
入場料  1,000円
（大学生以下、東京ミッドタウンカード会員は無料） 
※一部無料エリアあり

TEL  03-6743-3777
※間違い電話にご注意ください
（日本デザイン振興会）
http://designhub.jp/

OCTOBER /  NOVEMBER

発行＝東京ミッドタウンマネジメント株式会社  〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1

◯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−

写真歴史博物館 企画写真展
色彩の写真家（たびびと）前田真三 

出合いの瞬間をもとめて
　　　　　  第1部 「ふるさと調の時代」

入場料  無料
TEL  03-6271-3350   http://fujifilmsquare.jp/

開催中～11月11日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）

※金・土は20:00まで開館

休館日  火曜日（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：WEB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

11月1日（木）～12月28日（金）
10：00～19：00 （入館は18：50まで）

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS

Nov

11 民藝 MINGEI
-Another Kind of Art展

休館日  火曜日（12/25は開館）、12/26（水）～1/3（木）
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/

※各種割引については
　WEBサイトをご覧ください

11月2日（金）～2019年2月24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。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。

日本民藝館館長でもある深澤直人が、同館の
所蔵品を中心に100点余りの民藝を選び抜き、
紹介するほか、映像や写真、資料などの多彩
な展示を通して、これからのデザインのインスピ
レーションを紐解いていきます。

「グッドデザイン賞」の最新受賞デザインがいち
早くご覧いただけるほか、ロングセラー商品に
贈られる「ロングライフデザイン賞」、アジア・アセ 
アン地域のユニークなデザインの展示も併催。
受賞商品のスペシャルショップもオープンします。

日本の風景写真の流れを決定づけた写真家・ 
前田真三。原点であるモノクロの風景写真と代表
作であるカラーの風景写真のふたつの時代を 
2部構成で展示。故郷の田園風景の作品には、
美学や思想、生き方までもが凝縮されています。

「畑の桑の木」
下恩方・上宿 1957年 

写真:前田真三
©Shinzo Maeda,Tankei
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1GOOD DESIGN 
EXHIBITION 2018

～2018年度グッドデザイン賞
受賞展～

10月31日（水）～11月4日（日）
11:00～20:00 ※最終日は18：00まで

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

TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

贈ろう、「美の革命」。化粧水前のジェリーで、浸透する力。
ASTALIFT美肌体験イベント

アスタリフトを代表するジェリー状美容液
「ジェリー アクアリスタ」や新製品のハリ 
美容液「エッセンス デスティニー」などをお試 
しいただける無料体験イベント。ご来場の方
全員にお好きなサンプルを差し上げるほか、
プレミアム抽選会も開催します。

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

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2018
ジャパン トラディショナル クラフト ウィーク 2018

 開催中～10月31日（水）  10月19日（金）～31日（水）
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 ！ パンプキンや旬
の食材を生かした限定メニューも登場
し、各店舗でさまざまなイベントやサー
ビスも実施します。ぜひ、お楽しみくだ 
さい。 ※詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

東京のライフスタイルショップと伝統的 
工芸品の産地とがコラボレーションし、展示
販売や実演、ワークショップなどさまざまな
イベントを開催！ 東京ミッドタウンからは 
3店舗が参加します。https://jtcw.jp/2018/

東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

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

JOSEPH THE STORE HIDA
（ジョゼフ ザ ストア／ガレリア1F）
TEL.03-5413-7889

（ヒダ／ガレリア3F）
TEL.03-5413-7637

英国生まれの「 J O S E P H」のものづくりに
フィーチャーした恒例の路面イベント。ブリ
ティッシュパターンのコートやツイードセット
アップのほか、カラフルな限定ニットやボタン
のカスタマイズなどもご紹介します。

家具〈穂高〉の50周年に、国内外で
人気のアーティスト・鹿児島睦が手
がけた新作ファブリックをお披露目。
動植物をモチーフにしたハンドメイド
作品などの抽選販売も実施します。

