
www.tokyo-midtown.com/jp/ambassador

東京ミッドタウンのアンバサダーに
なってみませんか？

六本木アートナイト2019
ROPPONGI ART NIGHT 2019

www.roppongiartnight.com

六本木の街全体を美術館に見立て
夜を徹してアートを楽しむ一夜限りのイベント。
東京を代表するアートの祭典です。

5/25 SAT - 5/26 SUN

PICNIC FOOD ピクニック
フード

ピクニックにぴったりのフードやスイーツをお供に
芝生の上で美味しい時間を！

新緑を楽しむ

パティスリー・サダハル・アオキ・パリ
pâtisserie Sadaharu AOKI paris
ガレリアB1 / 03-5413-7112

グラス マッチャ
¥450 （税込）

レシピ アンド マーケット
RECIPE & MARKET
ガレリアB1 / 03-6438-9598

究極のふわふわ濃厚たまごサンド
¥360 （税込）

フォーナム
PHO NAM
ガレリアB1 / 03-5413-3224

バインミー
¥550 （税込）
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○掲載内容・価格は変更になる場合があります。 
　詳しくは各ショップまでお問い合わせください。

 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

アクセス Access

◦都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結
◦東京メトロ日比谷線 「六本木駅」より地下通路にて直結
　途中、段差があるため車椅子・ベビーカーをご利用のお客さまは
　日比谷線「六本木駅」で地上部に出てお越しください。
◦東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分

〒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 ］

Enjoy
  Midtown Garden!

EVENT GUIDE
イベントガイド
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5月 May

六本木アートナイト
2019

A gentle breeze blows through the town,
vibrant hues of greenery add to the colors, the sky is crystal clear blue. 
Colorful picnic sheets or cafe in the woods, perfect for a leisure time. 

The koinobori carp streamers that you can crawl through. 
Enjoy a precious moment right in the heart of the city.

街には爽やかな風が吹きぬけ

緑は色を増し、空は青く澄み渡っています。

のんびり過ごせる森の中のカフェやカラフルなピクニックシート。

中をくぐって楽しめる、こいのぼり。

都会のまん中で、上質なひとときをお過ごしください。

EVENT 
SCHEDULE
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スケジュール

ミッドパーク ギャラリー
～こいのぼりコレクション～01

HML FESTIVAL 201902

ミッドパーク ヨガ04

親子で学ぶグリーン＆バードツアー06

goop TOKYO Limited Pop-Up03

Picnic Sheet Exhibition05

アートシネマ07
Flower Art For �e New Beginning
ストリートミュージアム 3/15‒

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

A

B

新 緑 を

4月  April



ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

11:00 - 17:005/3 5/6-
FRI MON

［料金］ 無料　［主催・企画］ 東京ミッドタウン　　
［協力］ 株式会社徳永こいのぼり、 駐日ウクライナ大使館、 駐日

エクアドル共和国大使館、 駐日キルギス共和国大使館、 
駐日ニカラグア共和国大使館、 駐日パナマ共和国大使
館、 駐日ボリビア多民族国大使館、 公益社団法人日本グ
ラフィックデザイナー協会、 武蔵野美術大学、 港区、 Art 
and Art History Department, University of Hawaiʻi at 
Mānoaほか

［料金］ 無料　［主催・企画］ 東京ミッドタウン　

国内外のさまざまなアーティストやデザイ
ナーが“子どもの成長を願う”をテーマに、
こいのぼりをデザイン。個性あふれる約
100体のオリジナルこいのぼりが、そよ風
にのって泳ぎます。今年も各国大使館の
ほか、ハワイ在住のクリエイターによる作
品も初登場。お気に入りのこいのぼりを
見つけてください。

見上げて楽しむだけでなく、こいのぼりの中をくぐってみま
せんか？ 全長約25m直径2.5m、色鮮やかな友禅染めのこ
いのぼりが大きな口を開けてお待ちしています。

Artists and designers from inside and outside Japan 
design the original Koinobori carp streamers under 
the theme of “Wishing for the healthy growth of 
children.” Around 100 of these original and unique 
designs will float gracefully on the pleasant breeze. 
Works by creators located in Hawaii are also 
featured for the first time this year, in addition to 
ones from embassies of various nations. Try and 
find your favorite koinobori carp streamer from 
among these many wonderful designs. 

