


※価格は税込みです。 ※写真はすべてイメージです。 

この春、アートにふれてみませんか？

「 未 来 の 学 校 祭 」の テ ー マ は“ ギ リギ リ”。 社 会 で 今 問 わ な け れ ば い け な い 問 題 に 向 き 合 い 、
セ ー フ か ア ウト か 分 か ら な い 境 界 を 意 識 し た“ ギ リギ リ ”な 作 品 が 多 数 登 場！

「未来の学校祭」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」による未来の社会をみんなで考える新しいお祭りです。 

コンセプトは、“アートやデザインを通じて、学校では教えてくれないこと

を考える新しい場”。アーティストによる社会への問いかけをきっかけに、 

さまざまなクリエイターや企業、ショップが来場者とともに未来の社会を 

考えます。世界的なアート作品から未来をのぞいてみませんか？

日常がちょっとしたことで非日常に変わるさまに
注目した『日常と非日常の境界』、AIやロボット、 
バイオテクノロジーなどの進化による新たな 

“生き物”の定義に着目した『生物と人工物の 
境界』などをテーマにした15作品を、館内各所で 
展示。日本初上陸の「Balance From Within」、

「πTon（ピトン）」は必見です。

気候変動や人口増加などによる食糧難が予想
される、未来の食卓について考える「2050年 
みらいの給食」や、ギリギリのアイデアに挑戦し
たり、ガイドツアーに出かけるアートエデュケー
ション「ギリギリ・キット ワークショップ」など、 
子どもから大人まで楽しめるプログラムです。

アーティストたちがさまざまなコラボレーションで
一期一会のパフォーマンスを披露。スコア化され
た未来を生き抜くために開校された「虚構大学
2019年入学試験」や、旧い電化製品を楽器に変
え、人 が々繋がることで電気回路を繋げて合奏する

「エレクトロニコス・ファンタスティコス！」の２つの
ギリギリパフォーマンスを、ぜひ体感ください。

アルスエレクトロニカのギリギリ メディアアートはTOKYOを変えられるか？ 

2/23（土） 13:00–15:00（開場12:45）
▶ミッドタウン・カンファレンス ROOM9
（ミッドタウン・タワー4F）
［料金］無料

2/23（土） 19:00–20:30（開場18:45）
▶ミッドタウン・カンファレンス ROOM9
（ミッドタウン・タワー4F）  
［料金］無料

さまざまな分野で境界に挑戦する人たちは、どん
なことを考えどんなトライ＆エラーをしているので
しょうか？ 「未来の学校祭」の参加アーティストや
企業、またアルスエレクトロニカのメンバーたちに
よる、ギリギリの挑戦における美意識を語り尽くす
トーク・セッションを６回開催します。

Balance From Within
▶プラザB1〈無印良品〉前
緻密なコンピュータ制御で

古いソファが1本の脚だけで佇む作品。
〈アーティスト〉ジェイコブ・トンスキー

2050年みらいの給食：昆虫編
̶わたしたちはなにを食べている？

エレクトロニコス・ファンタスティコス！

ギリギリ・キット ワークショップ 
by アルスエレクトロニカ

40年前から常に最前線にあるアルスエレクトロニカの 
アート・テクノロジーなどへの取り組みについて、『WIRED』
日本版編集長・松島倫明氏らを招いてのトーク。

2月に東京で開催されるさまざまなフェスティバルの
オーガナイザーが一堂に会し、フェスティバルの可能
性やメディアアートについてディスカッション。

Exhibition エキシビション

Workshop ワークショップ 

Performance パフォーマンス

Talk トーク

2 / 21 木 – 24 日

美術館や研究所の
役割を持つ国際的
拠点「アルスエレク
トロニカ・センター」
©Nicolas Ferrando, 
Lois Lammerhuber
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「アルスエレクトロニカ」とは ？

 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。

for 

Kids

おすすめ おすすめ

2/23（土） 11:00–13:00（開場10:30）
▶インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター 
　（ミッドタウン・タワー5F）   
［料金］無料   ［対象］小学校3年生以上 
［定員］25名   
［主催］『WIRED』日本版

