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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

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。

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

03-3475-3100

11：00   21：00 11：00   24：00

入場料  無料
TEL  03-6743-3776

（日本デザイン振興会）
http://designhub.jp/

APRI L /  MAY

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

FUJIFILM SQUARE 企画写真展
ゼラチンシルバーセッション

■「藤井 保  広川泰士  平間 至  瀧本幹也」
－すべてはここからはじまった－

■「FUJIFILM ACROS × 39 Photographers」

入場料  無料
TEL  03-6271-3350

http://fujifilmsquare.jp/

4月27日（土）～6月2日（日）
10：00～18：00 （入場は17：30まで）

※金・土、および4/28（日）～5/2（木・休）、5/5（日・祝）は
20:00まで開館※5/25（土）は六本木アートナイトのため

24:00まで開館（いずれも入場は閉館30分前まで）

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS

「ユーモアてん。／
SENSE OF HUMOR」

開催中～6月30日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 
※5/25（土）は六本木アートナイトのため

23:30まで開館（入場は23:00まで） 4月26日（金）～5月9日（木）
10：00～19：00 （入場は18：50まで）

※最終日のみ14:00閉館

開催中～5月8日（水）
11：00～19：00

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）

美しい作品に出会ったときに感じる「背景や制作
過程、作者の意図や想いを知ることで生まれる
感動」と「理由もなく、心が揺さぶられる感動」。
2種類の感動をテーマに、佐藤オオキ率いるデザ
インオフィスnendoが提案する展覧会。日本の美
を左脳と右脳双方の感じ方でお楽しみください。

日本を代表するアートディレクター・浅葉克己
がディレクションを手がける本展は、活動のイ
ンスピレーションのもととなっている国内外の
資料やオブジェクトとともに、浅葉がシンパシー
を感じるデザイナーやアーティストの作品を
展示。時代や国を超えた表現を一望できます。

世界中からあらゆるデザインが集まるグッドデ
ザイン賞。2018年度は4,789件の応募の中から
6つのデザインが大賞とファイナリストに輝き
ました。その独自性、審美性、提案性、完成度に
加え、より良いものに導く
起点となる力に着目し、ファ
イナリストのまなざしの先
にあるものを紹介します。

日本を代表する写真家たちが銀塩フィルム・
印画紙写真ならではの風合いや楽しさを伝え、
銀塩写真表現を次の世代へ繋いでいくことを
目的に活動する、ゼラチンシルバーセッション。
銀塩写真表現の深淵を探求し続ける写真家
たちの作品をご堪能ください。

第1回ゼラチンシルバーセッション
「4人の作家によるネガ交換」のプリント

（2006年）
撮影／広川泰士

プリント／左上：瀧本幹也  右上：藤井 保
　左下：広川泰士  右下：平間 至

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～
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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 
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/

TOKYO MIDTOWN AWARD 2019
アートコンペ作品募集開始！

フラワーアートアワード2019
in TOKYO MIDTOWN

TOKYO MIDTOWN
ゴールデンウィーク抽選会

東京ミッドタウンのパブリックスペース
を舞台に、フランス「アート・フローラル
国際コンクール」日本代表選考会を
兼ねたフラワーアートコンペを開催。
バラのみを使ったスケール感溢れる
作品が出展されます。また今回は20
周年特別企画として「街を活ける！」
を同時開催。ガレリア各所を彩る
独創性に富んだ花のインスタレー
ションをお楽しみください。

期間中、館内で5,400円（税込・レシート合算可）以上お買い上げごとに1回、
最大3回まで、素敵な商品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、1会計
108,000円（税込）以上の場合は上記の回数から108,000円（税込）ごとに、さら
に1回抽選へのチャレンジが可能です。
※詳しくは、オフィシャルサイトをご覧ください。※画像はイメージです。※一部対象外の店舗・施設があります。

TOKYO MIDTOWN AWARD 2019 アートコンペの募集が5月
13日（月）よりスタート！ デザインコンペは6月21日（金）から
募集を開始。皆さまからのご応募をお待ちしています。

「アート・フローラル国際コンクール」
準グランプリ作品

吉本雄一（YUICHI YOSHIMOTO）

※入賞者ひとり（または1組）につき、制作補助金100万円を支給。副賞としてトロフィー
を贈呈 ※賞金総額：790万円（制作補助金含む）。※グランプリ受賞者をUniversity 
of Hawai‘ iのアートプログラムに招聘。

詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。
www.tokyo-midtown.com/jp/award/
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ミッドタウン・ガーデン、
芝生広場、プラザ、ガレリア、
アトリウム、コートヤード、
ミッドタウン・ホールA

ショップ&レストラン
ガレリア、プラザ、ガーデンテラス

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

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館 「色彩の聖域 エルンスト・ハース  ザ・クリエイション」   開催中−5月31日（金）

nendo × Suntory Museum of Art information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美   4月27日（土）–6月2日（日）

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～
開催中–5月8日（水）

紙わざ大賞展 －「紙」の可能性を追求するアートコンペティションー
5月16日（木）–6月5日（水）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

「ユーモアてん。／SENSE OF HUMOR」　開催中–6月30日（日）

POP-UP SHOP「福永紙工×21_21」
開催中–4月22日（月）

バスター・キートン特別上映「キートンの船出」
5月15日（水）–6月3日（月）バスター・キートン特別上映「キートンの蒸気船」　4月26日（金）–5月13日（月）

FUJIFILM SQUARE 企画写真展 ゼラチンシルバーセッション
4月26日（金）–5月9日（木） ※最終日14:00まで

第28回林忠彦賞受賞記念写真展　野村恵子★
「Otari-Pristine Peaks 山霊の庭」 4月19日（金）–25日（木）

山田耕熙写真展「ロイヤルベンガルタイガー★
ーフラジャイルな存在ー」 4月19日（金）–25日（木）

FUJIFILM企画展 GFXシリーズ特別企画  吉村和敏写真展「Du CANADA」
5月10日（金）–23日（木） ※最終日14:00まで

MIDTOWN OPEN THE PARK 2019　4月19日（金）–5月26日（日）

Have A Good Picnic！　4月19日（金）–5月26日（日）

ミッドパーク ヨガ〈夜ヨガ〉  4月23日（火）・24日（水）、5月7日（火）・8日（水）・14日（火）・15日（水）・21日（火）・22日（水）

ミッドパーク ヨガ〈朝ヨガ〉  4月20日（土）・21日（日）、5月11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）