アートこいのぼり 
Art Koinobori

こいのぼりくぐり
Crawling Through a Koinobori

雨天・荒天中止

Now you can do more than just look up at koinobori, you can actually 
crawl right through one! Our vivid Yuzen process printed Koinobori, 
at 25m in length and with a diameter of 2.5m, is waiting for you with 
mouth wide open! 

ミッドパーク ギャラリー ～こいのぼりコレクション～
Midpark Gallery ~Koinobori Collection~

* Cancelled in the event of rain or bad weather.

荒天中止 * Cancelled in the event of bad weather.
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4/19 5/6-
FRI MON

11:00 - 17:00
ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

11:00 - 17:00 （各日4回）

4/27 5/6-
SAT MON

開催時間はプログラムごとに異なります。特設サイトをご覧ください。

5/3 5/5-
FRI SUN

［主催］ HML FESTIVAL 実行委員会　
［お問い合わせ］ HML専用ダイヤル / 
　　　　　　     03-4405-3321（平日 10:00-19:00）

何も描かれていない真っ白なこいのぼりに、絵や模様を描いて
自分だけのアートこいのぼりを作るワークショップです。国内
外で活躍するグラフィックデザイナー藤代範雄氏が監修します。

芝生広場や館内ホールなどを舞台に、ハワイ
の音楽とライフスタイルを体験できるフェス
ティバルが繰り広げられます。ライブ、フラ、
ファッション、アートなどハワイカルチャーの
最前線を満喫しながら、極上の休日を！
Festivals where you can experience Hawaiian music 
and lifestyle are set up on the stage of the Grass Square 
and the hall in the Tokyo Midtown. Make the most of 
your holiday while enjoying live, hula, fashion, art and 
other leading Hawaiian culture! 

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

We will be holding a workshop during which you can create your own 
unique Art Koinobori, working from a completely blank koinobori carp. 
The whole thing will be overseen by Norio Fujishiro, a graphic designer 
active both in Japan and overseas. 

❶11:00 -
❷12:30 -
❸14:00 -
❹15:30 -

実施時間

［料金］ 大サイズ 1,000円 / 小サイズ 700円
［定員］ 各回20名 ※対象年齢3歳以上

［参加方法］ 特設サイトより要予約
［主催・企画］ 東京ミッドタウン　
［協力］ ぺんてる

○価格はすべて税込です。

ミッドパーク ギャラリー ～こいのぼりコレクション～

HAWAII MUSIC & LIFE

HML FESTIVAL 2019
エイチエムエル フェスティバル 2019
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※雨天時はガレリア3Fで開催  
* In the event of rain, the workshop will be held on the Galleria 3F.

ハワイ最高峰の音楽の祭典「ナ・ホク・ハ
ノハノ・アワード」のオープニングイベント
などハワイエンタテインメントが集結。

ハワイのアーティスト・コミュニティ「ART
＋FLEA」が選び抜いた、ファッション、
アート、雑貨、音楽などが上陸。

MUSIC & HULA ART & SHOPPING

ロコ（地元の人たち）からもツーリストか
らも愛される、ハワイ人気No.1のプレー
トランチ店が六本木に初登場。

FOOD

体験時間
各回
約70分

要予約

※イメージ

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

ミッドタウン・ホールA、 アトリウム、コートヤード、芝生広場
Midtown Hall A, Atrium, Courtyard, Grass Square



11:00 - 22:00 （L.O. 21:30）4/19 5/26-
FRI SUN

11:00 - 20:00 （L.O. 19:30）

平日 Weekday 土・日・祝 Weekend & Holiday

グウィネス・パルトロウのライフスタイルブ
ランド「goop」が日本初の期間限定カフェ・
ショップをオープン。goop発祥の地カリフォ
ルニアをイメージしたエレガントな世界感
を演出。goopがキュレートするヘルシーメ
ニューを八芳園とのコラボで提供します。
goop TOKYOでは安心でクリーンなビュー
ティー商品やファッションアイテムなどを揃
えて、goop流の女性らしさや前向きな姿勢
を表現します。
goop, the modern lifestyle brand founded by 
Gwyneth Paltrow, is opening its first shoppable 
experience in Japan. With an elegant aesthetic 
inspired by goop’s California heritage, the limited 
edition shop will include an adjoining café 
featuring health-driven fare, curated by goop and 
produced in collaboration with Happo-en. goop 
Japan will be stocked with a luxurious assortment 
of clean beauty, athletic wear and fashion products, 
all embodying the feminine, forward-thinking 
mindset goop is celebrated for.

