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TOKYO MIDTOWN
ROPPONGI

AUGUST 2021

GRASS SQUARE

東京ミッドタウンで楽しむ、1 dayアートトリップ

時間によって変化する、光と霧のインスタレーション

MIDTOWN
ART PALETTE

光と霧の
デジタルアート庭園

日中はひんやりとした霧
（ミスト）
に包まれながら
霧と緑のコントラストをお楽しみください。

7.16 Fri.- 9.5 Sun. ▶ 芝生広場

7.16 Fri.- 9.17 Fri.

この夏は東京ミッドタウンで アート三昧 ！

気軽にふらりと立ち寄ることができるアート庭園から

日本美術を本格的に味わう特別展示、アートを感じる
フードまで盛りだくさん。知的好奇心を満たす一日を
東京ミッドタウンで過ごしてみませんか？

［ミッドタウン・ガーデン］

7
MIDTOWN GARDEN
MIDPARK ART LOUNGE
▶ P3

21 _ 21 DESIGN SIGHT

2

東京ミッドタウン
アートマップ

7

ARTWORK

ファナティックス ▶ P5

1

Go to
1 day Art trip

ARTWORK

フラグメントNo.5 ▶ P5

TOKYO MIDTOWN ART MAP

［ミッドタウン・ガーデン］

GRASS SQUARE
光と霧の
デジタルアート庭園
▶ P3
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Hinokicho
Park

緑に囲まれた芝生広場に、
約20×40ｍの巨大な縁側に囲まれたデジタルアート庭園が登場！枯山
水をモチーフにした庭園には、
昼間はひんやりとした霧が漂い、
夕暮れからはダイナミックなデジ
タル花火が足もとに広がります。
霧に包まれた幻想的な空間に、
砂紋や花火をイメージした色とり
どりの光の粒が広がるさまは壮観のひとこと。
毎日18:00から、
15分に1 回行われる砂紋とデジタル
花火の演出は必見です。
ソーシャルディスタンスを考慮した縁側に腰掛けて楽しむ、
新しい夏の
夕涼み。
光と霧が織りなす“アートな日本の夏”を、
ぜひご体験ください。
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Grass Square
18:00からスタートする、枯山水の砂紋をモチーフにした

光の演出。
輝く光の粒が石の周りになめらかな流線と
円を描き出します。

Garden
Terrace

「横尾忠則：The Artists」
「ルール？展」
▶ P6

Midtown
Garden

※荒天中止

［時間］15:00 〜22:00（霧演出）、18:00 〜22:00（砂紋・デジタル花火演出）
［料金］無料 ［制作・演出］博展・WOW ※営業時間は変更する場合があります。
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SUNTORY
MUSEUM of ART
ざわつく日本美術

Midtown
Tower

MIDTOWN GARDEN

3

▶ P4

GALLERIA
SUMMER
ART ZOO
▶ P5

Galleria

TOKYO MIDTOWN
DESIGN HUB

Plaza
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FUJIFILM SQUARE
富士山づくし ▶ P4

7

ARTWORK

ブルーム ▶ P5
［外苑東通り沿い］

緑あふれる屋外ラウンジで満喫！

TOKYO MIDTOWN HALL
北斎づくし

「日本のグラフィックデザイン2021」
▶ P6

Midtown
West

目も舌も喜ぶ、アートなフード＆ドリンクを

▶ P4

MIDPARK
ART LOUNGE
7.16 Fri.- 9.5 Sun. ▶ ミッドタウン・ガーデン

Midtown
East

2

色とりどりのデジタル花火が足もとに広がる幻想的な空間は、
2019年グッドデザイン賞受賞。

※荒天中止

インパクトのある見た
目で
誰かにシェアしたい！

鮎dog 1,000円
鮎のフライをまるごと 1 匹パンにサンドした、
ガリと、
大葉
迫力満点のユニークな鮎dog。
たっぷりのタルタルソースが食欲をそそります。

MIDPARK金魚
（アルコール／モクテル）1,000円
水の中を泳ぐ金魚をモチーフにした
ドリンク。
甘めの味に、
ピリッとした
ミョウガがアクセント。

［時間］16:00〜21:00（平日）、
12:00〜21:00（土日祝・振休 、8/13（金）〜16（月））
※ラストオーダー 20:30 ※営業時間は変更する場合があります。

［運営］株式会社ゼットン
夏恒例、
緑あふれる屋外ラウンジが今年も期間限定で登場！今年は提灯をモチーフに
「TOKYO
したアートが都会の森を彩ります。
夜空に浮かぶ約60 個の“アート提灯”は、
MIDTOWN AWARD 2017」受賞者の田村有斗氏がグラフィックデザインを担当。日本の
夏の情緒とアートを掛け合わせた、
非日常の空間が楽しめます。
さらに
「日本の夏の涼」
を
コンセプトにしたアートなフード＆ドリンクにもご注目！金魚すくいを思わせる和風カク
テルやカラフルなフルーツ生春巻など、
見て美しく、
食べて美味しいメニューが揃います。

7

3種のフルーツ夏巻 1,200円
夏の思い出を描くパレットをモチーフにしたオリジ
ナルの生春巻。
3種類のフルーツに、味噌やワサビ
など和の調味料が絶妙にマッチします。

スイカドッグ
（アルコール／モクテル）1,000円
フレッシュなスイカを使ったベースに
スイカジュースで作った氷を合わせた、
スイカ尽くしのドリンク。

ARTWORK

妙夢 ▶ P5

［プラザ1F］

吟醸モヒート
（アルコール／モクテル）1,000円

イベントの詳細は
オフィシャルサイトをご覧ください▶

晴れた夏の日、
木陰で涼むシーンをイメージ
したカクテル。
木々の緑を彷彿させるミント
を使用して、
清涼感たっぷりに仕上げました。

Take Out Digital Art!