TOKYO MIDTOWN MOTHERʼS DAY  4月25日（木）–5月12日（日）

TOKYO MIDTOWN ゴールデンウィーク抽選会  4月26日（金）–5月6日（月・振休）

テーマ  応募者が自由に設定
募集期間 5月13日（月）～6月3日（月）
審査員   大巻伸嗣、金島隆弘、川上典李子、クワクボリョウタ、

 鈴木康広  ［敬称略／五十音順］
賞   グランプリ（1点）100万円

 準グランプリ（1点） 50万円／優秀賞（4点） 各10万円

アート
コンペ

  開催中～4月21日（日） 11:00～21:00
  ガレリア各所

  4月26日（金）～5月6日（月・振休） 11:00～21:00

ミッドパーク ギャラリー ～こいのぼりコレクション～

アートこいのぼりをつくろう  5月3日（金・祝）–5月5日（日・祝）

こいのぼりくぐり  5月3日（金・祝）–5月6日（月・振休）

アートこいのぼり  4月19日（金）–5月6日（月・振休）

ストリートミュージアム　開催中–5月26日（日）

フラワーアートアワード2019 in TOKYO MIDTOWN　開催中–4月21日（日）

HAWAII MUSIC & LIFE HML FESTIVAL 2019  4月27日（土）–5月6日（月・振休）

goop TOKYO Limited Pop-Up　4月19日（金）–5月26日（日）

Picnic Sheet Exhibition　5月8日（水）–5月26日（日）

抽選会場 ガレリア3F〈TIME & STYLE MIDTOWN〉前 渡り廊下

特賞 〈ザ・リッツ・カールトン東京〉
デラックスルーム ペア宿泊券（1泊2日／朝食付き）
●〈KONCENT〉BALMUDA The Light ●〈Ron Herman〉アポーシア ルームフレグランス
●〈サン・フルーツ〉宮崎県産 宮崎完熟マンゴー ●〈DEAN & DELUCA〉マルバディ オリジ
ナルパンケーキミックス、エミコット メープルシロップアンバー50ml ●〈THANN〉エデン
ブリーズ シャンプー＆コンディショナー トライアルセット ●東京ミッドタウン商品券500円分

東京
ミッドタウン賞

休館日  火曜日（4/30は開館）
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。 紙わざ大賞展

–「紙」の可能性を追求するアートコンペティション–
次回展

 5月16日（木）～6月5日（水）11:00～19:00
紙を素材とした自由な発想と創作をテーマにしたアート
コンペ。歴代の受賞作品約80点が一堂に会します。

東京ミッドタウンカード《セゾン》
新カード デビューキャンペーン

開催中～5月12日（日）

www.tokyo-midtown.com/jp/card/

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］

※お買物券は入会受付時：東京ミッドタウン商品券、カード発行時：セゾンカード専用お買物券となります。
※Webでお申し込みの場合は、特典内容が異なります

期間中、クレジット機能付きポイントカード
「東京ミッドタウンカード《セゾン》」に新規ご入会いただくと、

2,000円分をプレゼント！お買物券

クレジット決済時、100円（税抜）につき2ポイント
特典1 

東京ミッドタウン（六本木）駐車場いつでも１時間無料
特典2 

割引などのご優待サービス
特典3 

審査の視点セミナー
4月19日（金）・26日（金）・5月8日（水）

「ユーモアてん。卓球大会」 5月4日（土・祝）
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merci maman   7,560円
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Tower
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さくら通り

Sakura
Avenue

都会のまん中でハワイの休日を

芝生広場や館内ホールなどを舞台に、最新のハワイアンミュージックと
ライフスタイルを体験できるフェスティバルを開催！ 音楽ライブや 
フラパフォーマンスをはじめ、ファッション、アート、ロコフードまで、今、 
最先端のハワイアンカルチャーが東京ミッドタウンに集結します。

4/27（土）–5/6（月・振休）

HML FESTIVAL 2019
HAWAII MUSIC & LIFE

［エイチエムエル フェスティバル 2019］

［場 所］ 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
［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）

［場 所］ ミッドタウン・ガーデン  ［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

新緑の大地に身も心もゆだねて

広大な芝生広場で開催する人気の屋外ヨガ。
週末は清 し々い空気と太陽のパワーを感じる朝
ヨガ、平日はビルの夜景を眺めながらの夜ヨガで、
リラックスへ誘うひとときを。新緑に身をゆだね、 
心と身体を解き放ってみませんか。

［場 所］ 芝生広場   ［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

ミッドパーク ヨガ

MUSIC & HULA
▶ミッドタウン・ホールA

FOOD & MUSIC
▶芝生広場

ART & SHOPPING
▶アトリウム、コートヤード

開放感溢れる芝生広場は、ハワイアン
フードと音楽を楽しめるエリア。人気の 
ロコフードを味わいながら、フラや音楽 
ライブをご堪能ください。

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
やライブ、フラコンテストなど、ハワイエン
ター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」が初上陸。注目のアートや雑
貨、アパレルを販売するマーケットのほか
ワークショップも開催。

音楽、アート、グルメまで、リアルハワイが集結！

2

5/8（水）–26（日）  1 1:00–21:00 ※荒天中止

グラフィックデザイナー約50人がデザインしたアー
ティスティックなピクニックシートが芝生に並びます。
お気に入りを選んで寝転んだり、お弁当を食べたり、
ご自由にピクニック気分をお楽しみください。

