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東京ミッドタウン 施設情報 
この時期、東京ミッドタウンの各施設では、クリスマスを彩る商品や、 

感性を刺激する企画展など、多彩なイベントを開催します。 

■ Billboard Live TOKYO 

Billboard Live TOKYO X’mas 2008 The Stylistics スタイリスティクス公演 

結成 40年を迎えた今もなお、「誓い」「愛がすべて」など、70年代に放

った珠玉の大ヒット・ナンバーが世界中で愛され続けているコーラス・

グループ、スタイリスティクス。11月には 40周年記念アルバムもリリー

ス予定。スウィート＆メロウなソウル・クラシックスがビルボードライ

ブ東京を彩ります。サービスエリアはスペシャル・プレート＆グラス・

シャンパン付。お料理と共にロマンティックな夜をお楽しみください。 

 開催期間： 2007年 12月 22日（月）～27日（土） 

 開催時間： 12月 22日（月）、24日（水）～26日（金）  

    1stステージ 開場 17：30、開演 18：30 ／ 2ndステージ 開場 20：30、開演 21：30 

  12月 23日（火）、27日（土） 

    1stステージ 開場 17：00、開演 18：00 ／ 2ndステージ 開場 20：00、開演 21：00 

 価  格： サービスエリア：14,500円（スペシャル・プレート／グラス・シャンパン付） 

  カジュアルエリア：7,500円（1ドリンク付） 

 お問い合わせ： 03-3405-1133 

 

■ ザ・リッツ・カールトン東京 

ザ・リッツ・カールトン東京では、ホリデーシーズンをご家族やご友人と和やかにそして華やかにお過ご

しいただくよう特別メニューなど様々なおもてなしをご用意いたします。 

クリスマス アフタヌーンティー 

 期  間： 12月 1日（月）～25日（木） 12：00～17：00 

 場  所： ラウンジ『ザ・ロビーラウンジ』 

 料  金： 「ヘブンリー ティータイム」6,500円 

  「ザ・リッツ・カールトン アフタヌーンティー」9,500円 ※税金込み、サービス料別 

「ホリデー デザート ブッフェ」 

 期  間： 12月 1日（月）～31日（水）の月曜～土曜（祝日を除く）14：30～16：30 

 場  所： レストラン『フォーティーファイブ』 

 料  金： 5,000円 ※税金込み、サービス料別 

「クリスマス スペシャルメニュー」 

 期  間： 12月 20日（土）～25日（木） 

 時  間： ランチ 11：30～14：30 ／ ディナー 17：30～22：00 

 場  所： レストラン『フォーティーファイブ』 

 料  金： ランチ 8,000円、10,000円、14,000円 ／ ディナー 25,000円、30,000円 

  ※税金込み、サービス料別 

 お問い合わせ： レストラン予約 0120-798-688、宿泊予約 0120-892-688 

 

 



 

■ サントリー美術館 

「japan 蒔絵(まきえ) ―宮殿を飾る 東洋の燦(きら)めき」展 

日本の漆工芸は世界的に名高く、漆器が“japan”と呼ばれたことが、その浸

透ぶりを象徴しています。 

本展では、フランスのヴェルサイユ宮殿美術館などが所蔵するアントワネッ

トのコレクションをはじめ、イギリスのヴィクトリア＆アルバート美術館やス

ウェーデン王室など、ヨーロッパ各地に残された貴重なコレクションに、国内

で所蔵されている国宝、重要文化財を含む名品の数々を加えた約 240 件の優品

を一堂に集めて展示します。日本で生まれ、西洋人を魅了した繊細で華麗な

黄金の美、蒔絵の歴史をグローバルな視点から見つめる初めての大規模な展

覧会です。 

※本展は、国立博物館との初の共同企画として、京都国立博物館（10月 18

日～12月 7日）および当館で開催する展覧会です 

 

 開催期間： 12月 23日（火・祝）～1月 26日（月） 

※元日および毎週火曜日は休館（ただし 12月 23日は開館） 

 開催時間： 日・月・祝日 10：00～18：00 ／ 水～土 10：00～20：00 

※2008年 12月 31日（水）は年末のため 18：00まで 

※2008年 12月 23日（火・祝）と 2009年 1月 11日（日）は 20：00まで 

※いずれも最終入館は閉館 30分前まで 

 入 館 料： 一般 1,300円、大・高校生 1,000円、中学生以下無料 

 お問い合わせ： 03-3479-8600 

 