［席数］ 80席程度　
［主催］ goop TOKYO
［お問い合わせ］ goop@onesmethod.com

goop TOKYO Limited Pop-Up
グープ トウキョウ リミテッド ポップアップ03

* Cancelled in the event of rain or bad weather.雨天・荒天中止

※イメージ

ミッドタウン・ガーデン Midtown Garden

メニュー Menu

カフェではサラダ、サンドイッチ、スイーツなどの
メニューを提供予定です。

Cafe fare will include salads, sandwiches, sweets and more.

9:45 - 11:00朝ヨガ 夜ヨガ 19:30 - 20:30

※雨天・荒天時の実施状況は、特設サイトにてご案内いたします。
* In regard to cancellation due to rain or bad weather etc., the status of holding the event will be notified on the special website. 

4/20 5/22-
SAT WED

（内14日間）

新緑に囲まれ太陽のパワーを感じながらの朝ヨガ、東京
タワーや高層ビルの灯りを眺めながら深いリラックスを感
じる夜ヨガ。都会のまん中で、心と体を解放する心地よ
い時間をご一緒に。ヨガインストラクターの詳細情報は
特設サイトをご覧ください。
Enjoy morning yoga while feeling the power of the sun and 
surrounded by fresh greenery, or night yoga to experience deep 
relaxation while gazing at the lights of the surrounding skyscrapers 
and Tokyo Tower. Experience a wonderful time to liberate your mind 
and body, right in the heart of the city. 

［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　　

スケジュール 
Schedule

注意事項 Notes

朝ヨガ

夜ヨガ

4/20 
SAT

4/21 
SUN

5/11
SAT

5/12
SUN

5/18
SAT

5/19
SUN

4/23 
TUE

4/24 
WED

5/7
TUE

5/8
WED

5/14
TUE

5/15
WED

5/21
TUE

5/22
WED

ミッドパーク ヨガ
Midpark Yoga

雨天・荒天中止
* Cancelled in the event of rain or bad weather.04

芝生広場 Grass Square

◯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。

* Reception will commence 30 minutes prior to the start of each session. 
* There are no lockers or changing rooms at the venue. 
* Entry may be denied if the maximum capacity is reached. 
* As this is an outdoor event, please carry drinks as appropriate. 

9:45 - 11:00（75分）

19:30 - 20:30（60分）



［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　　

［料金］ 無料　
［定員］ 各回20組 ※対象年齢5歳以上

［参加方法］ 特設サイトより要予約
［主催・企画］ 東京ミッドタウン　　

The Picnic Sheet Exhibition will feature original picture sheets by around 
50 designers belonging to JAGDA (Japan Graphic Designers Association) 
on the grass. Sit or lie down on them to freely enjoy a relaxing time. 

Take a tour to see the many trees, flowers, 
and birds that live on the Tokyo Midtown 
grounds. Green Tour is a chance to learn about 
nature by looking at around 170 plants of 
various kinds. In Bird Tour, you will observe 
migratory wild birds with a handbook in hand. 
Participants can also try out bird papercraft. 

JAGDA（日本グラフィックデザイナー協会）所属のデザイナー
約50人がデザインしたピクニックシートが、芝生の上に並び
ます。座ったり寝転んだり、自由におくつろぎください。

東京ミッドタウンの敷地内に育つ豊か
な木々や花、鳥を観察するツアーです。

「グリーンツアー」では、約170本もの
多様な植物を見ながら自然を学びま
す。「バードツアー」では、ハンドブッ
クを手に飛来する野鳥を観察。鳥の
ペーパークラフトにも挑戦できます。

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

親子で学ぶグリーン＆バードツアー
Green and Bird Tour for Parents and Kids

05

06

5/8 5/26-
WED SUN

* Cancelled in the event of bad weather.
荒天中止

［協力］ NPO 地域自然情報ネットワーク、よそみっこ
［機材協力］ 興和光学株式会社

［協力］ 三浦 豊（森の案内人、庭師）

要予約

※雨天・荒天の場合は室内でペーパークラフトとスライドによる観察会を実施

※荒天中止

バードツアー Bird Tour

グリーンツアー Green Tour

［料金］ 無料　［定員］ 700名　［参加方法］ 事前申し込み不要、直接芝生広場にお越しください。　
［主催］ 東京ミッドタウン　［企画・協力］ ねぶくろシネマ　　 ※定員に達した場合、入場制限する可能性があります。

The one night ‘Roppongi Art Night’ will once again be held this year as a special art event 
representing Tokyo. The Grass Square of Tokyo Midtown will transform into an outdoor movie 
theater. The directorial debut of the well-known artist named Banksy will be played. 