Picnic Sheet 
Exhibition

5新緑の風に遊ぶ

来夏

5/22（水）

4

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
なショップはカフェも併設。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。  

4/19（金）–5/26（日） ※雨天・荒天中止

［場 所］ ミッドタウン・ガーデン   ［席 数］ 80席程度
［主 催］ goop TOKYO

アメリカで話題のgoopが初上陸！

お気に入りの一枚でピクニック！

3

［グープ トウキョウ リミテッド ポップアップ］

平    日   1 1:00–20:00（L.O. 19:30）
土日祝   1 1:00–22:00（L.O. 21:30）

朝ヨガ   9:45–1 1:00（75分）
夜ヨガ   19:30–20:30（60分）

goopのオリジナルレシピをベースに、カリフォルニアスタイルの 
メニューを八芳園とのコラボで提供。長く愛用できて、何度も着たく
なるような贅沢なワードローブ。イタリアとアメリカで生まれ、最高
級の素材を使ったコレクション。goop by Juice Beautyのスキン 
ケアは、有効的でオーガニックな成分をハイテク処方し、即効性と
持続性を実現。

FOODS   FASHION   BEAUTY

▶詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。     www.tokyo-midtown.com/jp/event/openthepark/ 

館内のカフェやレストランでは、ピク
ニックにぴったりのテイクアウトメ
ニューやハワイにちなんだトロピカル
メニューをご用意。青空と新緑に囲ま
れて、とっておきのランチを楽しんで！

※講師スケジュール、雨天時の実施状況は、東京ミッドタウンオフィシャル
サイトをご覧ください。 ※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。  ※講師は変更になる可能性がございます。

オープンザパーク期間中は芝生広場を開放します。
※夜間帯（23：00～翌5：00）はご利用いただけません。 
※イベント、及びメンテナンス時はご利用いただけない場合もございます。

14名の人気講師が日替わりでレッスン！

野沢和香

5/11（土） 
黒川ナミタ

5/21（火）

オムライス 650円（右）、
たまごサンド 1ヶ360円（下）
RECIPE & MARKET
（ガレリアB1）

トロピカル ジェリー パフェ
1,000円
PALETAS（ガレリアB1）
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関本明子「かくれんぼ」

［ピクニックシート エキシビション］

SHOP  INFORMATION

diptyque 六本木 Davidoff of Geneva / Salon des Parfums
（ディプティック ロッポンギ／ガレリア1F）
TEL. 03-6804-5415

（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

ニンフミンテが登場する神話からインスパイア 
され誕生した“オー ド ミンテ”。マニッシュな 
印象のフゼアノートを、ミントを用いることで 
女性も纏える爽やかな香りに。これからの 
季節にぴったりなフレグランスです。 
※4/26（金）より販売

ウィンストン チャーチル シリーズから、新たに
多地域のタバコ葉をブレンドした葉巻が登場し
ました。ウッド、大地、スパイスの香りに始まり、 
やがてクリーム、コーヒー、ナッツの甘みが現れ、 
最後の3分の1にはレザーと塩キャラメルの風
味が加わる複雑な香りと余韻を堪能できます。

ユニセックスで使える
爽やかなニューフレグランスnendo house 初のリアルショップが登場！

限定数8,000箱の
コレクターズアイテム登場

プレインピープル STYLE MEETS PEOPLE
（ガレリア2F）
TEL.03-6804-5158

（スタイル ミーツ ピープル／ガレリア3F）
TEL.03-5413-3705

室町時代に始まったといわれる、大分県が 
誇る伝統工芸・別府竹細工のカトラリーや 
バッグをご紹介します。4月26日は、〈竹工房 
オンセ〉主催の高江雅人によるお箸の名入れ
サービスを実施。この機会に美しい竹細工の
魅力に触れてみませんか。

美しく独特の光沢と風合いを持つリネン生地。 
「糸が本来持つ強さ、秘めた力や美しさ」のメッ
セージをこめて織り上げたのは、滋賀県出身在
住の近江上布の伝統工芸士、山西盛隆。布
への真摯な想い、姿勢、愛情が溢れる作品の
数 を々ご覧ください。

美しく、モダンで実用的な
別府竹細工

山西盛隆作品展
–EMOTIONAL TEXTILES

  ▶4月26日（金）～5月6日（月・振休）   ▶4月27日（土）～5月26日（日）

期間中、本紙掲載商品またはガレリアB1 竹林スペース展示商品をお買い上げの方は配送料を無料とさせていただきます。対象商品は、オフィシャルサイトをご覧ください。母の日ギフト
送料無料サービス

母の日ギフトボックス   8,478円
（サンスクリーンハイプロテクトSPF50、ジャスミンシャワークリーム）   

THANN

タン  ガレリア2F／TEL.03-3403-5105

紫外線による乾燥から素肌を守る美容成分配合の日焼け止め乳液と、甘く
華やかなジャスミンがほのかに香るシャワークリーム。美しさにより磨きをかける
アイテムをセットにしたギフトボックスです。

東京香堂 お香 LOTUS DU JAPON／蓮（65本）   5,400円
STYLE MEETS PEOPLE

スタイル ミーツ ピープル  ガレリア3F／TEL.03-5413-3705

南仏グラースから天然香料を取り寄せて調香した蓮の香りのインセンスと 
香立てのセット。フローラルで女性らしい甘さと気品ある香りがふんわりと漂い
ます。母の日に心安らぐリラックスタイムをプレゼント。

tamaki niime 播州織ショール   各6,480円
菱屋カレンブロッソ

 ガレリア3F／TEL.03-5413-0638

綿花の栽培から糸づくり、染色、織りまでの全工程を一貫して行う“播州織”で
作られたショール。デザイナー玉木新雌が染めから手がけた、彩り豊かで肌 
触りの良いショールはすべて一点物。お母様にぴったりの一枚を選んで。