人気のコラボ企画イベント
「JOE'S CRAFT」を開催

〈穂高〉50周年を記念した
鹿児島睦の新作が登場！

写真スタジオhollyhock
（シャシンスタジオ ホリーホック／ガレリア2F）
TEL.03-6447-0354

お子様の記念すべき華やかな晴れ姿をプロの
フォトグラファーが撮影し、スタイリッシュな写真
に残します。リーズナブルなものからプレミアムな 
タイプまで幅広い撮影プランをご用意しています。

晴れ姿をプロがスタイリッシュに撮影！
お好みで選べる七五三記念写真

  ご予約受付中～12月31日（月）  10月19日（金）～11月4日（日）  開催中～11月4日（日）

七五三記念撮影 54,000円～

EVENT CALENDAR
10月 OCTOBER 11月 NOVEMBER

19
金

20
土

21
日

22
月

23
火

24
水

25
木

26
金

27
土

28
日

29
月

30
火

31
水

1
木

2
金

3
土・祝

4
日

5
月

6
火

7
水

8
木

9
金

10
土

11
日

12
月

13
火

14
水

15
木

16
金

17
土

18
日

19
月

芝生広場、ミッドタウン・ガーデン、
アトリウム、ガレリア、キャノピー・スクエア、
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14:00まで

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2018   10月19日（金）−11月4日（日）
PARK PACK by ULTRA PUBLIC PROJECT／未来の学校 powerd by アルスエレクトロニカ／DESIGN TOUCH CONFERENCE

Salone in Roppongi vol.6 2018／Swell／DOCOMO DESIGN EXHIBITION “COLORS”／
MAZDA DESIGN Vision Model／KAWAI Crystal Grand Piano  

※イベントにより実施期間が異なります。   

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2018   10月19日（金）−11月4日（日）
みらいのアイデアに触れる／Tokyo Midtown Award 2018 受賞作品展示（11/11まで） ※イベントにより実施期間が異なります。

富士フイルム
フォトサロン
写真歴史
博物館

GOOD DESIGN EXHIBITION 2018   10月31日（水）−11月4日（日）

民藝 MINGEI -Another Kind of Art展   11月2日（金）−2019年2月24日（日）

ギルバート・コレクション展   11月9日（金）−28日（水）TOKYOGRAPHIE オープニングプログラム★   10月26日（金）−11月8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） 色彩の写真家（たびびと）前田真三 出合いの瞬間を求めて 第1部「ふるさと調の時代」   11月1日（木）−12月28日（金）

「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   開催中−11月11日（日）

東京ミッドタウンカードポイント5倍キャンペーン   開催中−10月22日（月）

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

MIDTOWN CHRISTMAS 2018   
11月13日（火）−12月25日（火）

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2018   10月19日（金）− 31日（水）

京都・醍醐寺 −真言密教の宇宙−   開催中−11月11日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

WAKU WORK（ワクワーク）−津森千里の仕事展−   開催中−10月24日（水）

SONIA RYKIEL GENEROUS SWEATERS
10月26日（金）−28日（日） 新・ケータイ INFOBAR展   10月31日（水）−11月12日（月）

11月15日（木）−26日（月）   
21_21 DESIGN SIGHTに関する資料や映像をご覧いただけます

GOOD DESIGN EXHIBITION 2018   10月31日（水）−11月4日（日）

Tokyo Midtown Award 2018 受賞作品発表・授賞式   10月19日（金）

 11月10日（土）、11日（日） 11：00～19：00
 アトリウム

チョコレートフィギュア アーモンドチョコレート 2,981円
ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ 
（ザ・リッツ・カールトン東京1F）

ハロウィン デコクッキー 
432～540円
DEAN & DELUCA 
（ガレリアB1）

参加店舗   THE COVER NIPPON 、TIME & STYLE MIDTOWN、
　　　　   菱屋カレンブロッソ

東京ミッドタウンポイント対象店舗全店にてポイント5倍キャンペーンを開催！

東京ミッドタウンカードカウンター（ガーデンテラスB1） 
TEL:03-3408-0031（受付時間 11：00 – 21：00）  card.tokyo-midtown.com

