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TEPIA Advanced Technology Gallery

Taro Okamoto Memorial Museum
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先端技術を見て、触って、体
感できる学びのミュージアム
Museum fo r  l ea rn ing  by 
s e e i n g ,  f e e l i n g ,  a n d 
e x p e r i e n c i n g  a d v a n c e d 
technologies

岡本太郎が 1954 年から 40
年以上生活していたアトリエ
兼住居。
An atelier and house where 
Tarō Okamoto lived for over 
40 years from 1954.

日本・東洋古美術の優品を収蔵
する美術館。17,000㎡を超え
る庭園の散策も楽しみのひとつ。
A museum housing outstanding works of Japanese 
and East Asian art. You can also enjoy walking 
through the garden which spreads over 17,000㎡ .

所 港区北青山2-8-44　☎ 03-5474-6128　 ¥️  無料　休️ 月曜（祝日の場合は翌平日）
開️ 9：30～17：00　交 東京メトロ銀座線「外苑前駅」３番出口 徒歩４分
Address : 2-8-44 Kita-Aoyama, Minato City　Open Hours : 9:30 a.m. to 17:00 p.m. ; closed Mon. (or closed Tue. when Mon. is 
nat. hol.)   Admission : Free

所 港区南青山6-1-19　☎ 03-3406-0801　 ¥️  一般620円（520円）、小学生310円（210円）※（　）内は15人以上の団
体料金　休️ 火曜（祝日の場合は開館）・年末年始（12/28～1/4）および保守点検日　開️    10:00～18:00（入館は閉館の30
分前まで）　交 ◯東京メトロ「表参道駅」A5出口 徒歩8分　◯都営バス（渋谷88系統）「南青山6丁目」バス停 徒歩2分 
◯港区コミュニティバス（ちぃばす）青山ルート「南青山6丁目」バス停 徒歩1分
Address : 6-1-19 Minami-Aoyama, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (admittance to 5:30 p.m.); closed Tue. (but open if a nat. hol.)　
Admission : 620 yen (520 yen), adult; 310 yen (210 yen), elementary school age; prices in "()" are discounted per-person fees for groups of 15 or more

所 港区南青山6-5-1　☎ 03-3400-2536　 ¥️  企画展　一般 1,100円（900円）学生（高校生以上）800円（600円）※（　）は20名以上の団体　＊小・中学生以下は無料。＊受付にて障害者手
帳をご呈示いただきますと、ご本人様と同伴者1名様まで、団体料金にてご入館いただけます。　休️  月曜（祝日の場合は翌平日）・展示替期間・年末年始　開️  10：00～17：00 （入館は閉館の30分
前まで）　交  ◯地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線 「表参道」駅下車 A5出口（階段）より徒歩8分／B4出口（階段とエスカレータ）より徒歩10分／B3出口（エレベータまたはエスカレータ）より徒
歩10分　◯都バス渋88 渋谷～新橋駅前行 「南青山6丁目」バス停より 徒歩5分　◯港区コミュニティバス（ちぃばす） 青山ルート 六本木ヒルズ～赤坂見付駅「青南小学校」バス停より徒歩１分
Address : 6-5-1 Minami-Aoyama, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (admittance to 4:30 p.m.); closed Mon. (or closed Tue. when Mon. 
is nat. hol.)  Admission : 1,100 yen (900 yen), adult; 800 yen (600 yen), student; prices in "()" are discounted per-person fees for groups of 20 or more

TEPIA 先端技術館夏イベント
「探求！探検！テクノロジー」
7.2０（土）～8.31（土）
希望者全員が参加できる発見！体
験！ワークブック「めざせ！先端技術
館マスター」や、館内の『虫』達をプ
ログラミングに挑戦しながらゲット
していく「虫取りチャレンジ!!」、事
前申込制の「豪華！夏休みワーク
ショップセレクション」など、特別感
が満載です！（詳細はHP参照）

5億年後の生命体−河口洋一郎：beyond AI
Living Organisms 500 million years after 
– Yoichiro Kawaguchi: Beyond AI
6.26（水）～10.27（日）
Wed. Jun. 26 - Sun. Oct. 27
深海から宇宙まで､5億年過去か
ら5億年未来を時間のベクトルと
して俯