※複数商品や複数店舗でのレシート合算は対象外となります。 ※本サービスは佐川急便での配送となります。配送状況によりお届けできない地域（クール便含む）、また指定日にお届けできない場合もございます。予めご了承ください。 
詳しくはお買い上げ店舗にてお問い合わせください。 ※国内配送のみ対象となります。 

レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ

 ガレリアB1／TEL.03-6721-1088

艶やかなダリアと季節の花をメインに、バラやカーネーションなどピンクの花 を々 
あしらったフラワーバスケット。母の日にふさわしい華やかなアレンジメントで、 
日頃の感謝の気持ちを伝えて。

※5/8（水）までに要予約。配送は5/9（木）～12（日）のいずれかにご到着。 
※写真は一例です。季節のお花は変更する場合がございます。

砂時計型ディフューザー ローズ   23,760円
diptyque 六本木

ディプティック ロッポンギ  ガレリア1F／TEL.03-6804-5415

香りをとじ込めた砂時計型のディフューザー。上下を反転させると中のフレグ
ランスが一滴、また一滴としたたり落ち、メタルの透かし模様からローズの香りが
ゆったりと広がります。オブジェとしても楽しめる優美なデザインも魅力。

KAORU急須   7,236円
TIME & STYLE MIDTOWN

タイム アンド スタイル ミッドタウン  ガレリア3F／TEL.03-5413-3501

西洋と東洋の感性を融合し、シンプルでモダンなフォルムに仕上げた波佐見焼の
ティーポット。注ぎ口の切れや重さを感じさせない持ち手のデザインなど、日本の
製陶技術の粋を集めた逸品。お気に入りの茶葉を添えてプレゼントしてみては。

BIANCA   各20,520円
HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキー  ガレリア2F／TEL.03-3470-3341

高品質のラフィアを使用したオーストラリアの帽子ブランド〈ヘレンカミンス
キー〉からは、バイザー“BIANCA”をセレクト。スタイリッシュなデザインはもちろん
UPF50+とUV効果も高く、これからの季節に大活躍するアイテムです。

東京ミッドタウン店限定母の日限定

サントリー美術館「information or inspiration？ 
左脳と右脳でたのしむ日本の美」

世界から注目されるデザイナー・佐藤オオキ率いるデザインオフィス
nendoのセレクトショップ。新商品をはじめ、限定品のオリジナル
デザインによるベアブリックなど、多種多様なアイテムを販売。
ちょっと素敵に変身した日用品は要チェックです。

デザインオフィスnendoとサントリー美術館が企画と展示を手がけた
「information or inspiration？ 左脳と右脳でたのしむ日本の美」が
4月27日（土）より開催されます。こちらもあわせてお楽しみください。

nendo house
（ネンド ハウス／ガレリアB1）
TEL. 080-1031-4079（期間中のみ）

4月27日（土）～6月2日（日）

期間限定ショップ

※展覧会の詳細はP.4をご覧ください。

※価格は税込みです。※写真はすべてイメージです。

オードパルファン オー ド ミンテ
22,140円

ダビドフ ウィンストン チャーチル
リミテッド エディション 2019

72,000円（10本入）

24,840円～

schedule 朝ヨガ　    夜ヨガ

4/20（土）–5/22（水）［うち14日間］
※雨天・荒天中止

KLONG フラワーベース
14,904円（ブラス）／15,984円（シルバー）

HIDA

ヒダ  ガレリア3F／TEL.03-5413-7637

「Äng=草原」と名付けられた美しいフラワーベースは、スウェーデン発のブランド
〈KLONG〉から。ガラスシリンダーの中に入った真鍮のフレームに、生け花のように
植物を差し込んで飾ります。洗練さと機能美を兼ね備えたこだわりのアイテムです。

東京ミッドタウン店限定

アロハシャツ、アロハ柄の
洋服、ハワイアンジュエ
リーを身につけたお客様
には対象店舗でお得な
サービスや特典が受け
られます。

アロハ割

ミッドパーク ヨガのフリー
パスをご提示いただく
と、対象店舗でお得な
サービスや特典が受け
られます。

ヨガ割

4/20
土

5/12
日

5/18
土

5/19
日

4/21
日

5/11
土

4/23
火

5/14
火

5/21
火

5/7
火

4/24
水

5/15
水

5/22
水

5/8
水

同 時
開 催

Have A Good Picnic !
4/19（金）–5/26（日）

ハワイアンランチBOX
1,512円
DEAN & DELUCA
（ガレリアB1）

※開催時間はプログラムごとに異なります。
　オフィシャルサイトをご覧ください。

MOTHER'S DAY
TOKYO MIDTOWN ありが とうの 想 い を カタチ に

03

[H2-H3][H2-H3]

02

2019
年

04
月

12
日

09
時

47
分

　
仕

上
が

り
　

天
地

407-左
右

272（
544）

山
口

下
版

19216-7007
TOKYO M

IDTOW
N SCENE 

2019 5
月

号
TF-Adv

C
om

p_M
45_175

線



merci maman   7,560円

goop TOKYO 
Limited Pop-Up

Hinokicho
Park

港区立檜町公園

Garden
   Terrace
ガーデンテラス

Midtown
East

ミッドタウン・
イースト

Midtown
West

ミッドタウン・
ウェスト

至 乃木坂駅 至 六本木駅外苑東通り

Galleria Gate
ガレリアゲート

Galleria
ガレリア Canopy Square

キャノピー・スクエア

21_21 
Design Sight

Plaza
プラザ

ガーデンテラス

Galleria Gate
ガレリアゲート

Galleria Gate
ガレリアゲート

Galleria Gate

Galleria
ガレリア

Galleria
ガレリア

Galleria

Hinokicho
Park

Hinokicho
Park

Hinokicho
港区立檜町公園

Garden
   Terrace
Garden

   Terrace
Garden

21_21 
Design Sight

21_21 
Design Sight

21_21 

ガーデンテラス

5Design Sight 55
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Midtown
Garden