2/23（土） 21:00–21:30
▶アトリウム（ガレリアB1） 
〈アーティスト・ミュージシャン〉和田 永

2/23（土） 16:00–18:00
▶プラザB1 メトロアベニュー
〈アーティスト〉ウラニウム（脇田 玲＋石原 航＋ゲスト）
※展示は2/21（木）～24（日） 12:00～19：00

2/24（日） 10:30–12:00（開場10:00）
▶インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
　（ミッドタウン・タワー5F）   
［料金］無料    ［対象］小学校高学年以上   
［定員］20名
［講師］小川絵美子（プリ・アルスエレクトロニカ ヘッド）ほか

▶アトリウム（ガレリアB1）、ガレリア1F・2F、
プラザB1

TOKYO MIDTOWN

NEW SHOPS OPEN
SHOP INFORMATION

EMスタイル
（イーエムスタイル／ガレリアB1）
TEL.090-6796-8469（期間中のみ）

切りたての花の色彩、香り、風合いを1年
近くも保つことができるベルギー産のアイス
フラワーを使った、手作りのブーケやリース
などを制作する〈EMスタイル〉が初出店。
アレンジメントなどのほか、食器などの生活
雑貨もご紹介します。

ロンドンで30年以上にわたりファッションの最前線を発信し続ける〈JOSEPH〉がフロアを
移動してリニューアルオープン。ブランドコンセプトである「Slick & Chic」を体現した日本 
旗艦店として、英国「JOSEPH」の世界観を今まで以上にパーソナルな空間で展開。 
メンズ・レディス複合店としてワードローブの基礎となる季節のエクスクルーシヴアイテム
をメインに、クラシックでタイムレスなデザインとベーシックで着心地のよいアイテムを取り
揃えています。

〈TOMORROWLAND〉からデビューした新ブランド〈CABaN〉。性別や年齢、国籍を超え
て着る人の個性を引き出す、シンプルで遊び心のあるウエアやグッズがラインナップ 
します。世界を魅了し続けるスタンダードでヘルシーなアイテムは、ユニセックスでエイジレス、
「トラッド」や「モード」といったジャンルやルールもありません。自分らしい、自由な着こなしを
お楽しみください。

いつも美しい花と過ごせる
ハンドメイドのアイスフラワー

「Slick & Chic」な世界観を体現した日本旗艦店

ユニセックスでジャンルレスな高感度アイテム

JOSEPH
ジョゼフ

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

70年代のエレガントなイタリア女性
にインスパイアされた、今シーズンの
新作“マルガリータ”コレクションが登
場。ヘレンカミンスキーの職人技で、 
ラフィアクロシェとレザーを組み合わせ
た美しいハットやバッグです。

19年春夏コレクション
新作“マルガリータ”

Davidoff of Geneva / Salon des Parfums
（ダビドフ オブ ジュネーブ / サロン デ パルファム／ガレリア1F）
TEL.03-5413-0093

「チュボス セレクション」がモダンなパッケー
ジでリニューアル。ダビドフのベストセラーシ
ガーを納めたアソートで、ギフトはもちろん、初 
心者の方にもおすすめ。上質なプレミアム 
シガーの味わいをご堪能ください。

ベストセラーシガーをセレクトした
美しくモダンなアソート

2月16日（土）～3月10日（日）
期間限定ショップ

ダビドフ チュボス セレクション 9,750円

ACHERON（HAT） 41,040円、
ALBISOLA（BAG） 41,040円 

上質な毎日を彩る注目のニューショップ 

ガレリア2F／メンズ・レディス
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-5413-7889

ガレリア1F／メンズ・レディス
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-3408-6705

移転
リニューアル
OPEN

CABaN
キャバン

［主催］東京ミッドタウン　［特別協力］アルスエレクトロニカ　
［助成］公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

ワークショップ、トーク参加方法：「未来の学校祭」 特設サイトよりお申し込みください。   http://www.tokyo-midtown.com/jp/event/school_future/

BRAND  NEW SPRING
東京ミッドタウンで叶える、春の最旬スタイル

軽やかな、大人の洗練カジュアル

厳選素材のコスメでつくる春素肌

フラワーモチーフで春を纏う

モードな最旬バッグ＆シューズ

裾のフレアがキュートなホワイトデニムや、インディゴデニムはこの春のマストハブ。素材と軽さが人気の〈ステート オブ 
エスケープ〉のトートバッグにパステルカラーのリネンストールなど旬アイテムを効かせて、西海岸発大人カジュアルの完
成。ホワイトデニム28,080円（Ron Herman）、インディゴスキニーデニム24,840円（RH Vintage）、バッグ42,120円