東京ミッドタウンカード入会キャンペーン
ポイントアップ期間中のご入会で即ポイント５倍、さらにプレゼントも ！

［お問い合わせ・ご来店は］

※東京ミッドタウン（六本木）館内以外でのご入会はキャンペーンの対象外となります。

東京ミッドタウンカードポイント5倍キャンペーン
10月18日（木）～22日（月）

東京ミッドタウンカードに新規ご入会で東京ミッドタウン商品券
500円を1枚プレゼント ！ 
さらに東京ミッドタウンカード《セゾン》に新規ご入会で東京ミッド
タウン商品券500円を1枚プレゼント ！

Now or never. instax Gallery テイラー・スウィフト写真展
A Taylor Swift Photo Collection ★  開催中−10月25日（木）
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未来の学校
powered by アルスエレクトロニカ

～GOODBYE WORK展～

DOCOMO DESIGN EXHIBITION “COLORS”
ドコモ デザイン エキシビション カラーズ

MAZDA DESIGN Vision Model
マツダ デザイン ビジョン モデル

KAWAI Crystal Grand Piano
カワイ クリスタルグランドピアノ

「PARK PACK」に搭載されているモジュール（部品）は、軽くて強度の高い
樹脂製の段ボール素材。組み立て式の椅子やテーブル、パズルのように
自由に組み合わせられるフリーモジュールなど、使う人のアイデアや組み 
合わせ次第で公園にオリジナルの空間を生み出し、さまざまなアクティビ
ティや賑わいをつくり出すもととなります。

PARK PACK 
by ULTRA PUBLIC PROJECT
パークパック バイ ウルトラパブリックプロジェクト

10/19（金）– 11/4（日） 11:00–21:00 ※雨天荒天中止
▶芝生広場、ミッドタウン・ガーデン

10/19（金）–11/4（日） 11:00–21:00
▶ミッドタウン・ガーデン ※雨天荒天中止

10/19（金）–11/4（日） 11:00–21:00
▶ミッドタウン・ガーデン ※雨天荒天中止

［クリエイター］ we＋   ［料 金］ 無料
［協 力］ 株式会社NBCメッシュテック

［クリエイター］ 家所亮二   ［料 金］ 無料
［主 催］ Salone in Roppongi 実行委員会
［協 力］ 今泉テント

この秋、芝生広場に登場するのは、一辺2 .5ｍの四角いコンテナ
「PARK PACK（パークパック）」。中には、さまざまな形をしたモジュー
ルをはじめ、プロジェクターや照明機材などのツールが搭載されてい 
ます。これらの多彩なツールをベースに、訪れた人のアイデア次第で、
公園が映画館やディスコ、スポーツフィールドなどさまざまな「場」に 
変身 ！ 期間中は、芝生広場にいくつもの異なる遊び場が登場します。
“みらいの公園”を体験しに、出かけてみませんか。

“みらいの公園”ってどんなもの？
みんなでつくって考える、変幻自在のイベント

風と光を感じる“みらいの庭”

Tokyo Midtown 
DESIGN TOUCH 2018

日常や生活を豊かにしてくれるデザインのみらいとは？
Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2018のテーマは
さまざまな角度から考える「みらいのアイデア」。
遊んで、学んで、ふれて、感じて……。
デザインの可能性にふれることができる17日間です。

遊
ぶ

みらいを

モジュールって 何？What is MODULE? 