ふ か ん

瞰し強烈なイメージを現
在に映し出す、河口洋一郎の
アート世界。

企画展「優しいほとけ・怖いほとけ」
Museum Collection Exhibition : Merciful Bodhisattvas, Terrifying Deities
7月25日（木）～8月25日（日） Thu. Jul. 25 - Sun. Aug. 25
飛鳥時代から江戸時代に至る仏教絵画・彫刻の優品約35件
を展示し、ほとけの表情とその意味を考える展覧会です。
スライドレクチャー「優しいほとけ・怖いほとけ」 
Slide Lecture：　Merciful Budhisattvas, Terrifying Deities　(in Japanese language only)
8月2日（金）・8月23日（金）いずれも午後2時から約60分
Fri.Aug.2, Fri.Aug.23　Both last about 60 minutes, starting from 14:00
展示内容について当館学芸員がスライドを用いて説明しま
す。（定員130名）
※参加は無料ですが、入館料をお支払い下さい。詳細はＨＰをご覧ください。
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TEPIA Advanced Technology Gallery

Taro Okamoto Memorial Museum

Toraya Akasaka gallery

The National Art Center, Tokyo
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Suntory Museum of Art

Tokyo Midtown Design Hub

FUJIFILM SQUARE

Mori Art Museum

Tokyo Metropolitan Central Library

Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan

Musée Tomo

NHK Museum of Broadcasting

Railway History Exhibition Hall-Old Shimbashi Station

NewsArt（1-3F）

PARK HOTEL TOKYO（25F/31F）

Panasonic Shiodome Museum

The Ad Museum Tokyo

Minato City Local History Museum

Institute for Nature Study, 
National Museum of Nature and Science

Tokyo Metropolitan Teien Art Museum

AJINOMOTO FOUNDATION FOR DIETARY
CULTURE THE DIETARY CULTURE LIBRARY

Museum of Logistics

Maxell Aqua Park Shinagawa

Nezu Museum

NIKON MUSEUM

TUMSAT Museum of Marine Science

Sony ExploraScience

Recommended Minato Collection Cafes
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スタンプラリー対象外 Not in Stamp Rally
スタンプラリー参加館でも休館日は、スタンプを押すことができません
ので、ご注意ください。
Please note that stamps are not available on the closed days of facilities
participating in the stamp rally.
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和菓子のとらや赤坂店内の
ギャラリー
Japanese  Sweets  Maker 
Toraya Akasaka Shop Gallery

建築家・黒川紀章氏の設計に
よる、国内最大級の展示ス
ペースを持つ美術館
An art center with one of the largest 
exhibition spaces in Japan, designed by 
Kisho Kurokawa, a world-famous architect.

デザインの楽しさに触れ、新
鮮な驚きに満ちた体験ができ
る展示施設
A design institution space enabling 
visitors to experience the pleasure of 
designing and creative, exciting activities.

所 港区赤坂4-9-22　☎   03-3408-4121　 ¥️  無料　休️ 7月6日、8月6日
開️ 8：30～19：00（平日）　9：30～18：00（土日祝）交 ○東京メトロ銀座線、丸の内線「赤坂見附」駅A出口　徒歩7分 
○港区コミュニティバス（ちぃばす）青山ルート「豊川稲荷前」バス停　徒歩2分　
Address : 4-9-22 Akasaka, Minato City　Open Hours : 8:30 to 19:00 (Weekdays), 9:30 to 18:00 (Sat., Sun. and nat. hol.）;  
Closed Jul. 6, Aug. 6  Admission : Free