ほかにも食べごたえのあるメニューが勢揃い！

自宅でも「ARアート花火」を楽しもう！

Illustration : Yurikov Kawahiro（BUILDING）

●マスカルポーネクリームのかき氷 各1,250円
（いちご＆紫芋／ほうじ茶＆焼きとうもろこし）

スマホでデジタルアートをテイクアウト

7/16（金）から9/5（日）までの期間、アートの“お持ち帰り”企画を実施。東京
ミッドタウンに点在する5つのARステーションにてスマートフォンでアクセス
（花火のデジタルアート）を打ち上げること
すると、
画面上で
「ARアート花火」

豊かな緑と心地よい風が吹き抜けるラウンジは、
木を囲うウッド
テーブルをはじめ、
ふかふかの芝生に包まれるようなグラスカウチ
やラグジュアリーなソファ席など、自然を感じながらゆっくりと
食事を楽しめる空間。

はもちろん、お持ち帰りもしていただけます。金魚花火や提 灯 花火など、
この夏限定のアートな風物詩をご自宅でもお楽しみください。
※上記マップ上の
マークが AR ステーションです。

●ミッドパークアートラウンジセット 3,300円
（3種の小鉢、
3種のフルーツ夏巻、選べるメイン料理）
●スライスビーフステーキ 1,500円
●ベジフランクdog 1,000円
●黒糖寒天ラテ
（モクテル）650円

「AR アート花火」イメージ

※価格は税込みです。※画像はすべてイメージです。
メニューは変更になる場合があります。※掲載情報は予告なく変更する場合があります。 TOKYO MIDTOWN
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北斎の
絵師・
見！
画狂の 展示は必
聞の
未
代
前

歩けば作品に会える！

東京ミッドタウンの街なかアート

「デジタルアート庭園」と「MIDPARK ART LOUNGE」で現代ならではの

そこかしこにアートが潜む東京ミッドタウン。個性豊かなアートワークをはじめ、

アートを堪能したら、ぐっと時を遡って、歴史ある日本美術に触れてみては

お気に入りの動物を探しに行こう！

この夏限定のアートな動物園が誕生

「北斎づくし」
限定コラボメニュー
「北斎づくし」の期間中、館内10の飲食店で
“映え”度も満点のコラボメニューを限定発売！

「北斎づくし」

北斎のパレットをイメージして、
「神奈川沖浪裏」
の波
しぶきをカラフルに表現したひと皿。
北斎の晩年の地、
長野県小布施市の信州サーモンを使った前菜です。

北斎鱧すし

EAT IN

TAKE OUT

756円

冨嶽三十六景の
「凱風快晴」
、
通称・赤富士をモチーフ
にしたかき氷。
自家製和三盆糖蜜と練乳をかけ、
雪が
うっすらと富士山に積もる様子を再現しています。
葛飾北斎
「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 山口県立萩美術館・浦上記念館蔵
（浦上コレクション）

FUJIFILM SQUARE

※本人のみ、
当日受付での購入のみ有効、
他割引併用不可
※サントリー美術館メンバーズクラブ会員証も半券割引の対象となります。※詳細は各々の公式Webサイトをご確認ください。

「えっ？」
「おっ！」……心がざわつく、
ちょっとユニークな日本美術展

サントリー美術館 開館60周年記念展

ざわつく日本美術

4

「北斎づくし」と併せて鑑賞したい、
巨匠たちが捉えた富士山の姿

富士山づくし
7.21 Wed.- 8.19 Thu.
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FUJIFILM SQUARE ▶ ミッドタウン・ウェスト1F ／ TEL.03-6271-3350
「北斎づくし」
と連携して
「富士山づくし」
展を開催。北斎の
「冨嶽三十六景」オリジナルの複写画
「日本人の魂・冨嶽今昔
（こんじゃく）
像と日本を代表する写真家4 名の作品36点を展示する
と、
北斎へのオマージュとして撮影し、
箔と写真を融合
三十六景〜北斎と4人の巨匠たち〜」
〜悠久の時を旅
させる手法で表現した作品展 織作峰子写真展「Hommage to Hokusai」
して〜の2 本立て。日本の美と最新の写真技術の融合を体感できます。
［時 間］10:00 〜19:00（最終日は14:00まで／入場は閉館10分前まで） ［入場料］無料
https://fujifilmsquare.jp/detail/fuji2021/