（STATE OF ESCAPE）、サンダル85,320円（CANFORA）、ストール・ピンク31,320円（ASAUCE MELER for Ron 
Herman）、ギンガムチェック31,860円（ASAUCE MELER）／ロンハーマン（ガーデンテラスB1） TEL.03-6447-0561

センシティブな春の素肌には、自然由来の化粧品を。この春新登場のリップは、つけている間も唇をケアしてくれる
ジンジャー配合。北海道産 “がごめ昆布”を使用した保湿力の高い化粧水や、アマニ油100%のオイルなど、肌タ
イプ別でセレクトを。中央のジンジャーリップバター各4,104円 ※3/7（木）発売、右上から時計回りに、がごめ昆布
化粧水（120ml）2,376円、サンケアローション（50ml）7,344円、亜麻スキンケアオイル（60ml）3,024円、酒かす化
粧水（120ml）4,104円、ラワンぶきフェイスクリーム（50g）5,184円／シロ（ガレリア3F） TEL.03-3403-4646

春の定番フラワーモチーフのブラウスは、胸元から袖にかけてのほどよい透け感が今年風。３色で施したボタニ
カル柄のチュール刺繍と、センターバックでリボンを結ぶ首元のデザインが甘すぎず華やか。異素材コンビのエレ
ガントなバッグと、足もとを美しく魅せる涼しげなネイビーカラーのサンダルを合わせれば、レディなムード漂う春
の装い。チュールフラワー刺繍ギャザーブラウス27,000円、ヤナギ レザー コンビバッグ63,720円、スエード スト
ラップサンダル22,680円（すべてANAYI）／エッセンス オブ アナイ トウキョウ（ガレリア2F） TEL.03-5647-8303

ニューシーズンのお洒落は靴とバッグのセレクトから。デザインコンシャスな色使いと、ぽってりとしたフォルムが新鮮
なクリアバッグは、シンプルなスタイルに合わせるだけでモード感がグッとアップ。今季も引き続き人気のショート
ブーツは、黒×赤の２色使いのヒールと甲のベルトがアクセント。スタイリングしやすい軽やかなデニム素材も
魅力。エッジの効いた技ありアイテムで、春の着こなしをアップデートしてみては。バッグ50,760円（ROSA.K）、ブーツ
88,560円（STEPHEN）※ブーツは2月下旬入荷予定／ヴィア バス ストップ（ガレリア2F） TEL.03-5413-3696

Ron Herman

shiro

essence of
ANAYI TOKYO

VIA BUS STOP

2/16（土）
OPEN

虚構大学2019年入学試験 by六本木未来会議

オーストリアのリンツ市で、40年にわたり「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」を提案し続ける
世界的なクリエイティブ機関。毎年リンツ市で開催される
「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」には、世界中から
最先端のメディアアートとテクノロジーが集結。
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お楽しみください。

いつも美しい花と過ごせる
ハンドメイドのアイスフラワー

「Slick & Chic」な世界観を体現した日本旗艦店

ユニセックスでジャンルレスな高感度アイテム

JOSEPH
ジョゼフ

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

70年代のエレガントなイタリア女性
にインスパイアされた、今シーズンの
新作“マルガリータ”コレクションが登
場。ヘレンカミンスキーの職人技で、 
ラフィアクロシェとレザーを組み合わせ
た美しいハットやバッグです。

19年春夏コレクション
新作“マルガリータ”

Davidoff of Geneva / Salon des Parfums
（ダビドフ オブ ジュネーブ / サロン デ パルファム／ガレリア1F）
TEL.03-5413-0093

「チュボス セレクション」がモダンなパッケー
ジでリニューアル。ダビドフのベストセラーシ
ガーを納めたアソートで、ギフトはもちろん、初 
心者の方にもおすすめ。上質なプレミアム 
シガーの味わいをご堪能ください。