「みらいの働き方」
アーティスト
トーク 

Tokyo Midtown Award 2018
受賞作品発表・展示

クリエイターから学ぶ“みらいのアイデア”

“みらいの才能”が一堂に集結

「未来の学校」は、東京ミッドタウンと世界的クリ
エイティブ機関〈アルスエレクトロニカ〉が協働
し、未来の社会を考えるイベント。3回目となる
今回のテーマは「みらいの働き方」。多様化する
仕事や、人とAIとの関係について掘り下げます。

人生100年時代に突入し、多様化する働き
方。選択の可能性が広がる未来の仕事や、
人にしかできない仕事とは ？ を議論します。

イタリアで毎年開催されるデザインイベント 
「ミラノ・サローネ」の賑わいを六本木に ！ を合
言葉に、世界で活躍する日本人クリエイター
とデザインでコミュニケーションを楽しむ試み。
今回は、建築家の家所亮二を迎え、緑の空間 
に3×3mのテント「M-BOX」が登場し、プリミ
ティブなデザインの楽しさをつくり出します。

創立90周年を記念し、河合楽器製作所が培ってきたピアノづくりの
技術と最新テクノロジーでつくられたクリスタルグランドピアノを展示・
販売。ピアノと音楽がある空間の豊かさを提案するエキシビションです。

世界的な賞を受賞したマツダのデザインビジョンモデル。「モノに命を
吹き込む」という志に共鳴したアート作品と共に展示します。次世代の
クルマに影響を与えるエレガントなフォルムを間近でご覧ください。

使う人を想う、ドコモのものづくりへのこだわり。その姿勢を、今回は
「色」をテーマに表現します。色とりどりの紙を使ったインスタレーションに
よる、鮮やかな空間を体感してください。

各イベントの詳細は ▶▶▶ http://ultrapublic.jp/parkpack/

10/26（金）–11/4（日） 11:00–21:00
▶ガレリアB1〈DEAN & DELUCA〉前、東京ミッドタウン館内モニター

10/19（金）– 28（日） 11:00– 19:00
▶キャノピー・スクエア ※荒天中止

10/19（金）– 11/4（日） 11:00– 21:00
▶ガレリアB1〈とらや〉前

10/19（金）– 28（日）11:00－21:00
▶アトリウム ※荒天中止

［料 金］ 無料・事前申込制    ［主 催］ 東京ミッドタウン・デザイン部   
［参加方法］ 東京ミッドタウン・デザインハブWEBサイトから
　　　　　http://designhub.jp/ ［料 金］ 無料   ［主 催］ 株式会社NTTドコモ ［料金］ 無料   ［主催］ マツダ株式会社 ［料金］ 無料   ［主催］ 株式会社河合楽器製作所

10/19（金） 16:30–17:30
▶�プラザB1 アート作品
   「意心帰」前特設会場
※見学可。会場が混雑した場合、一部
　入場を制限させていただきます。

Rhizomatiks Architecture、ティー・
ワイ・オー、電通ライブの3社のメン
バーによるユニット。新たに日建設 
計、プロペラ・アンド・カンパニーが
加わり、さまざまなソフトウエアの力
で街づくりを考え提案しています。

芝生広場に登場する「PARK PACK」。収納されている多彩なツールでさまざまなアクティビティをつくり出します。

オーストリアのリンツ市を拠 点
に、30年以上にわたって「先進 
テクノロジーがもたらす新しい創
造性と社会の未来像」を提案し
続けているクリエイティブ機関。
世界的なメディアアート・イベン
ト「アルスエレクトロニカ・フェス
ティバル」を毎年開催。

東京ミッドタウン・デザインハブを
拠点に、東京ミッドタウンの街や
日常生活を「デザイン」という視
点から再発見。この街での生活
や仕事を楽しむための活動を行っ
ています。

ミラーをまとったメッシュが風でしなやかに揺
れることで、風と光を可視化するインスタレー
ションが登場。林登志也と安藤北斗による
コンテンポラリーデザインスタジオ〈we+〉
が、身近な素材にユニークな発想を加えて
創造した軽やかで心地よい空間で、未来を
感じてください。

Swell
スウェル サローネ イン ロッポンギ vol.6 2018

Salone in Roppongi vol.6 2018

1枚の板でできた、折紙の
ようなアーチ。門や日除け
として使えるかも？

板状のモジュール。座布団、 
レジャーシート、ちょっとした
壁にもなりそうです。

折りたためる椅子。自分だ
けのお気に入りの場所を 
見つけてひと休み。

折りたためる机。本を読ん 
だり、並べてみんなでラン 
チをしたり、自由にどうぞ。

Gate Arch Module Free Form Module Chair Module Table Module

世界が注目する“みらいのクリエイション”