7.14 Wed.- 8.29 Sun.

サントリー美術館 ▶ ガレリア3F／ TEL.03-3479-8600
「北斎づくし」
で日本美術や日本の美に触れたら、
さらにその深みへ。
サントリー美術館60周年を記念する展覧会
の第二弾は、
その名も
「ざわつく日本美術」
。
作品を見た時に
「えっ？」
「おっ！」
などと感じる“心のざわめき”を、
作品を
よく見るためのきっかけとして捉えたキュレーションです。サントリー美術館が誇る名品、
珍品、
秘宝から、
時代を
問わず、
もっと見たくなる、
知りたくなる、どこか心にひっかかる展示方法や作品を集めました。
愉しみながら日本
美術のエッセンスを気軽に味わうことができる展覧会です。
［時 間］10:00 〜18:00
（金・土、
7/21（水）、7/22（木・祝）、8/8（日・祝）は
20:00まで開館／入場は閉館30分前まで）
［休館日］火曜
（8/24は開館）
［入場料］一般 1,500円、
大学生・高校生 1,000円、
中学生以下無料
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PROFILE：彫 刻家。北海 道出身。2006 年武 蔵 野 美

SRR 2019

Photo by Kohei Mikami
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TOKYO MIDTOWN

都市に、施設に生命を吹き込む、

ARTWORKS

A!
m

ブルーム

シラゼー・ハウシャリー
＆ピップ・ホーン
（2006）
［外苑東通り沿い］

「山波」撮影:岡田紅陽
収蔵:岡田紅陽写真美術館

南アルプス千枚小屋から
「真紅に燃える朝雲と富士山」
撮影:白簱史朗

Ph

o

フラグメントNo.5

（2006）
フロリアン・クラール
［ミッドタウン・ガーデン］

近年、アートは趣味嗜好という枠を超えて、街を美しくし、人々の心に
働きかけるものとして、
都市を構成する“要素”として捉え始められています。

予感の海へ
五十嵐 威暢
（2006）

東京ミッドタウンは、
実は複合施設にアートを設置するようになった先
駆者的な存在。
空いたスペースにアートを置いたのではなく、アートとの

［ミッドタウン・タワー 1F］

融合を考慮して設計した、アートありきの空間なのです。
施設内に点在

木と墨を使い、
書道のように
描かれた作品には、
船や鳥の
ように広い世界に飛び立つ
イメージが込められています。

ご覧いただけるのは14 の作品。
する合計 20 のアートワークのうち、
世界で活躍するアーティストたちの作品が館内のあちこちで訪
れる人を出迎えます。ぜひ、
宝探し感覚でお気に入りの作品を
見つけてみてください。
これ１
冊でア
ートワ
ークを
丸ごと
楽しめ
る！

ガレリアにちりばめられた小さなギャラリー

好評を博した
『BIRD handbook』の第 2 弾
『ART
として、14 のアートワークを紹介する
handbook』が登場！ぜひ２冊セットで東京
ミッドタウン散策をお楽しみください。

TOKYO MIDTOWN
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あちこちに
ガレリアの
柱を利用
点在する

施設内に点在するアートワークに加え、ガレリアには柱にはめ込まれた
“小さなギャラリー”が設置されています。
ここに展示されているのはガラス
と小彫刻のコレクション。
ガレリアの片隅にいきるアートとデザインが、
新
しい都市生活の楽しみを提案します。

『The ART
handbook 』

ファナティックス
トニー・クラッグ
（2006）

［ミッドタウン・ガーデン］

楕円形とその断面からなる形
に、
人間の横顔を潜ませたタ
ワー。
幾何学的な形の連続に
何を感じるかは、
観る人の自由。

Photo by Hiroshi Kai

「SASSO DI SPECCHIO Ⅲ」「PixCell-Toy-Banana」 「雑草」
須田 悦弘
三嶋 りつ惠
名和 晃平

※会期中展示替えをおこないます。
袋法師絵巻
（部分） 一巻 江戸時代 17 〜 18 世紀 サントリー美術館

芝生広場のアイコニックな存在といえる
210 個 のアルミニウムパーツを使った
巨大なオブジェは、
“地球上ではない天体
のどこかにある洞窟”がテーマ。

▶ 東京ミッドタウン各所

※各インフォメーションにて配布

http://suntory.jp/SMA/

oto
.（ 渡 辺 元 佳）

人々をガーデンに導くための
灯篭ともいえるオブジェ。
もと
はブルーだが、
日の光と経年
によって色の表情が変化。

7/26（月）発行！

「冨嶽三十六景 凱風快晴」
（複写プリント）
葛飾北斎 山口県立萩美術館・
浦上記念館蔵
（チコチンコレクション）

術大学卒業。主に動物をモチーフにした彫刻作品を
発表。
展覧会のほか、
パブリックスペースへの作品
設置やワークショップなども開催。

ガレリア内の 3 カ所に巨 大 壁画あらわる！大きいものは高さ4m 、長さ 13mで

諸所に設置された14のアートワーク

※価格は税込み、
別途サービス料が発生する店舗があります。

それぞれの半券提示で当日入場料から100円引き

受賞した WA!moto.による動物の彫刻がガレリア
1 〜 3Fに登場します。ヒントは…黄色？！

「ART WALL ZOO 2021」
by 大宮エリー

:A

W

1,100円

とらや
▶ガレリアB1 ／ TEL.03-5413-3541

「北斎づくし」×「ざわつく日本美術」半券割引

エリー

to

賞授 賞式にてライブドローイングした作品「お祝いの調べ：直島」
がきっかけで開始。
昨
も好評を博す。
年、
東京ミッドタウンでの個展
「マイ フェイバリット リゾート」