ベストセラーシガーをセレクトした
美しくモダンなアソート

2月16日（土）～3月10日（日）
期間限定ショップ

ダビドフ チュボス セレクション 9,750円

ACHERON（HAT） 41,040円、
ALBISOLA（BAG） 41,040円 

上質な毎日を彩る注目のニューショップ 

ガレリア2F／メンズ・レディス
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-5413-7889

ガレリア1F／メンズ・レディス
営業時間 11：00～21：00　TEL.03-3408-6705

移転
リニューアル
OPEN

CABaN
キャバン

［主催］東京ミッドタウン　［特別協力］アルスエレクトロニカ　
［助成］公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

ワークショップ、トーク参加方法：「未来の学校祭」 特設サイトよりお申し込みください。   http://www.tokyo-midtown.com/jp/event/school_future/

BRAND  NEW SPRING
東京ミッドタウンで叶える、春の最旬スタイル

軽やかな、大人の洗練カジュアル

厳選素材のコスメでつくる春素肌

フラワーモチーフで春を纏う

モードな最旬バッグ＆シューズ

裾のフレアがキュートなホワイトデニムや、インディゴデニムはこの春のマストハブ。素材と軽さが人気の〈ステート オブ 
エスケープ〉のトートバッグにパステルカラーのリネンストールなど旬アイテムを効かせて、西海岸発大人カジュアルの完
成。ホワイトデニム28,080円（Ron Herman）、インディゴスキニーデニム24,840円（RH Vintage）、バッグ42,120円

（STATE OF ESCAPE）、サンダル85,320円（CANFORA）、ストール・ピンク31,320円（ASAUCE MELER for Ron 
Herman）、ギンガムチェック31,860円（ASAUCE MELER）／ロンハーマン（ガーデンテラスB1） TEL.03-6447-0561

センシティブな春の素肌には、自然由来の化粧品を。この春新登場のリップは、つけている間も唇をケアしてくれる
ジンジャー配合。北海道産 “がごめ昆布”を使用した保湿力の高い化粧水や、アマニ油100%のオイルなど、肌タ
イプ別でセレクトを。中央のジンジャーリップバター各4,104円 ※3/7（木）発売、右上から時計回りに、がごめ昆布
化粧水（120ml）2,376円、サンケアローション（50ml）7,344円、亜麻スキンケアオイル（60ml）3,024円、酒かす化
粧水（120ml）4,104円、ラワンぶきフェイスクリーム（50g）5,184円／シロ（ガレリア3F） TEL.03-3403-4646

春の定番フラワーモチーフのブラウスは、胸元から袖にかけてのほどよい透け感が今年風。３色で施したボタニ
カル柄のチュール刺繍と、センターバックでリボンを結ぶ首元のデザインが甘すぎず華やか。異素材コンビのエレ
ガントなバッグと、足もとを美しく魅せる涼しげなネイビーカラーのサンダルを合わせれば、レディなムード漂う春
の装い。チュールフラワー刺繍ギャザーブラウス27,000円、ヤナギ レザー コンビバッグ63,720円、スエード スト
ラップサンダル22,680円（すべてANAYI）／エッセンス オブ アナイ トウキョウ（ガレリア2F） TEL.03-5647-8303

ニューシーズンのお洒落は靴とバッグのセレクトから。デザインコンシャスな色使いと、ぽってりとしたフォルムが新鮮
なクリアバッグは、シンプルなスタイルに合わせるだけでモード感がグッとアップ。今季も引き続き人気のショート
ブーツは、黒×赤の２色使いのヒールと甲のベルトがアクセント。スタイリングしやすい軽やかなデニム素材も
魅力。エッジの効いた技ありアイテムで、春の着こなしをアップデートしてみては。バッグ50,760円（ROSA.K）、ブーツ
88,560円（STEPHEN）※ブーツは2月下旬入荷予定／ヴィア バス ストップ（ガレリア2F） TEL.03-5413-3696

Ron Herman

shiro

essence of
ANAYI TOKYO

VIA BUS STOP

2/16（土）
OPEN

虚構大学2019年入学試験 by六本木未来会議

オーストリアのリンツ市で、40年にわたり「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」を提案し続ける
世界的なクリエイティブ機関。毎年リンツ市で開催される
「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」には、世界中から
最先端のメディアアートとテクノロジーが集結。
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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
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◀駐車場入り口