学 ぶ

みらいを

感
じ

みらいを

る

ふ
れ

みらいに

る

10/27（土） 19:00–20:30
▶東京ミッドタウン・カンファレンス

10/26（金）-29（月）
▶東京ミッドタウン・デザインハブ（ミッドタウン・タワー5F）、 
　東京ミッドタウン・カンファレンス（ミッドタウン・タワー4F）他 
　※講座によって時間、会場が異なります。

アートを通じて考える“みらいの働き方”
“みらいの創造”につながるデザインの今　

「Gマーク」でおなじみのグッドデザイン賞。今年は「みつけて、とれたて、
グッドデザイン」をテーマに、最新の受賞デザイン約1,300件を一挙
に展示紹介します。

10/31（水）– 11/4（日） 11:00–20:00 ※最終日は18:00まで

▶東京ミッドタウン館内各所（総合受付は東京ミッドタウン・ホール） 

［料 金］ 1,000円（大学生以下、東京ミッドタウンカード会員は無料）
　　　     ※一部無料エリアあり　
［主 催］ 公益財団法人日本デザイン振興会

10/19（金）－11/4（日） 11:00–21:00
▶各ショップ

暮らしの道具に見る“ものづくりのみらい”

みらいのアイデアに
触れる

「子猫の姿をしたAIが政見放送を
する2039年」を描いた映像作品
を放映。AIやロボットが人に取っ
て代わる、これからの仕事と働き
方を問いかけます。

［料 金］ 無料   ［協 力］ アルスエレクトロニカ

［スピーカー］ Pinar Yoldas、Filippo Giraldi（アーティスト）、小川秀明、 
久納鏡子（ARSELECTRONICA）、松島倫明（『WIRED』日本版編集長）

［参加方法］ 東京ミッドタウン・デザインハブWEBサイトから
　　　　　  http://designhub.jp/

エキシビション 

デザインタッチでインスタレーションを展開するクリエイターの 
レクチャーや、「みらいのアイデア」「みらいの生活美学」をテーマに 
さまざまな領域で活躍する先駆者たちの思考に触れる4日間。
「みらいの手ざわり」を感じてください。

詳細は、オフィシャル
サイトまたは館内にて
配布中の「イベントガイ
ド」をご覧ください。

次世代を担うアーティスト、デザイナーを発掘し、応援するコンペティション。11回目となる今年は、
応募総数1,290点から選ばれた16作品を発表、展示します。

東京はしおき
2017年デザインコンペ優秀賞
（デザイン：本山拓人、不破健男）

［実施店舗］ 宮川町 水簾、お肉の専門店 スギモト、
茅乃舎（汁や）、とらや（虎屋菓寮）、平田牧場

江戸時代から人々をつない
できた東京の“橋”をモチー
フにした“はしおき”です。

期間中、下記の店舗にてご飲食の際に 
「東京はしおき」をお試しいただけます。抽選
でプレゼントのチャンスも ！

『東京はしおきめぐり』 
10/19（金）- 11/4（日）

ご来場者特典 チケットまたは来場時に配布されるバッジ、シール、入場パスを東京ミッドタウン対象店舗へ 
ご提示いただくと、お得なサービスが受けられます。詳しくは館内配布のリーフレットをご覧ください。

公園は、変幻 自在。
「PARK PACK」は、さまざまなツールやテクノロジーと、パークパック案内人
（ファシリテーター）によるマッチングを駆使して、公園の可能性をいく 
つも提示していきます。ディスコ、映画館、ミュージアム……芝生広場が
“ツール”と“アイデア”と“訪れる人”によって、多彩な遊び場に七変化 ！

インテリア＆デザインショップでは、「みらいのアイデア」が
込められた商品をご紹介します。手に取って、触れて、新し
い発想のもとに生まれたアイテムをお楽しみください。