ミッドタウン・ガーデン

1

2

Canopy Square
キャノピー・スクエア

4

Midtown
East

ミッドタウン・
イースト

Midtown Plaza
プラザ
Plaza
プラザ
Plaza

Canopy Square
キャノピー・スクエア

4

4

4
Grass

    Square
芝生広場

Midtown
Tower

ミッドタウン・タワー

さくら通り

Sakura
Avenue

都会のまん中でハワイの休日を

芝生広場や館内ホールなどを舞台に、最新のハワイアンミュージックと
ライフスタイルを体験できるフェスティバルを開催！ 音楽ライブや 
フラパフォーマンスをはじめ、ファッション、アート、ロコフードまで、今、 
最先端のハワイアンカルチャーが東京ミッドタウンに集結します。

4/27（土）–5/6（月・振休）

HML FESTIVAL 2019
HAWAII MUSIC & LIFE

［エイチエムエル フェスティバル 2019］

［場 所］ 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
［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）

［場 所］ ミッドタウン・ガーデン  ［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

新緑の大地に身も心もゆだねて

広大な芝生広場で開催する人気の屋外ヨガ。
週末は清 し々い空気と太陽のパワーを感じる朝
ヨガ、平日はビルの夜景を眺めながらの夜ヨガで、
リラックスへ誘うひとときを。新緑に身をゆだね、 
心と身体を解き放ってみませんか。

［場 所］ 芝生広場   ［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

ミッドパーク ヨガ

MUSIC & HULA
▶ミッドタウン・ホールA

FOOD & MUSIC
▶芝生広場

ART & SHOPPING
▶アトリウム、コートヤード

開放感溢れる芝生広場は、ハワイアン
フードと音楽を楽しめるエリア。人気の 
ロコフードを味わいながら、フラや音楽 
ライブをご堪能ください。

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
やライブ、フラコンテストなど、ハワイエン
ター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」が初上陸。注目のアートや雑
貨、アパレルを販売するマーケットのほか
ワークショップも開催。

音楽、アート、グルメまで、リアルハワイが集結！

2

5/8（水）–26（日）  1 1:00–21:00 ※荒天中止

グラフィックデザイナー約50人がデザインしたアー
ティスティックなピクニックシートが芝生に並びます。
お気に入りを選んで寝転んだり、お弁当を食べたり、
ご自由にピクニック気分をお楽しみください。

Picnic Sheet 
Exhibition

5新緑の風に遊ぶ

来夏

5/22（水）

4

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
なショップはカフェも併設。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。  

4/19（金）–5/26（日） ※雨天・荒天中止

［場 所］ ミッドタウン・ガーデン   ［席 数］ 80席程度
［主 催］ goop TOKYO

アメリカで話題のgoopが初上陸！

お気に入りの一枚でピクニック！

3

［グープ トウキョウ リミテッド ポップアップ］

平    日   1 1:00–20:00（L.O. 19:30）
土日祝   1 1:00–22:00（L.O. 21:30）

朝ヨガ   9:45–1 1:00（75分）
夜ヨガ   19:30–20:30（60分）

goopのオリジナルレシピをベースに、カリフォルニアスタイルの 
メニューを八芳園とのコラボで提供。長く愛用できて、何度も着たく
なるような贅沢なワードローブ。イタリアとアメリカで生まれ、最高
級の素材を使ったコレクション。goop by Juice Beautyのスキン 
ケアは、有効的でオーガニックな成分をハイテク処方し、即効性と
持続性を実現。

FOODS   FASHION   BEAUTY

▶詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。     www.tokyo-midtown.com/jp/event/openthepark/ 

館内のカフェやレストランでは、ピク
ニックにぴったりのテイクアウトメ
ニューやハワイにちなんだトロピカル
メニューをご用意。青空と新緑に囲ま
れて、とっておきのランチを楽しんで！

※講師スケジュール、雨天時の実施状況は、東京ミッドタウンオフィシャル
サイトをご覧ください。 ※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。  ※講師は変更になる可能性がございます。

オープンザパーク期間中は芝生広場を開放します。
※夜間帯（23：00～翌5：00）はご利用いただけません。 
※イベント、及びメンテナンス時はご利用いただけない場合もございます。

14名の人気講師が日替わりでレッスン！

野沢和香

5/11（土） 
黒川ナミタ

5/21（火）

オムライス 650円（右）、
たまごサンド 1ヶ360円（下）
RECIPE & MARKET
（ガレリアB1）

トロピカル ジェリー パフェ
1,000円
PALETAS（ガレリアB1）

M
ID
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PEN
 TH

E PARK 2019
関本明子「かくれんぼ」

［ピクニックシート エキシビション］

SHOP  INFORMATION

diptyque 六本木 Davidoff of Geneva / Salon des Parfums
（ディプティック ロッポンギ／ガレリア1F）
TEL. 03-6804-5415

（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

ニンフミンテが登場する神話からインスパイア 
され誕生した“オー ド ミンテ”。マニッシュな 
印象のフゼアノートを、ミントを用いることで 
女性も纏える爽やかな香りに。これからの 
季節にぴったりなフレグランスです。 
※4/26（金）より販売

ウィンストン チャーチル シリーズから、新たに
多地域のタバコ葉をブレンドした葉巻が登場し
ました。ウッド、大地、スパイスの香りに始まり、 
やがてクリーム、コーヒー、ナッツの甘みが現れ、 
最後の3分の1にはレザーと塩キャラメルの風
味が加わる複雑な香りと余韻を堪能できます。