宮川町 水簾
▶ガーデンテラス3F ／ TEL.03-5413-1881

EAT IN

「 TOKYO MIDTOWN AWARD 2013」で優秀賞を

PROFILE：作家、画家。絵画制作は、2012 年にベネッセ福武總一郎氏のモンブラン国際

4,840円

特製氷あずき

葛飾北斎『北斎漫画』十編
浦上満氏蔵

大宮

o
Ph

すべて新作！カラフルでユーモラスな動物が、“人間より大きい”に意味あり。

冨嶽三十六景
「神奈川沖浪裏」
の大波を、
湯引き鱧で
表現した贅沢な創作鱧すし。
会席椀やお造り、
小鉢を
セットにしたスペシャルランチメニューです。

を
代表作
北斎の
開！
一挙公

左：
「青とさんごの海」
（2013）
右：
「花顔1（
」2013）

a

「OBUSE」信州サーモンのミキュイ
EAT IN 1,800円
NIRVANA New York
▶ガーデンテラス1F ／ TEL.03-5647-8305

i Wad a

最新の情報は、展覧会公式サイトをご確認ください。https://hokusai2021.jp/

「 Let's find the Friends!
ミッドタウンにかくれた
どうぶつのともだち」
by WA!moto.( 渡辺元佳 )

人気のローストビーフをたっぷり150g 、
「赤富士」
に
見立てて山盛りにしました
（味噌汁、
漬物、
卵黄付き）
。
このセット限定のシーザードレッシングをかけて召し上がれ。

iros
h

［主 催］
凸版印刷、
日本経済新聞社、
博報堂DYメディアパートナーズ、
テレビ東京、
BSテレビ東京
［お問い合わせ］050-5542-8600
（ハローダイヤル）

カラフルな動物たちをうみだします。どんな動物に出会えるかは、見てのお楽しみ！

お肉の専門店 スギモト
▶ガレリア B1 ／ TEL.03-6804-1329

※小学生未満、
障がい者手帳をお持ちの方とその介助者１名様無料
※事前予約制
（日時指定券）

▶ ガレリア 1・2・3F

アートな動物園が期間限定で登場！大宮エリー氏とWA!moto.（渡辺元佳氏）が、

in

▶ 東京ミッドタウン・ホール

葛飾 北斎の作品が一堂に集結！3 大代表作、
『北斎漫画』
「冨嶽三十六景」
『富嶽百景』
全頁・全点・全図を公開します。
北斎を敬愛する建築家、
田根
剛氏による空間設計と世界最高峰の高精細デジタルデータにより、
作品の
見どころや解説を立体的に配しているのも特徴。
「観る」
だけにとどまら
ない空前絶後の北斎ワールドを展開します。

SUNTORY MUSEUM of ART

7.16 Fri.- 9.5 Sun. ［時間］11:00 〜21:00

ローストビーフマウンテンセット
EAT IN 2,230円

［時 間］11 :00 〜19:00（最終入場は18:30まで）
［休館日］8/10
（火）
、
8/24（火）、9/7（火）
［入場料］一般 1,800円、大学生・専門学校生 1,200円、小中学生・高校生 900円

7.14 Wed.- 9.17 Fri.

SUMMER ART ZOO

シーザ
かけれ ードレッシン
ば「赤
グ
富士」 を
が 完成
！

yH

生誕260年記念企画 特別展

6

:b

実物の絵画とデジタル空間が誘う、
600点を超える空前絶後の北斎展

葛飾北斎『北斎漫画』十二編
浦上満氏蔵

GALLERIA

7.22 Thu.- 9.17 Fri.

TOKYO MIDTOWN HALL

7.22 Thu.- 9.17 Fri.

街を歩けば歩くほど、アートとの素敵な出会いが待っています。

建築家・田根剛氏による
『北斎漫画』
展示プラン
（イメージは構想段階のものです）©Atelier Tsuyoshi Tane Architects

m

3

いかがでしょう？「北斎づくし」と連動したフードも必食です！

今年は館内ウォールや通路が夏限定のアートな動物園に変身！

to

北斎を知る、
日本美術に触れる

Photo by Hirofumi Tani
静岡県裾野市から
「笠雲」 撮影:竹内敏信

©Yukio Ohyama

Hommage to Hokusai ©Mineko Orisaku

※各施設の開館及び展示情報については、
予告なく変更する場合がございます。
最新情報は各施設のオフィシャルサイトよりご確認ください。

※画像はすべてイメージです。※掲載情報は予告なく変更する場合があります。
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TOKYO
MIDTOWN