東京ミッドタウンカード会員様へ大切なお知らせ

詳しくは、東京ミッドタウンオフィシャルサイトまで

いつも東京ミッドタウンを
ご愛顧いただきありがとうございます。

2019年春、東京ミッドタウンカードが生まれ変わります。

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）

［お問い合わせ］
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ショップ&レストラン
ガレリア、プラザ、ガーデンテラス

アトリウム、コートヤード

芝生広場、ミッドタウン・ガーデン

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 ICE RINK in Roppongi   開催中–3月3日（日）

Cisco Digital Japan Days 2019
３月５日（火）–９日（土）

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館

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2部 「丘の時代」
 開催中−2月28日（木） 「色彩の聖域 エルンスト・ハース ザ・クリエイション」   3月1日（金）−5月31日（金）

小川誠写真展「3,000ｍのドラマ 北アルプス」★

2月22日（金）–28日（木）
第40回よみうり写真大賞入賞作品発表展★

3月1日（金）–7日（木）

鈴木一雄写真展「サクラニシス」★

3月1日（金）–7日（木）

第70回 中日写真展・東京展★

3月8日（金）–14日（木）
江口愼一写真展「風の詩集」★

2月15日（金）–21日（木）

黒原範雄写真展「自然との邂逅」★

2月22日（金）–28日（木）
林祐介写真展「Beautiful Hokkaido」～大地と生命～★

3月8日（金）–14日（木）
南佐和子写真展「ICELAND」–アイスランド 最果てのドラマ–★

2月15日（金）–21日（木）

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし   開催中–3月31日（日）

「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」   開催中–2月24日（日）

「OBI KONBU」展
開催中–2月18日（月）

「民藝運動フィルムアーカイブ 特別上映イベント」  
2月21日（木）–24日（日）

JAGDAつながりの展覧会 Part 2 チャリティ・アート・タンブラー
開催中–3月10日（日）

AIと共創するグラフィックデザイン
3月15日（金）–29日（金）

「河鍋暁斎」展開催記念 チケット付きランチメニュー  開催中–3月31日（日）

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN   開催中–3月31日（日）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

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

（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。

［ショップ］ ［レストラン］

Facebook 東京ミッドタウン／TOKYO MIDTOWN

入場料  無料
TEL  03-5770-7509
日本グラフィックデザイナー協会
（JAGDA）
http://designhub.jp/

FEBRUARY /  MARCH

河鍋暁斎
その手に描けぬものなし

江口愼一写真展
「風の詩集」

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

開催中～3月31日（日）
10：00～18：00 （入館は17：30まで）
※金・土、および3/20（水）は20:00まで開館

休館日  火曜日（3/26は開館） 
入館料  （当日）一般1,300円、
大学・高校生1,000円、
中学生以下無料 

ART & ENTERTAINMENT EVENTS

Mar

31
Mar

10
Feb

2 民藝 MINGEI
-Another Kind of Art展

※各種割引については
WEBサイトをご覧ください

開催中～2月24日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 

2月15日（金）～21日（木）
10：00～19：00 （入場は18：50まで）

※最終日は16：00まで 

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）

風刺画や妖怪画で海外でも人気の“画鬼”河鍋
暁斎。幕末・明治の動乱期に独自の道を切り
開いた足跡をはじめ、先人たちの作品と真摯
に向き合い、さまざまな流派や画法にも取り
組んだ作画活動の一端を浮き彫りにします。

日本民藝館館長でもある深澤直人が、同館の
所蔵品から146点の民藝を選び抜き、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
ションとなる「Another Kind of Art=民藝」を
紐解いていきます。

障害のあるアーティストの作品をデザインした
タンブラーを展示・チャリティ販売します。製造原価
を除く収益は日本パラリンピアンズ協会に寄付。
デザインの“つなぐ力”で、障害のあるアーティスト
とパラリンピアンを応援します。

マクロレンズの魔術師、江口愼一がとらえた
「小さな自然」。江口が造形の妙や美しい色彩の
綾が見え隠れする世界を感じるままに、心の
フィルターを通して、描き上げた光の絵を堪能
できる写真展です。 