ユニセックスで使える
爽やかなニューフレグランスnendo house 初のリアルショップが登場！

限定数8,000箱の
コレクターズアイテム登場

プレインピープル STYLE MEETS PEOPLE
（ガレリア2F）
TEL.03-6804-5158

（スタイル ミーツ ピープル／ガレリア3F）
TEL.03-5413-3705

室町時代に始まったといわれる、大分県が 
誇る伝統工芸・別府竹細工のカトラリーや 
バッグをご紹介します。4月26日は、〈竹工房 
オンセ〉主催の高江雅人によるお箸の名入れ
サービスを実施。この機会に美しい竹細工の
魅力に触れてみませんか。

美しく独特の光沢と風合いを持つリネン生地。 
「糸が本来持つ強さ、秘めた力や美しさ」のメッ
セージをこめて織り上げたのは、滋賀県出身在
住の近江上布の伝統工芸士、山西盛隆。布
への真摯な想い、姿勢、愛情が溢れる作品の
数 を々ご覧ください。

美しく、モダンで実用的な
別府竹細工

山西盛隆作品展
–EMOTIONAL TEXTILES

  ▶4月26日（金）～5月6日（月・振休）   ▶4月27日（土）～5月26日（日）

期間中、本紙掲載商品またはガレリアB1 竹林スペース展示商品をお買い上げの方は配送料を無料とさせていただきます。対象商品は、オフィシャルサイトをご覧ください。母の日ギフト
送料無料サービス

母の日ギフトボックス   8,478円
（サンスクリーンハイプロテクトSPF50、ジャスミンシャワークリーム）   

THANN

タン  ガレリア2F／TEL.03-3403-5105

紫外線による乾燥から素肌を守る美容成分配合の日焼け止め乳液と、甘く
華やかなジャスミンがほのかに香るシャワークリーム。美しさにより磨きをかける
アイテムをセットにしたギフトボックスです。

東京香堂 お香 LOTUS DU JAPON／蓮（65本）   5,400円
STYLE MEETS PEOPLE

スタイル ミーツ ピープル  ガレリア3F／TEL.03-5413-3705

南仏グラースから天然香料を取り寄せて調香した蓮の香りのインセンスと 
香立てのセット。フローラルで女性らしい甘さと気品ある香りがふんわりと漂い
ます。母の日に心安らぐリラックスタイムをプレゼント。

tamaki niime 播州織ショール   各6,480円
菱屋カレンブロッソ

 ガレリア3F／TEL.03-5413-0638

綿花の栽培から糸づくり、染色、織りまでの全工程を一貫して行う“播州織”で
作られたショール。デザイナー玉木新雌が染めから手がけた、彩り豊かで肌 
触りの良いショールはすべて一点物。お母様にぴったりの一枚を選んで。

※複数商品や複数店舗でのレシート合算は対象外となります。 ※本サービスは佐川急便での配送となります。配送状況によりお届けできない地域（クール便含む）、また指定日にお届けできない場合もございます。予めご了承ください。 
詳しくはお買い上げ店舗にてお問い合わせください。 ※国内配送のみ対象となります。 

レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ

 ガレリアB1／TEL.03-6721-1088

艶やかなダリアと季節の花をメインに、バラやカーネーションなどピンクの花 を々 
あしらったフラワーバスケット。母の日にふさわしい華やかなアレンジメントで、 
日頃の感謝の気持ちを伝えて。

※5/8（水）までに要予約。配送は5/9（木）～12（日）のいずれかにご到着。 
※写真は一例です。季節のお花は変更する場合がございます。

砂時計型ディフューザー ローズ   23,760円
diptyque 六本木

ディプティック ロッポンギ  ガレリア1F／TEL.03-6804-5415

香りをとじ込めた砂時計型のディフューザー。上下を反転させると中のフレグ
ランスが一滴、また一滴としたたり落ち、メタルの透かし模様からローズの香りが
ゆったりと広がります。オブジェとしても楽しめる優美なデザインも魅力。

KAORU急須   7,236円
TIME & STYLE MIDTOWN

タイム アンド スタイル ミッドタウン  ガレリア3F／TEL.03-5413-3501

西洋と東洋の感性を融合し、シンプルでモダンなフォルムに仕上げた波佐見焼の
ティーポット。注ぎ口の切れや重さを感じさせない持ち手のデザインなど、日本の
製陶技術の粋を集めた逸品。お気に入りの茶葉を添えてプレゼントしてみては。

BIANCA   各20,520円
HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキー  ガレリア2F／TEL.03-3470-3341

高品質のラフィアを使用したオーストラリアの帽子ブランド〈ヘレンカミンス
キー〉からは、バイザー“BIANCA”をセレクト。スタイリッシュなデザインはもちろん
UPF50+とUV効果も高く、これからの季節に大活躍するアイテムです。

東京ミッドタウン店限定母の日限定

サントリー美術館「information or inspiration？ 
左脳と右脳でたのしむ日本の美」

世界から注目されるデザイナー・佐藤オオキ率いるデザインオフィス
nendoのセレクトショップ。新商品をはじめ、限定品のオリジナル
デザインによるベアブリックなど、多種多様なアイテムを販売。
ちょっと素敵に変身した日用品は要チェックです。

デザインオフィスnendoとサントリー美術館が企画と展示を手がけた
「information or inspiration？ 左脳と右脳でたのしむ日本の美」が
4月27日（土）より開催されます。こちらもあわせてお楽しみください。

nendo house
（ネンド ハウス／ガレリアB1）
TEL. 080-1031-4079（期間中のみ）

4月27日（土）～6月2日（日）

期間限定ショップ

※展覧会の詳細はP.4をご覧ください。

※価格は税込みです。※写真はすべてイメージです。

オードパルファン オー ド ミンテ
22,140円

ダビドフ ウィンストン チャーチル
リミテッド エディション 2019

72,000円（10本入）

24,840円～

schedule 朝ヨガ　    夜ヨガ

4/20（土）–5/22（水）［うち14日間］
※雨天・荒天中止

KLONG フラワーベース
14,904円（ブラス）／15,984円（シルバー）

HIDA

ヒダ  ガレリア3F／TEL.03-5413-7637

「Äng=草原」と名付けられた美しいフラワーベースは、スウェーデン発のブランド
〈KLONG〉から。ガラスシリンダーの中に入った真鍮のフレームに、生け花のように
植物を差し込んで飾ります。洗練さと機能美を兼ね備えたこだわりのアイテムです。

