is the perfect event to enjoy the clement 
weather outdoors, during which you can 
actually sit or lay down on the colorfully 
designed picnic sheets.

展示作品

「Urban Shade」  
遠藤有奈

「空を支える
 二本の柱」  
大野光一

「息吹きの園」
松本千里

「手と霞」
七搦綾乃

「都市を解剖して
 忘却を得る」
金子未弥

「景色と大きさ」
山根英治

Works

「Tokyo Midtown Award」2017年度アートコンペ受賞作家6名
が新作を発表します。春から展示している作品の構成を進化さ
せた、新しいストーリーをお楽しみください。

JAGDA（日本グラフィックデザイナー協
会）所属のデザイナーが手がける、約
30枚のオリジナルピクニックシートが
並びます。お気に入りの1枚を見つけ
て、腰をおろしてアートなピクニック
を満喫してください。

ストリートミュージアム
Street Museum

プラザB1 メトロアベニュー 
Plaza B1F, Metro Avenue

開催中 5/27-
SUN

6:30 - 24:30（プラザB1開館時間）

六本木アートナイト2018では作家が
ワークショップや公開制作で参加します。

Check



東京ミッドタウンの

ARTWORKS

さまざまな展覧会も開催中 ！

東京ミッドタウンには、
世界的に有名な彫刻家の安田侃（やすだかん）氏やフロリアン・クラール氏の作品など、

国境やジャンルを超えたアートが点在しています。
新緑の中を歩きながら、アート散策をお楽しみください。

Tokyo Midtown is also home to a variety of artwork that crosses national boundaries and genres, 
and includes pieces from world-renowned sculptor Kan Yasuda and Florian Claar. 

Take a stroll through the verdant greenery, and enjoy some art as you go!

「妙夢（みょうむ）」  
安田 侃
プラザ 1F

「鎮守の森」  
堀木 エリ子

ガレリア

「意心帰（いしんき）」  
安田 侃
プラザ B1

「ブルーム」  
シラゼー・ハウシャリー＆ピップ・ホーン

ガーデン入口付近

「フラグメントNo.5」  
フロリアン・クラール

芝生広場

2MAP

「ファナティックス」  
トニー・クラッグ

芝生広場

5MAP

1MAP

4MAP 6MAP

3MAP

21_21 DESIGN SIGHT

写真都市展 
－ウィリアム・クラインと
22世紀を生きる写真家たち－

2/23 FRI - 6/10 SUN 10:00 - 19:00

※火曜日休館（5/1は開館）
※入館は閉館30分前まで
※六本木アートナイト特別開館：
　5/26（土） 10：00-23：30

FUJIFILM SQUARE

【写真家たちの新しい物語】
吉永陽一写真展

「いきづかい－いつもの鉄路」

4/27 FRI - 5/10 THU 10:00 - 19:00

※会期中無休　
※入館は閉館10分前まで
※最終日は16：00まで

©吉永陽一

サントリー美術館

ガレも愛した－清朝皇帝のガラス

4/25 WED - 7/1 SUN 10:00 - 18:00

※火曜日休館（5/1、6/26は開館）
※入館は閉館30分前まで
※金・土および4/29（日）、5/2（水）、
　5/3（木）は20：00まで開館
※六本木アートナイト特別開館：
　5/26（土） 10：00-24：00

オープンエアの緑の中、まるでハワイにいるような時間を過ご
せるカフェが登場。オーガニックコナコーヒーやハワイのローカ
ルフードも勢ぞろい。ハワイアンミュージックと海を感じるおも
てなしで、旅先気分をお届けします。
You feel like you are in Hawaii. It is outdoor wellness type pop up cafe 
that you can experience of true Hawaii style. Once you step into the cafe 
area, you can hear sound of ocean, feel the wind from Hawaii. You can feel 
unforgettable real Hawaii for sure.

5 ALOHA GARDEN 
Produced by HML
アロハ ガーデン プロデュースド バイ エイチエムエル

メニュー Menu

11:00 - 22:00 (L.O. 21:30)

※最終日は18:00まで (L.O. 17:30)

［ 席数 ］ 80席程度　　
［ 主催 ］ 株式会社ヤスダインターナショナル

4/20 5/27-
FRI SUN ミッドタウン・ガーデン Midtown Garden

17:00 - 22:00 (L.O. 21:30)

平日 Weekday 土・日・祝 Weekend & Holiday

雨天・荒天中止

▶その他のメニューや詳細は、オフィシャルサイトをご覧ください。 ○価格はすべて税込です。 ○メニューは変更になる場合があります。

DRINKS オーガニック コナ ブリュワー コーヒー  ￥550
ハワイアン プランテーション アイスティー  ￥600

オレンジチキンプレート  ￥1,200
HML オリジナルホットドック（プレーン） ￥680
マラサダ（プレーン / シナモン） 各￥220
アロハ カレープレート ￥1,000

“ハワイの音楽とライフスタイルを
楽しめる”期間限定のオープンカ
フェ「ALOHA GARDEN」がHML

（ハワイミュージック&ライフ）に先
駆けてオープンします。

▶その他のメニューや詳細は、オフィシャルサイトへ ○価格はすべて税込です。 ○メニューは変更になる場合があります。

FOODS

同 時 開 催