ART TOPICS

BOOKMARK

東京ミッドタウン発、
アートなトピックス

期間限定ショップ

NEW SHOP OPEN
7.30 Fri. OPEN予定

ここまでに紹介した以外にも、
この夏、東京ミッドタウンはアートな話題でいっぱい！
展覧会からプレゼントまで、知っておきたいアートなトピックスをお届けします。

7.22 Thu. – 9.17 Fri.

ISHIYA GINZA POPUP SHOP

KINEEL

01

キニール

02

インスタ映えも抜群！？

01. カラフルな夏野菜をちりばめ、パレットに見立てた「夏野菜のベジタブルナン」1,500円 NIRVANA New York ／ TEL.03-5647-8305｜02.
コスメのパレットをイメージした、
色鮮やかな「ボンボン ショコラ 12P」4,968円 ※直輸入のため品切れの場合がございます。pâtisserie Sadaharu
AOKI paris ／ TEL.03-5413-7112｜ 03.「フランス産オマールブルー クミン香る大根のコンフィ 甲殻 類のサバイヨンとフィリップ・ミル 東京
のテラスで育ったヴェルヴェーヌのアクセント」
この料理を含むディナーコース 24,200円 ※販売期間 7/22（木・祝）〜8/31（火）フィリップ・ミル 東京
「フィッシュクルード アボカド アヒアマリージョソース」2,200円 UNION
／ TEL.03-5413-3282 ｜ 04.ゴッホの名作「ひまわり」から着想を得た
SQUARE TOKYO ／ TEL.03-5413-7780

04

ART HUNTING

東京ミッドタウンで

#アートハンティング

アートに心が動いたら、カメラに収めて投稿を！
#アートハンティングと@tokyomidtown_officialをタグ
付けしていただいた方のなかから、
素敵な投稿を東京ミッド
タウンのInstagram公式アカウントでご紹介します。

チケット半券サービス

STYLE MEETS PEOPLE

アートをインテリアに、
日々の暮らしの中で楽しむプロジェクト
「ART MEETS
PEOPLE」。46回目の今回はイラストレーター荻原 美里初個展を開催します。空、海、

ブローギングを施した
新作スリッポンローファー

夏の装いに合わせたい
旬素材の新作コレクション

イ ギ リ ス を 代 表 す る 高 級 靴〈 JOHN
LOBB〉から登場した「HOLTON」。シームの

ギンピングとサイドゴアが特徴的な、
時代
を超えて愛されるデザインのローファーで
す。
長く履き続けたい上質な一足は、
幅広い
シーンで活躍する逸品です。

素材にこだわる〈 Felisi COLLECTION 〉
から新作コレクションがお目見え。
旬のメッ
シュ素材や味わい深いリネン混コットンを
主役にした、
定番とはひと味違うラインナップ。
夏の装いに合わせるだけで、
上質な大人っ
ぽさが加わるアイテムです。

HOLTON オックスブラッド 225,500円

Felisi BAG 36,300 円〜

itoya topdrawer

KONCENT

21̲21 DESIGN SIGHT

大切な人への想いを彩る
オリジナル箔押しサービス

使うたびに気分も上がる
ユニークなコップ＆スタンド

二つ折りカードに、
〈伊東屋〉
オリジナルデザ
インの 箔 押しが できる新 サービス「 My
Emblem mini」がスタート。カードは48色、
箔色は6色の中から自由に組み合わせること
ができます。
自分だけのオリジナルカード
で、
大切な人へ想いを伝えてみては。

水がこぼれているかのようなデザインの
コップとコップスタンドには、
“覆水盆に返ら
ず”というメッセージが込められています。
使うたびに
「過ぎたことは水に流そう」
と
気持ちが前向きに。
コップにはうがい薬に
使える目盛付きで、
実用性もばっちりです。

二つ折りカード 各198 円、箔押し代 550 円

オー !! 1,430 円

WISE・WISE tools

サントリー美術館 shop cafe

ワイス ワイス トゥールス
ガレリア3F ／ TEL.03-5647-8355

東京ミッドタウン・デザインハブ

横尾忠則：The Artists

日本のグラフィックデザイン2021
7.16 Fri. - 9.5 Sun.

ギャラリー 3 では、
パリのカルティエ現代美術財団による展覧会
「横尾忠
則：The Artists」を開催。国際的なアーティスト、横尾忠則氏による、
日本初公開となる139 点の肖像画を紹介します。

アジア最大級のデザイン団体、
日本グラフィックデザイン協会
（JAGDA）
が
発行する年鑑
『Graphic Design in Japan』
2021年版の発行を記念し、掲載
空間デザインまで、
日本
作品約300点を展示。雑貨から広告キャンペーン、
のグラフィックデザインの現在を体感することができます。

［時 間］平日 11:00 〜 17:00 、土日祝 11:00 〜 18:00
［休館日］火曜日 ［入場料］無料

間］11:00 〜 19:00 ［休館日］無休 ［入場料］無料
https://designhub.jp/

● ルール？展 ［開催中 - 11.28 Sun.］

● 東京ミッドタウン・デザインハブ・キッズ・ワークショップ2021［8.8 Sun.-22 Sun.］

社会で皆が共生するためのルールを、
ギャラリー 1・2では、
デザインによっていかに形作ることができるのかを探る
「ルール？展」
が開催中。
［入場料］一般 1,200円、
大学生 800円、
高校生 500円、
中学生以下無料

デザイナー、
アーティスト、
デザインに力を入れる団体・企業などが企画する、
デザインハブなら
ではのプログラムを開催。
さまざまなジャンルのデザインやものづくり体験が楽しめます。
※8/17（火）〜 20（金）を除く。※要予約。詳細はデザインハブ公式 Webサイトをご覧ください。