『そのパッケージが来ると何かが始まる。その時間に公園にいる人の 
やりたいことや思いを受け止めながら七変化する「玉手箱」のような
もの、それが「PARK PACK」です』〈Rhizomatiks Architecture 齋藤さん〉

あなたも審査員に！
展示会場では一般投票に
よるオーディエンス賞も 
選出。投票参加者には抽選
でプレゼントも。
※賞の結果は11月中にWEBで
　発表します。

聴覚ARでみらいを体験
「インテリジェントガイド」

湯温・湯量・スピードを自由に設定
できる、Bluetooth対応のコーヒー
メーカー。レシピをダウンロードす
れば有名バリスタの味も再現。
V60 オートプアオーバー
SMART7 BT  75,600円
Flagship 212 KITCHEN STORE
TEL.03-5413-7686

10/19（金）–11/11（日） 
▶プラザB1

［協 力］ IMJすまのべ！

QRコードをスマートフォンで読み込み、3つの
質問に答えると、約50通りの中からあなたに
最適な音声ガイドが流れ 
ます。デザインタッチ会場
各所にも設置しています。 
ぜひ、お楽しみください。

ワイヤレスヘッドフォンを通して音楽を 
楽しむ、サイレントディスコを開催。 
芝生広場がダンスフロアに変わります。
▶10/19（金） 17:00 –19:00
▶11/2（金）   19:00 –21:00 
※雨天荒天中止 

PARK IS

自由に動き回れる次世代モビリティ
で、みらいの公園での新しい移動の 
在り方を体験してみませんか。

▶11/2（金）–4（日） 11:00 –17:00 
※雨天荒天中止 ※要予約

PARK IS 

PARK PACKに設置する大型スクリーン 
に映画を投影。思い思いの場所で 
映画を楽しめる、夜の公園の新しい
在り方を提案します。
▶10/26（金） 19:00 –21:00予定
▶10/27（土） 18:00 –20:00予定 
※雨天荒天中止 

PARK IS 

DESIGN TOUCH 
CONFERENCE 
by 東京ミッドタウン・デザイン部
デザインタッチ カンファレンス

GOOD DESIGN EXHIBITION 2018
2018年度グッドデザイン賞受賞展

2017年度グッドデザイン大賞
ヤマハ／カジュアル管楽器［Venova］

 ※2018年度大賞は10/31（水）に会場にて発表 ！

▶www.tokyo-midtown.com/jp/event/designtouch/index.html

林業のみらいを変える
隠岐の島で始まったデザインプロ
ジェクトのランプ。杉の木のやさ
しい明かりです。
a piece of forest 
テーブルランプHY-101  
95,040円
WISE・WISE tools
TEL.03-5647-8355

イラスト ： オカヤイヅミ

PARK IS 

Tokyo Midtown Awardから生まれた
アイデアが商品に ！

1セット（5個入り）  4,320円   中川政七商店街／TEL.03-6804-1310

和装のみらいを足元に
「カフェぞうり」をより軽量化。
Vibram社と開発した防滑性に優
れたソールを使用しています。
カフェぞうりライト   19,980円
菱屋カレンブロッソ
TEL.03-5413-0638

みらいのハイテクな一杯

受賞作品発表・授賞式 受賞作品展示

アルスエレクトロニカ
とは ？

ULTRA PUBLIC PROJECT
とは ？

東京ミッドタウン・デザイン部
とは ？

“Kitty AI” by Pinar Yoldas

photo : Florian Voggeneder
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入場料  1,000円
（大学生以下、東京ミッドタウンカード会員は無料） 
※一部無料エリアあり

TEL  03-6743-3777
※間違い電話にご注意ください
（日本デザイン振興会）
http://designhub.jp/

OCTOBER /  NOVEMBER

発行＝東京ミッドタウンマネジメント株式会社  〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1

◯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−

写真歴史博物館 企画写真展
色彩の写真家（たびびと）前田真三 

出合いの瞬間をもとめて
　　　　　  第1部 「ふるさと調の時代」

入場料  無料
TEL  03-6271-3350   http://fujifilmsquare.jp/

開催中～11月11日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）

※金・土は20:00まで開館

休館日  火曜日（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：WEB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