東京ミッドタウン店限定

アロハシャツ、アロハ柄の
洋服、ハワイアンジュエ
リーを身につけたお客様
には対象店舗でお得な
サービスや特典が受け
られます。

アロハ割

ミッドパーク ヨガのフリー
パスをご提示いただく
と、対象店舗でお得な
サービスや特典が受け
られます。

ヨガ割

4/20
土

5/12
日

5/18
土

5/19
日

4/21
日

5/11
土

4/23
火

5/14
火

5/21
火

5/7
火

4/24
水

5/15
水

5/22
水

5/8
水

同 時
開 催

Have A Good Picnic !
4/19（金）–5/26（日）

ハワイアンランチBOX
1,512円
DEAN & DELUCA
（ガレリアB1）

※開催時間はプログラムごとに異なります。
　オフィシャルサイトをご覧ください。

MOTHER'S DAY
TOKYO MIDTOWN ありが とうの 想 い を カタチ に
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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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東京ミッドタウン西

日本学術会議前

東京ミッドタウン前

六本木駅前

六本木七丁目

檜町公園

六本木

大江戸線
日比谷線
六本木
※地下通路直結

南北線
六本木一丁目

日比谷線
六本木

三菱UFJファミリーマート

乃木坂駅前郵便局
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千代田線
乃木坂 3

8

1
港区立檜町公園

◀駐車場入り口

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。

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

03-3475-3100

11：00   21：00 11：00   24：00

入場料  無料
TEL  03-6743-3776

（日本デザイン振興会）
http://designhub.jp/

APRI L /  MAY

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

FUJIFILM SQUARE 企画写真展
ゼラチンシルバーセッション

■「藤井 保  広川泰士  平間 至  瀧本幹也」
－すべてはここからはじまった－

■「FUJIFILM ACROS × 39 Photographers」

入場料  無料
TEL  03-6271-3350

http://fujifilmsquare.jp/

4月27日（土）～6月2日（日）
10：00～18：00 （入場は17：30まで）

※金・土、および4/28（日）～5/2（木・休）、5/5（日・祝）は
20:00まで開館※5/25（土）は六本木アートナイトのため

24:00まで開館（いずれも入場は閉館30分前まで）

ART & ENTERTAINMENT   EVENTS

「ユーモアてん。／
SENSE OF HUMOR」

開催中～6月30日（日）
10：00～19：00 （入場は18：30まで） 
※5/25（土）は六本木アートナイトのため

23:30まで開館（入場は23:00まで） 4月26日（金）～5月9日（木）
10：00～19：00 （入場は18：50まで）

※最終日のみ14:00閉館

開催中～5月8日（水）
11：00～19：00

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）

美しい作品に出会ったときに感じる「背景や制作
過程、作者の意図や想いを知ることで生まれる
感動」と「理由もなく、心が揺さぶられる感動」。
2種類の感動をテーマに、佐藤オオキ率いるデザ
インオフィスnendoが提案する展覧会。日本の美
を左脳と右脳双方の感じ方でお楽しみください。

日本を代表するアートディレクター・浅葉克己
がディレクションを手がける本展は、活動のイ
ンスピレーションのもととなっている国内外の
資料やオブジェクトとともに、浅葉がシンパシー
を感じるデザイナーやアーティストの作品を
展示。時代や国を超えた表現を一望できます。

世界中からあらゆるデザインが集まるグッドデ
ザイン賞。2018年度は4,789件の応募の中から
6つのデザインが大賞とファイナリストに輝き
ました。その独自性、審美性、提案性、完成度に
加え、より良いものに導く
起点となる力に着目し、ファ
イナリストのまなざしの先
にあるものを紹介します。

日本を代表する写真家たちが銀塩フィルム・
印画紙写真ならではの風合いや楽しさを伝え、
銀塩写真表現を次の世代へ繋いでいくことを
目的に活動する、ゼラチンシルバーセッション。
銀塩写真表現の深淵を探求し続ける写真家
たちの作品をご堪能ください。

第1回ゼラチンシルバーセッション
「4人の作家によるネガ交換」のプリント

（2006年）
撮影／広川泰士

プリント／左上：瀧本幹也  右上：藤井 保
　左下：広川泰士  右下：平間 至

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～

Jun

30
May

8

APR

Jun

27

2

Apr

May

26

9

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 
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/

TOKYO MIDTOWN AWARD 2019
アートコンペ作品募集開始！

フラワーアートアワード2019
in TOKYO MIDTOWN

TOKYO MIDTOWN
ゴールデンウィーク抽選会

東京ミッドタウンのパブリックスペース
を舞台に、フランス「アート・フローラル
国際コンクール」日本代表選考会を
兼ねたフラワーアートコンペを開催。
バラのみを使ったスケール感溢れる
作品が出展されます。また今回は20
周年特別企画として「街を活ける！」
を同時開催。ガレリア各所を彩る
独創性に富んだ花のインスタレー
ションをお楽しみください。

期間中、館内で5,400円（税込・レシート合算可）以上お買い上げごとに1回、
最大3回まで、素敵な商品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、1会計
108,000円（税込）以上の場合は上記の回数から108,000円（税込）ごとに、さら
に1回抽選へのチャレンジが可能です。
※詳しくは、オフィシャルサイトをご覧ください。※画像はイメージです。※一部対象外の店舗・施設があります。

TOKYO MIDTOWN AWARD 2019 アートコンペの募集が5月
13日（月）よりスタート！ デザインコンペは6月21日（金）から
募集を開始。皆さまからのご応募をお待ちしています。