EVENT
TOKYO MIDTOWN 2021 夏の抽選会
8.7 Sat.- 16 Mon. 11:00 〜 20:00
抽選会場：ガレリア3F〈TIME ＆ STYLE MIDTOWN〉
前 渡り廊下

▶

ART GALLERY CALENDAR

金

サントリー美術館

21_21
DESIGN SIGHT

ギャラリー 1＆2

月

火

21
水

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8.1

木・祝 金・祝

土

日

月

火

水

木

金

土

日

2

月

3

火

4

水

5

木

6

金

7

8

9

10

土 日・祝 月・振休 火

11

水

12
木

13
金

14
土

15
日

16
月

17
火

18
水

19
木

ルール？展 ▶ 開催中 – 11/28（日）
横尾忠則：The Artists ▶ 7/21（水）– 10/17（日）

ギャラリー 3

富士フイルム
フォトサロン

展示は最終日
★14:00まで
★★16:00まで

写真歴史
博物館

TOKYO MIDTOWN

日

19 20

サントリー美術館 開館60周年記念展
「ざわつく日本美術」▶ 開催中 – 8/29（日）

東京ミッドタウン・デザインハブ

FUJIFILM
SQUARE

土

18

2021.08

日本のグラフィックデザイン2021 ▶ 7/16（金）– 9/5（日）

キッズ・ワークショップ2021 ▶ 8/8（日・祝）– 22（日）

「魅力発見！日本の世界文化遺産」
「日本人の魂・冨嶽今昔
（こんじゃく）
三十六景」
〜北斎と4人の巨匠たち〜 ▶ 7/21（水）– 8/19（木）
〜写真が語る日本の歴史〜
▶ 開催中 – 7/20
（火）
富士フイルム製品の変遷〜デジタル
カメラとインスタント写真編〜
▶ 7/16
（金）– 20
（火）
写真家がカメラを持って旅に出た
北井一夫「村へ、そして村へ」
▶ 開催中 – 7/19
（月）
PAGE 06
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織作峰子写真展
「Hommage to Hokusai」
〜悠久の時を旅して〜 ▶ 7/21（水）– 8/19（木）

大竹省二
「カラー写真が夢見た時代 COLOR DREAMS」▶ 7/20（火）– 10/19（火）

※各施設の開館及び展示情報については、
予告なく変更する場合がございます。
最新情報は各施設のオフィシャルサイトよりご確認ください。

色とりどりの加賀麩を使った
目にも楽しい和パフェ
しら玉生麩やおやつ麩、おてまり麩 菓子
など、
色とりどりの加賀麩を一度に楽しめる
贅沢な和パフェは、
shop cafe内〈カフェ
加賀麩不室屋〉
の人気メニュー。焼麩や生麩
の食感や味わいを、小倉餡や豆乳アイス、
黒蜜のゼリーが引き立てます。

大阪府富田林市にアトリエを構える岩崎
龍二。
ろくろで作る器ならではのしなやかな
曲線と、
こだわりぬいた釉薬のグラデーション
が魅力です。
他にはない優美な表情の器は、
毎日の食卓をより華やかに。
気品漂う美しい
器たちを、
この機会にご覧ください。

［時

http://www.2121designsight.jp/

サントリービジュツカン ショップ バイ カフェ

ガレリア3F ／ TEL.03-3479-8600

独自の色彩が魅力の陶芸家
岩崎龍二の作品を展示販売
▶ 7.22 Thu. – 28 Wed.

▶ミッドタウン・タワー 5F ／ TEL.03-6743-3776

7.21 Wed. - 10.17 Sun.

7.16 17

コンセント

ガレリア3F ／ TEL.03-6432-9157

木々、
窓からの風景、
いつもの居場所。
五感を研ぎ澄ませ描く日常や旅の記憶は、
観る
人の心象風景に寄り添い、
懐かしさや愛おしさを呼び覚まします。

▶ミッドタウン・ガーデン／ TEL.03-3475-2121

© Tadanori Yokoo

▶ガレリア3F ／ TEL.03-5413-3705

ART MEETS PEOPLE vol.046 7.16 Fri. – 8.8 Sun.
Where I want to live. Where you want to live ?

/
om
n.c
tow
d
i
-m
https://www.tokyo

フェリージ コレクション

ガレリア2F ／ TEL.03-5413-5699

イトーヤ トップドロワー
ガレリア3F ／ TEL.03-3423-1108

Misato Ogihara Exhibition/荻原 美里 個展

jp
/s
ho
ps
/in
fo/
ticke
t/

※詳細はオフィシャルサイトを
ご覧ください。

Felisi COLLECTION

ジョンロブ
ガレリア1F ／ TEL.03-6459-2425

もっとアートを楽しもう！

東京ミッドタウン・ホール、
サントリー
美術館、
21_21 DESIGN SIGHT、国立
新美術館の展覧会観 覧券（半 券）を
東京ミッドタウン内の対象ショップ
でご提示いただくと、
お得なサービス
が受けられます。

北海 道の定番土 産「白い恋人」のDNAを
受け継 いだ〈 ISHIYA GINZA 〉のポップ
アップが登場。人気の
「サク ラング・ドシャ」
はもちろん、葛飾北斎とコラボレーション
した期間限定パッケージにも注目です。
サク アソート30枚入（葛飾北斎 冨嶽三十六景
神奈川沖浪裏パッケージ）3,780円