11月1日（木）～12月28日（金）
10：00～19：00 （入館は18：50まで）

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS

Nov

11 民藝 MINGEI
-Another Kind of Art展

休館日  火曜日（12/25は開館）、12/26（水）～1/3（木）
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/

※各種割引については
　WEBサイトをご覧ください

11月2日（金）～2019年2月24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。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。

日本民藝館館長でもある深澤直人が、同館の
所蔵品を中心に100点余りの民藝を選び抜き、
紹介するほか、映像や写真、資料などの多彩
な展示を通して、これからのデザインのインスピ
レーションを紐解いていきます。

「グッドデザイン賞」の最新受賞デザインがいち
早くご覧いただけるほか、ロングセラー商品に
贈られる「ロングライフデザイン賞」、アジア・アセ 
アン地域のユニークなデザインの展示も併催。
受賞商品のスペシャルショップもオープンします。

日本の風景写真の流れを決定づけた写真家・ 
前田真三。原点であるモノクロの風景写真と代表
作であるカラーの風景写真のふたつの時代を 
2部構成で展示。故郷の田園風景の作品には、
美学や思想、生き方までもが凝縮されています。

「畑の桑の木」
下恩方・上宿 1957年 

写真:前田真三
©Shinzo Maeda,Tankei
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1GOOD DESIGN 
EXHIBITION 2018

～2018年度グッドデザイン賞
受賞展～

10月31日（水）～11月4日（日）
11:00～20:00 ※最終日は18：00まで

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

TOKYO MIDTOWN   INFORMATION

贈ろう、「美の革命」。化粧水前のジェリーで、浸透する力。
ASTALIFT美肌体験イベント

アスタリフトを代表するジェリー状美容液
「ジェリー アクアリスタ」や新製品のハリ 
美容液「エッセンス デスティニー」などをお試 
しいただける無料体験イベント。ご来場の方
全員にお好きなサンプルを差し上げるほか、
プレミアム抽選会も開催します。

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

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2018
ジャパン トラディショナル クラフト ウィーク 2018

 開催中～10月31日（水）  10月19日（金）～31日（水）
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 ！ パンプキンや旬
の食材を生かした限定メニューも登場
し、各店舗でさまざまなイベントやサー
ビスも実施します。ぜひ、お楽しみくだ 
さい。 ※詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

東京のライフスタイルショップと伝統的 
工芸品の産地とがコラボレーションし、展示
販売や実演、ワークショップなどさまざまな
イベントを開催！ 東京ミッドタウンからは 
3店舗が参加します。https://jtcw.jp/2018/

東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

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

JOSEPH THE STORE HIDA
（ジョゼフ ザ ストア／ガレリア1F）
TEL.03-5413-7889

（ヒダ／ガレリア3F）
TEL.03-5413-7637

英国生まれの「 J O S E P H」のものづくりに
フィーチャーした恒例の路面イベント。ブリ
ティッシュパターンのコートやツイードセット
アップのほか、カラフルな限定ニットやボタン
のカスタマイズなどもご紹介します。

家具〈穂高〉の50周年に、国内外で
人気のアーティスト・鹿児島睦が手
がけた新作ファブリックをお披露目。
動植物をモチーフにしたハンドメイド
作品などの抽選販売も実施します。

人気のコラボ企画イベント
「JOE'S CRAFT」を開催

〈穂高〉50周年を記念した
鹿児島睦の新作が登場！

写真スタジオhollyhock
（シャシンスタジオ ホリーホック／ガレリア2F）
TEL.03-6447-0354

お子様の記念すべき華やかな晴れ姿をプロの
フォトグラファーが撮影し、スタイリッシュな写真
に残します。リーズナブルなものからプレミアムな 
タイプまで幅広い撮影プランをご用意しています。