東京を代表するアートの祭典、「六本木アートナイト」が今年もオールナイトで開
催されます。東京ミッドタウンでは、芝生広場が野外映画館に変身。上映作品
は、話題のバンクシーによる初監督作です。

アートシネマ
Art Cinema07 * Cancelled in the event of  bad weather.

雨天決行・荒天中止

©2010 Paranoid Pictures Film 
Company All Rights Reserved.

5/25
SAT

9:30 - 11:30

10:30 - 12:00

11:00 - 21:00
ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

ミッドタウン・ガーデン
Midtown Garden

「イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ」
（英語音声／日本語字幕）上映作品

芝生広場 Grass Square19:00 - 20:30

4/20 SAT

4/21 SUN

5/12 SUN

愉 し む
館 内 ＆ 周 辺 ス ポ ット の 見 ど こ ろ

ユーモアてん。／ SENSE OF HUMOR

nendo×Suntory Museum of Art 
information or inspiration? 
左脳と右脳でたのしむ日本の美

東京ミッドタウン・デザインハブ第79回企画展 
グッドデザイン・ファイナリスト2018
－これからの起点となるデザイン－展

FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館 企画写真展  
「色彩の聖域 エルンスト・ハース ザ・クリエイション」

3/15 FRI - 6/30 SUN 10:00 - 19:00

4/27 SAT - 6/2 SUN 10:00 - 18:00 3/1 FRI - 5/31 FRI 10:00 - 19:00

※火曜日休館（4/30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：5/25（土） 10：00-23：30

※会期中無休　※入館は閉館30分前まで
※金・土および4/28（日）〜5/2（木）、5/5（日）は20：00まで開館
※六本木アートナイト特別開館：5/25（土） 10：00-24：00

4/3 WED - 5/8 WED 11:00 - 19:00
※会期中無休・入場無料

※会期中無休　※入館は閉館10分前まで

Flower Art 
For �e New Beginning

ストリートミュージアム

フラワーアート フォー ザ ニュー ビギニング

Street Museum

MAP A

MAP B

21_21 DESIGN SIGHT [ギャラリー1 ＆2]

サントリー美術館

東京ミッドタウン・デザインハブ

FUJIFILM SQUARE

MAP C

MAP E

MAP D

MAP F

［料金］ 無料　
［主催］ 東京ミッドタウン

TOKYO MIDTOWN AWARD Art Competition winners will exhibit their latest 
works. Also, a special collaboration with HML FESTIVAL is realized where you 
can enjoy the artwork by Hawaiian artist.

さまざまな展覧会も開催中！

TOKYO MIDTOWN AWARD 2018 アートコンペ受賞者が新作を
発表します。期間中に開催されるHML FESTIVAL 2019とも連
動し、ハワイ在住のアーティストの作品も特別展示されます。

［ミッドタウン・ガーデン］

［ガレリア3F］

［ミッドタウン・タワー 5F］

［ミッドタウン・ウェスト1F］

［料金］ 無料　［主催・企画］ 東京ミッドタウン　［協力］ PLAINS

Gorgeous flower art will appear to mark the new era starting from May 1. 
Based on the concept of the beginning of a new era, works by the renowned 
flower designer Syo Sogabe will be on display. 

5月1日から始まる新しい時代を祝う、華やかなフラワーアート
が登場。「新時代の幕開け」をコンセプトに、世界的フラワーデザ
イナー曽我部 翔氏の作品が皆さまをお迎えします。

※イメージ

3/15 5/26-
FRI SUN

フラワーデザイナー
Flower Designer  

曽我部 翔 （Rock’n’Rose）

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

■ 青沼優介 「意図をほぐす」
■ 下村奈那 「遡上」
■ 田中優菜 「出る杭だって生きている」
■ 泉 里歩 「意味のある偶然の一致」
■ 髙瑞 「“Stand Up!”」
■ YU SORA 「普通の日」
■ Kat Kazlauskas 
   ※展示期間：4/27（土） 〜 5/6（月）

参加作家 Artists

4/27 5/6-
SAT MON

ガレリア1F インフォメーション前
Galleria 1F, in front of Information

11:00 - 21:00

6:30 - 24:30