JOHN LOBB

プレゼント＆お得なサービスで

7.22 Thu. - 9.17 Fri.

TEL.070-3316-1487（期間中のみ）

北海道への想いが息づくスイーツと
北斎コラボパッケージに注目

〈京菓子處 鼓月〉
がプロデュースする洋菓子
の、
初めてのカフェ併設ショッ
店
〈KINEEL 〉
プ。
お花のような
「ルフル」
やスペシャリテの
「姫ケーキ」
を、
その場でお楽しみいただけ
ます。
華やかなご褒 美スイーツで優雅な
ティータイムのひとときを。

カフェ、
ショップではアートを感じるフード＆ドリンクを
7/16（金）〜 9/17（金）の「MIDTOWN ART PALETTE」会期中、館内16のレストラン、
をお楽しみください。
フィーチャー。
目も舌も喜ぶ、
五感を刺激するメニューは写真映えも抜群！感性に響く
「ArtなDish」

期間中、
館内で5,000円
（税込）
以上
お買い上げのレシートをご提示いた
「北斎
だいた方、
各日先着100名様に
づくし」
と東京ミッドタウンがコラボ
した限定トランプをプレゼント！
［引換場所］
ガレリア 1Fインフォメー
ション ※なくなり次第終了

ガレリアB1

彩り豊かな京都の洋菓子を
お好みのドリンクと楽しんで

03

食のアトリエ「ArtなDish」

プレゼント

イシヤギンザ ポップアップショップ

スイーツ・カフェ
プラザ B1 ／ TEL.03-6721-1722
［営業時間］11:00-21:00（L.O. 20:00）

〈ザ・リッツ・カールトン東京〉のペア宿泊券や〈NIRVANA New York 〉
のペアお食事券など、
素敵な商品が当たる抽選会を開催。期間中、
館内で5,000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 回まで抽選にご参加いただけます。
また、
1 会 計 100,000円
（税込）
以上の場合は上記の回数から100,000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。
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）

東京ミッドタウン賞

〈NIRVANA New York 〉NIRVANAコースペアチケット ／
〈 LOEFF 〉
〈土屋鞄製造所〉革財布「ナチューラ ヌメ革
LO STUDIOキャンドル／
Lファスナ ー」／〈菱屋カレンブロッソ〉薄マチ 軽量バッグ「上町」／
〈 WISE・WISE tools 〉清井純一 一輪挿し／〈 FRUITS IN LIFE 〉オリ
ジナルタンブラー（500ml）
／
〈 SAKE SHOP 福光屋〉
ミトコンドリア
活躍飲料「VATEN」2 本セット／東京ミッドタウン商品券500円券

不室屋パフェ 1,100円

LIVE
Billboard Live TOKYO
ガーデンテラス４F ／ TEL.03-3405-1133
▶

8.12 Thu.
paris match
杉山洋介が作り出すハイブリッドなサウンドに、
ミズノマリのクールな歌声をのせて
。
リスナーを魅了する
〈paris match〉
2000年のデビュー以来ハイクオリティな
楽曲を世に送り出し続け、
2020年には20周年を記念したアルバム『ROUND 12』
を発表。
2人が贈る、スタイリッシュで華やかな真夏のステージをお見逃しなく。
時間

8/12（木）
1 st ステージ：開場 14:00 ／開演 15:00
2nd ステージ：開場 17:00 ／開演 18:00
入場料

サービスエリア：7,200円
カジュアルエリア：
6,700円 ※ 1ドリンク付き

http://www.billboard-live.com/

※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。

※価格は税込み、
別途サービス料が発生する店舗があります。※画像はすべてイメージです。
メニューは変更になる場合があります。※掲載情報は予告なく変更する場合があります。
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東京ミッドタウンをめぐる人々に聞く

 
vol.08

井上 寛 崇 さん

〈Hirotaka〉デザイナー

自分の人生を重ね合わせ、
憧れを抱いてきた東京ミッドタウン
profile
IT企業に勤務したのち、パリに渡りジュエリーの世界に入る。2010年に
〈Hirotaka〉
の初コレクションを発表。
NYで自身のジュエリーブランド、