晴れ姿をプロがスタイリッシュに撮影！
お好みで選べる七五三記念写真

  ご予約受付中～12月31日（月）  10月19日（金）～11月4日（日）  開催中～11月4日（日）

七五三記念撮影 54,000円～

EVENT CALENDAR
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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、キャノピー・スクエア、
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14:00まで

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2018   10月19日（金）−11月4日（日）
PARK PACK by ULTRA PUBLIC PROJECT／未来の学校 powerd by アルスエレクトロニカ／DESIGN TOUCH CONFERENCE

Salone in Roppongi vol.6 2018／Swell／DOCOMO DESIGN EXHIBITION “COLORS”／
MAZDA DESIGN Vision Model／KAWAI Crystal Grand Piano  

※イベントにより実施期間が異なります。   

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2018   10月19日（金）−11月4日（日）
みらいのアイデアに触れる／Tokyo Midtown Award 2018 受賞作品展示（11/11まで） ※イベントにより実施期間が異なります。

富士フイルム
フォトサロン
写真歴史
博物館

GOOD DESIGN EXHIBITION 2018   10月31日（水）−11月4日（日）

民藝 MINGEI -Another Kind of Art展   11月2日（金）−2019年2月24日（日）

ギルバート・コレクション展   11月9日（金）−28日（水）TOKYOGRAPHIE オープニングプログラム★   10月26日（金）−11月8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） 色彩の写真家（たびびと）前田真三 出合いの瞬間を求めて 第1部「ふるさと調の時代」   11月1日（木）−12月28日（金）

「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   開催中−11月11日（日）

東京ミッドタウンカードポイント5倍キャンペーン   開催中−10月22日（月）

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

MIDTOWN CHRISTMAS 2018   
11月13日（火）−12月25日（火）

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2018   10月19日（金）− 31日（水）

京都・醍醐寺 −真言密教の宇宙−   開催中−11月11日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

WAKU WORK（ワクワーク）−津森千里の仕事展−   開催中−10月24日（水）

SONIA RYKIEL GENEROUS SWEATERS
10月26日（金）−28日（日） 新・ケータイ INFOBAR展   10月31日（水）−11月12日（月）

11月15日（木）−26日（月）   
21_21 DESIGN SIGHTに関する資料や映像をご覧いただけます

GOOD DESIGN EXHIBITION 2018   10月31日（水）−11月4日（日）

Tokyo Midtown Award 2018 受賞作品発表・授賞式   10月19日（金）

 11月10日（土）、11日（日） 11：00～19：00
 アトリウム

チョコレートフィギュア アーモンドチョコレート 2,981円
ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ 
（ザ・リッツ・カールトン東京1F）

ハロウィン デコクッキー 
432～540円
DEAN & DELUCA 
（ガレリアB1）

参加店舗   THE COVER NIPPON 、TIME & STYLE MIDTOWN、
　　　　   菱屋カレンブロッソ

東京ミッドタウンポイント対象店舗全店にてポイント5倍キャンペーンを開催！

東京ミッドタウンカードカウンター（ガーデンテラスB1） 
TEL:03-3408-0031（受付時間 11：00 – 21：00）  card.tokyo-midtown.com

東京ミッドタウンカード入会キャンペーン
ポイントアップ期間中のご入会で即ポイント５倍、さらにプレゼントも ！

［お問い合わせ・ご来店は］

※東京ミッドタウン（六本木）館内以外でのご入会はキャンペーンの対象外となります。

東京ミッドタウンカードポイント5倍キャンペーン
10月18日（木）～22日（月）

東京ミッドタウンカードに新規ご入会で東京ミッドタウン商品券
500円を1枚プレゼント ！ 
さらに東京ミッドタウンカード《セゾン》に新規ご入会で東京ミッド
タウン商品券500円を1枚プレゼント ！

Now or never. instax Gallery テイラー・スウィフト写真展
A Taylor Swift Photo Collection ★  開催中−10月25日（木）

04