©江口愼一

JAGDAつながりの展覧会
 Part 2

チャリティ・アート・タンブラー
開催中～3月10日（日）

11：00～19：00

鳥獣戯画 猫又と狸  河鍋暁斎 
一面  19世紀

河鍋暁斎記念美術館
［展示期間：3/6（水）～31（日）］

アート：簑田利博
デザイン：古屋友章

MIDTOWN ICE RINK in Roppongi
 開催中～3月3日（日） 11：00～22：00（受付は21：00まで）

 芝生広場
※荒天時は営業を中止する場合があります。 ※イルミネーションの点灯時間は17:00から22:00です。
※イベント等により営業時間が変更になる場合があります。 

Cisco Digital Japan Days 2019
 3月5日（火）～9日（土） 11：00～21：00
 アトリウム（ガレリアB1）、コートヤード

デジタル化とグローバル化が進む、私たちの国ニッポン。“「つなぐ」がつ
くるみんなの未来”をテーマに、未来の街、教育、働き方、スポーツとエン
ターテイメントを体験できる参加型イベントです。お子様から大人まで、
最新のテクノロジーをお楽しみください。
入場料 無料    お問い合わせ シスコシステムズ合同会社Cisco Digital Japan Days 
イベント事務局   Eメール：cisco-event@jevent.com（受付時間 平日9:00～17:30）

 2月15日（金）～3月14日（木）

人気ショコラティエのショコラをはじめ、ケー
キや和菓子、フルーツなど、バレンタインの 
お返しはもちろん、大切な人へのギフトや 
自分へのご褒美にぴったりのスイーツを 
多数ご用意しました。

大切な人へ贈りたいホワイトデーギフト

TOKYO MIDTOWN INTERIOR CAMPAIGN
 開催中～3月31日（日）
期間中は、お得な特典をはじめ、参加店舗ごとにインテリア相談会
やノベルティプレゼント、作品展など、うれしいイベントも実施！ この 
機会にお気に入りの家具や雑貨を見つけてみませんか。

［参加店舗］ IDÉE SHOP／IDÉE CAFÉ PARC、KONCENT、STYLE MEETS PEOPLE、TIME&STYLE MIDTOWN、TLB home、テネリータ、 
中川政七商店街、日本橋 木屋、HARMAN Store、箸長、菱屋カレンブロッソ、HIDA、ファーバーカステル、Flagship 212 KITCHEN STORE、
WISE・WISE tools  ※500円商品券はなくなり次第終了となります。 ※〈中川政七商店街〉は配送料無料サービスの対象外です。 ※特典以外
のキャンペーンやイベントについては、各店舗にお問い合わせください。

TIME & STYLE MIDTOWN（ガレリア3F）

プティベルジュ
2,808円～
サン・フルーツ（ガレリアB1）

ショコロン 6P
3,780円 ※3/2（土）より販売
pâtisserie Sadaharu AOKI paris（ガレリアB1）

TOKYO MIDTOWN WINTER PREMIUM PARTY   開催中–3月3日（日）

TOKYO MIDTOWN White Day   2月15日（金）–3月14日（木）

未来の学校祭
2月21日（木）–24日（日）

未来の学校祭
2月21日（木）–24日（日）

21

Feb

15

シンポジウム
3月17日（日）

MIDTOWN BLOSSOM 2019
3月15日（金）–4月14日（日）

「ユーモアてん。／SENSE OF HUMOR」
3月15日（金）–6月30日（日）

「フレンチ・デザイン展 NO TASTE FOR BAD TASTE」
3月15日（金）–31日（日）

竹内敏信写真展「日本の桜」
NIPPON-NO SAKURA
3月15日（金）–4月3日（水）

03-3475-3100

11：00   21：00 11：00   24：00

入場料  大人（高校生以上）／平日：2,000円、土・休日：2,300円　小人（中学生以下）／平日：
1,500円、土・休日：1,800円 ※付き添いの方は入場料300円　回数券（10枚綴り）大人14,000円  
小人10,000円 ※すべて貸靴料込み。 ※事故防止のため必ず手袋を着用ください。 ※ヘルメットは無料で 
お貸出しいたします。 ※手袋、靴下の販売もしております。
お問い合わせ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL：03-3475-3100（受付時間10：00～21：00）

● 10,800円以上ご購入で配送料無料　● 5,400円以上ご購入で500円商品券プレゼント！（先着順）2大特典

※会期中展示替えがあります 
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

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

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/
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