セレブリティやファッション関係者に好評を得る。今春、東京ミッド
タウンに4 店舗目となる直営店をオープン。

﹀
︒
自然界の動植物を抽
NY で火がつき︑瞬く間に人気を得た︿ Hirotaka

象化したミニマルでモダンなシェイプに︑
エレガンスとクラフツマン

シップを備えたデザインで知られるジュエリーブランドだ︒
赤坂に長く

住むデザイナーの井上寛崇さんにとって︑
東京ミッドタウンはオープン

前 か ら 見 つ め て き た 特 別 な 場 所 だ と い う︒

東京ミッドタウンの建設が始まったころ︑﹃これからどうやって生きて

﹁パリから帰国してひとり暮らしを始めたのが赤坂︒
それから数年経って

いこう﹄﹃このままでいいのかな﹄
と人生に迷いを抱えていました︒
悩む

自分を傍らに︑
建設はどんどん進んでいく︒
自分を照らし合わせて︑
それ

を見て
﹃がんばろう﹄
と 元 気 をもらっていました︒
憧れをもって眺めて

いた場所に店舗を構えることができたことは︑
本当に感無量ですね﹂

︵場面︶
そんな井上さんにとって︑
記憶に残る東京ミッドタウンの SCENE

は〝 日 々 の 風 景 〟
︒﹁ 頻 繁 に 来 て い ま す し ︑自 分 の 暮 ら し に 根 ざ し た

場所︒
赤坂は緑が多くて住みやすいんですよね︒
歩いているといい気分

転換になり ま す︒ブランドが軌道 にのるまで大変だった時期は︑﹃心が

﹀の
Hirotaka

折れないように﹄と夜中に公園を歩いたこともありました︒隣 接 す る

檜 町 公 園 は 僕 の 汗 も 涙 も 知 っ ています︵笑︶
﹂

思 い 入 れ の あ る 場 所 に 今 春 オ ー プ ン し た 新 店 舗 は︑︿

コンセプトショップのような位置づけだという︒

﹁目の肥えたお客さまの多い立地なので︑
そういった方の想像力をかき

たてて︑
驚きを提供できるような場所にしたいです︒
ジュエリーを商品

というよりアートとして捉えて い る の で ︑店 舗 に も ミ ュ ージアムの

よ う な 感 覚 で い ら し て い た だ け た ら と︒こ こ に は ︑限 定 や 先 行 販 売

東京ミッドタウン店ならで
はの先行販売ジュエリー。
K18のリュクスなシリーズ
で、
写真のイヤーカフやリン
グのほか、
ネックレスやバン
グルも展開。

の コレクションも随時入荷する予定です︒
また︑
コンセプチュアルな

ショップは直径 3.4mの真円が
目印。
「完全な形であり、
みんな
を繋ぐ輪を彷彿とさせる円を
店舗の中心に据えました」と
井上さん。直 線と曲線を効果
的に使った、
エレガンスとイン
ダストリアルな要素をあわせも
つ空間では、
ブランドの世界観
が体感できる。

ジュエリーについては︑
石などのカスタムもご相談いただけるように

Hot topics

したいと考えています︒
アートを日常的に身につける︑
そんな楽しみを

この店舗から発信していきたいですね﹂

モダンアートのミュージアムをイメージした 店内で撮影。
照明
デザイナーによりカスタマイズされた柔らかな光が照らす内装
や抽象彫刻のようなオリジナルの照明は必見。

My favorite 私のSCENEに欠かせないもの

写真上／
「愛用中の文房具はほとん
どがガレリア 3Fの〈ファーバーカス
テル〉
のもの」
と井上さん。
写真 下／2021 秋 冬コレクシ ョン
ルックブックと、
〈ファーバーカステ
ル〉
の 色 鉛 筆で描いたオリジナル
キャラクター
「ジュエリーモンスター」
のステッカー。

「長く赤坂に住んでいる
こともあって、
東京ミッド
タウンは庭のような存在
（笑）。ほぼ毎日来ていま
す。
うちのスタッフとよく
プ ラ ザ 1F の〈 Le Pain
でミーティン
Quotidien〉
グをしています」

Hirotaka▶ TEL.03-6804-2258（ガレリア2F）

3,500 円分をプレゼント！
※Webでお申し込みの場合は、
特典内容が異なります。

さらに、
下記の対象カードからお切替の方限定で

ショップ 11:00 21:00 / レストラン 11:00 24:00

※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。

TOKYO MIDTOWN VIDEOS
東京ミッドタウンの多彩な魅力に
出会える動画サイト

※お切替えの場合、
クレジット番号は変更になります。

お問い合わせ：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（ 11:00 −20:00）
www.tokyo-midtown.com/jp/card/

@tokyomidtown_official

※価格はすべて税込み価格です。※掲載情報・価格は変更になる場合がございます。
予めご了承ください。※画像・イラストはすべてイメージです。
※営業時間や営業状況は予告なく変更する場合がございます。
最新情報は東京ミッドタウンオフィシャルサイトよりご確認ください。

TOKYO MIDTOWN

2021.08
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3 ファミリーマート

← 青山

3

千代田線
乃木坂駅

乃木坂駅前郵便局

P

入口

P

大江戸線
日比谷線
8 六本木駅

入口

三菱UFJ

六本木七丁目

日比谷線
4a
六本木駅

国立新美術館

都立青山公園

飯倉→

外苑東通り

六本木駅前

渋谷↓

三井ショッピングパーク
ポイントをプレゼント！

www.tokyo-midtown.com

1

南北線
六本木一丁目駅

最大

東京ミッドタウン

（受付時間 11:00  20:00）

首都高速3 号渋谷線

お買物に使えるご優待

TEL : 03-3475-3100

港区立
檜町公園

六本木通り

期間中、
「東京ミッドタウンカード
《セゾン》
」
に
新規ご入会・お切替いただくと、
ご入会時の条件により、

お問い合わせ 東京ミッドタウン・コールセンター

檜町公園

開催中〜 8月 31日（火）まで

乃木
坂

新規ご入会・お切替キャンペーン

↑霞ヶ関

↑赤坂

東京ミッドタウンカード
《セゾン》

六本木ヒルズ

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