■ FUJIFILM SQUARE 

『日本を紹介した「横浜写真」アルバム』の写真展 

アメリカのペリー艦隊が浦賀に来航した以後、徳川幕府の鎖国政策

が解かれ、多くの外国人が日本に来訪しました。幕末から明治時代の

初期にかけて、外国の写真家により日本各地の風景や風俗が多数撮影

され、日本での見聞を収めた写真を「横浜写真」と呼び、帰国時の土

産用として販売されていました。アルバムは蒔絵を表紙にした豪華な

装丁の写真帖で、四つ切判の写真が台紙張りされています。写真の多

くは鶏卵紙写真プリントで、絵師による彩色が薄く加えられています。 

今回、この「横浜写真」アルバムの中から、約 40点を展示するとと

もに、日本に写真術が導入された歴史と、当時の古写真も同時に紹介

します。 

 開催日時： 2008年 10月 1日（水）～2009年 3月末日（予定）11:00～20:00 無休（年末年始除く） 

 場  所： FUJIFILM SQUARE（フジフイルム スクエア） 2階 FUJIFILM PHOTO MUSEUM 

 入  場： 無料 

 お問い合わせ： 03-6271-3350 (受付時間 11:00～20:00) 

 

「楼閣山水蒔絵コモド」 

蒔絵：江戸時代 17世紀末～18世紀初 

コモド：1750年頃 

ヴィクトリア&アルバート美術館蔵 

©V&A Images/ Victoria and Albert 

Museum, London 



 

■ 21_21 DESIGN SIGHT 

第4回企画展 吉岡徳仁ディレクション『セカンド・ネイチャー』 

記憶から生み出される第 2の自然、デザインの未来を考える。 

人の想像をはるかに超え、不思議な強さを秘める自然そのものに目を向けな

がら、デザインの未来を考える展覧会です。本展ディレクター 吉岡徳仁の最新

作『ヴィーナス―結晶の椅子』（写真）を始めとした国内外 8組のクリエイター

による実験的な作品、さらには空間全体を包む雲のようなインスタレーション

により、新たな第 2の自然「セカンド・ネイチャー」の世界をつくりだします。 

 

 開催日時： 2008年 10月 17日（金）〜 2009年 1月 18日（日） 

  11:00〜20:00（入場は 19:30まで） 

 休 館 日： 火曜日（12月 23日、1月 6日は開館）、12月 27日(土)～2009年 1月 2日(金) 

 場  所： 21_21 DESIGN SIGHT  

 入  場： 一般 1,000円、大学生 800円、中高生 500円、小学生以下無料 

 出展作家： 安部典子、東 誠、カンパナ・ブラザーズ、片桐飛鳥、ロス・ラブグローブ、 

  森山開次×串田壮史、中川幸夫、吉岡徳仁 

 備  考： 会期中には、公開制作や子供向けワークショップ等、様々なイベントを開催します。 

 お問い合わせ： 03-3475-2121 

 

■ Tokyo Midtown Design Hub 

東京ミッドタウン・デザインハブ第14回企画展 「GIFT〜未来へ託すデザインリボン」 

（社）日本グラフィックデザイナー協会／JAGDA では、クリスマス、お正月、バレンタインデーといった

GIFTシーズンにあわせ、「GIFT ～未来へ託すデザインリボン」展を開催します。展示作品は、会員デザイナ

ーがデザインしたオリジナルのリボン。愛するパートナーや子どもたちへ、美しい日本や地球へ。一人一人

の想いを込めたリボンを、未来へ託す気持ちでデザインします。 

 開催期間： 2008年 12月 12日（金）〜2009年 2月 1日（日） ※年末年始休／入場無料 

 場  所： 東京ミッドタウン・デザインハブ（ミッドタウン・タワー5F） 

 内  容： 展示 1／JAGDA会員より公募したリボン（170点） 

  展示 2／JAGDA選抜会員によるリボン＋GIFT（30点） 

 主  催： 東京ミッドタウン・デザインハブ 

 企画・運営：社団法人日本グラフィックデザイナー協会／JAGDA 

 備  考： 全展示作品を販売いたします。 

  全展示作品を収録したカタログを販売いたします。（作品実物を添付） 

 お問い合わせ：JAGDA事務局 03-5770-7509 

 



 

■ Tokyo Midtown Medical Center 内 アドバンスト サプリ TM 

フェイスマスク（5枚入り）×サプリメント（約30日分）セット（18,900円/税込) 

アイマスク（8枚入り）×サプリメント（約30日分）セット（16,800円/税込)  

大切な人には、いつまでも美しく、健康でいて欲しいから･･･。東京

ミッドタウンメディカルセンター医師が監修した化粧品×サプリメン

トのクリスマス限定セット。 

ヒアルロン酸の約 10 倍の保水力で世界特許を得たバイオポリマー

「γ-PGA」配合、24 金をちりばめたうるおいマスク「Mask D’or（マ

スクドォール）」と、米国医療機関でも使用されている、お肌のたるみ・

くすみに特化したサプリメントをセット。 

 期  間： 11月 13日（木）～12月 25日（木） 

 お問い合わせ： 03-5413-7913 （平日 10:00～19:30）  

 

 

 