「アート・フローラル国際コンクール」
準グランプリ作品

吉本雄一（YUICHI YOSHIMOTO）

※入賞者ひとり（または1組）につき、制作補助金100万円を支給。副賞としてトロフィー
を贈呈 ※賞金総額：790万円（制作補助金含む）。※グランプリ受賞者をUniversity 
of Hawai‘ iのアートプログラムに招聘。

詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。
www.tokyo-midtown.com/jp/award/

EVENT CALENDAR
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ミッドタウン・ガーデン、
芝生広場、プラザ、ガレリア、
アトリウム、コートヤード、
ミッドタウン・ホールA

ショップ&レストラン
ガレリア、プラザ、ガーデンテラス

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

富士フイルム
フォトサロン

写真歴史
博物館 「色彩の聖域 エルンスト・ハース  ザ・クリエイション」   開催中−5月31日（金）

nendo × Suntory Museum of Art information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美   4月27日（土）–6月2日（日）

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～
開催中–5月8日（水）

紙わざ大賞展 －「紙」の可能性を追求するアートコンペティションー
5月16日（木）–6月5日（水）

ギャラリー
1&2

ギャラリー
3

「ユーモアてん。／SENSE OF HUMOR」　開催中–6月30日（日）

POP-UP SHOP「福永紙工×21_21」
開催中–4月22日（月）

バスター・キートン特別上映「キートンの船出」
5月15日（水）–6月3日（月）バスター・キートン特別上映「キートンの蒸気船」　4月26日（金）–5月13日（月）

FUJIFILM SQUARE 企画写真展 ゼラチンシルバーセッション
4月26日（金）–5月9日（木） ※最終日14:00まで

第28回林忠彦賞受賞記念写真展　野村恵子★
「Otari-Pristine Peaks 山霊の庭」 4月19日（金）–25日（木）

山田耕熙写真展「ロイヤルベンガルタイガー★
ーフラジャイルな存在ー」 4月19日（金）–25日（木）

FUJIFILM企画展 GFXシリーズ特別企画  吉村和敏写真展「Du CANADA」
5月10日（金）–23日（木） ※最終日14:00まで

MIDTOWN OPEN THE PARK 2019　4月19日（金）–5月26日（日）

Have A Good Picnic！　4月19日（金）–5月26日（日）

ミッドパーク ヨガ〈夜ヨガ〉  4月23日（火）・24日（水）、5月7日（火）・8日（水）・14日（火）・15日（水）・21日（火）・22日（水）

ミッドパーク ヨガ〈朝ヨガ〉  4月20日（土）・21日（日）、5月11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）

TOKYO MIDTOWN MOTHERʼS DAY  4月25日（木）–5月12日（日）

TOKYO MIDTOWN ゴールデンウィーク抽選会  4月26日（金）–5月6日（月・振休）

テーマ  応募者が自由に設定
募集期間 5月13日（月）～6月3日（月）
審査員   大巻伸嗣、金島隆弘、川上典李子、クワクボリョウタ、

 鈴木康広  ［敬称略／五十音順］
賞   グランプリ（1点）100万円

 準グランプリ（1点） 50万円／優秀賞（4点） 各10万円

アート
コンペ

  開催中～4月21日（日） 11:00～21:00
  ガレリア各所

  4月26日（金）～5月6日（月・振休） 11:00～21:00

ミッドパーク ギャラリー ～こいのぼりコレクション～

アートこいのぼりをつくろう  5月3日（金・祝）–5月5日（日・祝）

こいのぼりくぐり  5月3日（金・祝）–5月6日（月・振休）

アートこいのぼり  4月19日（金）–5月6日（月・振休）

ストリートミュージアム　開催中–5月26日（日）

フラワーアートアワード2019 in TOKYO MIDTOWN　開催中–4月21日（日）

HAWAII MUSIC & LIFE HML FESTIVAL 2019  4月27日（土）–5月6日（月・振休）

goop TOKYO Limited Pop-Up　4月19日（金）–5月26日（日）

Picnic Sheet Exhibition　5月8日（水）–5月26日（日）

抽選会場 ガレリア3F〈TIME & STYLE MIDTOWN〉前 渡り廊下

特賞 〈ザ・リッツ・カールトン東京〉
デラックスルーム ペア宿泊券（1泊2日／朝食付き）
●〈KONCENT〉BALMUDA The Light ●〈Ron Herman〉アポーシア ルームフレグランス
●〈サン・フルーツ〉宮崎県産 宮崎完熟マンゴー ●〈DEAN & DELUCA〉マルバディ オリジ
ナルパンケーキミックス、エミコット メープルシロップアンバー50ml ●〈THANN〉エデン
ブリーズ シャンプー＆コンディショナー トライアルセット ●東京ミッドタウン商品券500円分

東京
ミッドタウン賞

休館日  火曜日（4/30は開館）
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。 紙わざ大賞展

–「紙」の可能性を追求するアートコンペティション–
次回展

 5月16日（木）～6月5日（水）11:00～19:00
紙を素材とした自由な発想と創作をテーマにしたアート
コンペ。歴代の受賞作品約80点が一堂に会します。

東京ミッドタウンカード《セゾン》
新カード デビューキャンペーン

開催中～5月12日（日）

www.tokyo-midtown.com/jp/card/

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］

※お買物券は入会受付時：東京ミッドタウン商品券、カード発行時：セゾンカード専用お買物券となります。
※Webでお申し込みの場合は、特典内容が異なります

期間中、クレジット機能付きポイントカード
「東京ミッドタウンカード《セゾン》」に新規ご入会いただくと、

2,000円分をプレゼント！お買物券

クレジット決済時、100円（税抜）につき2ポイント
特典1 

東京ミッドタウン（六本木）駐車場いつでも１時間無料
特典2 

割引などのご優待サービス
特典3 

審査の視点セミナー
4月19日（金）・26日（金）・5月8日（水）

「ユーモアてん。卓球大会」 5月4日（土・祝）
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