所 港区六本木7-22-2　☎ 03-5777-8600（ハローダイヤル）　 ¥️  展覧会により異なります。詳細はお問い合わせください。 休️ 毎
週火曜（祝日の場合は翌平日）　開️    10:00～18:00、金・土曜は20:00まで、7～9月の金・土曜は21:00まで（入場は閉館の30分前
まで）交 ○東京メトロ千代田線「乃木坂駅」青山霊園方面改札6出口（美術館直結）○東京メトロ日比谷線・都営大江戸線
「六本木駅」7出口 徒歩約4分　○港区コミュニティバス（ちぃばす）赤坂ルート「六本木七丁目」下車  徒歩約4分
Address : 7-22-2 Roppongi, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 6:00 p.m.  during the exhibitions, open Fri. and Sat. to 8:00 p.m. (July ～ Sept. : Fri. and Sat. to 9:00pm)(Last 
admittance : 30 min. before  closing); closed Tue. (if Tue. is nat. hol. open and closed following weekday)　Admission : Varies according to show. (More info: http://www.nact.jp/english/)

所 港区赤坂9-7-6　東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン　☎ 03-3475-2121　 ¥️  一般1,200円、大学生800円、高校
生500円、中学生以下無料　15名以上は各料金から200円引き　障害者手帳をお持ちの方と、その付き添いの方1名は無料　
その他各種割引についてはウェブサイトをご覧ください　休️ 火曜日（10月22日は開館）　開️ 10：00～19：00（入館は閉館
の30分前まで）交 ○都営大江戸線・東京メトロ日比谷線「六本木駅」、千代田線「乃木坂駅」より徒歩5分
Address : Midtown Garden,Tokyo Midtown 9-7-6 Akasaka, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 7:00 p.m.(admittance to 6:30 p.m.); closed Tue. and during exhibition installation　Admission : 1,200 yen, adult; 800 yen, university student; 500 
yen, senior-high school student; free admission for junior-high school student and under; a person with a physical-disability certificate and one attendant will be admitted free of charge. Per-person discount of 200 yen for groups of 15 or more

とらや東京出店 150 周年記念 「千里起風」
Toraya in Tokyo - A journey of 150 years
Senri-Kifu : A Wish for Great Progress
6月14日（金）～9月5日（木）　Fri. Jun. 14 - Thu. Sep. 5
明治2年（1869）、東京遷都にともない、とらやは天皇のお供をして、
京都の店はそのままに東京へ出店。150年の節目を記念する展示。
ギャラリートーク 
Gallery Talk
7月20日（土）　Sat. Jul. 20
13:30〜　約30分　※無料・予約不要
展示で紹介しきれなかったエピソードも加えながら、とら
やの東京の地での歩みをわかりやすく解説します。

ウィーン・モダン　クリムト、シーレ 世紀末への道
Vienna on the Path to Modernism
4月24日（水）～8月5日（月）　Wed. Apr. 24 - Mon. Aug. 5
ウィーンの世紀末文化を、「近代化への過程」という視点から紐
解く、クリムト、シーレ、ヴァーグナー、ロースら
錚々たる顔ぶれによる傑作の饗宴です。
クリスチャン・ボルタンスキー ━ Lifetime 
Christian Boltanski – Lifetime
6月12日（水）～9月2日（月）   Wed. Jun. 12 - Mon. Sep. 2
クリスチャン・ボルタンスキーは現代のフランスを代表する
作家です。本展は約50年間のボルタンスキーの作家活動
の全貌を紹介する日本で初めての大回顧展となります。

虫展 −デザインのお手本−
Insects: Models for Design
7月19日(金) - 11月4日(月・祝)
Fri. Jul. 19 - Mon. Nov. 4
自 然 を 映 し 出 す 存 在 で あ る
「虫」の驚くべき仕組み、構
造、そして知れば知るほど不思
議なその生態を、さまざまな視
点から見つめます。虫の多様性
や人間との関係性を通して、デ
ザインの新たな一面を虫から学
ぶ展覧会です。

大正14年正月の店頭
風景

《ミステリオス》2017年、ビデオプロジェク
ション(HD、約12時間)、3面のスクリーン、
作家蔵(c)Christian Boltanski / ADAGP, 
Paris, 2019, photo(c)Angelika Markul

隈研吾建築都市設計事
務所＋江尻憲泰　新作
イメージ
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建物内の撮影は可。展示室内の撮
影は企画展により異なる。

写真撮影可
（展示内容による）©Masaya Yoshimura
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フジフイルムスクエア

Suntory Museum of Art

Tokyo Midtown Design Hub
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絵画、陶磁、漆
しっこう

工、染
せんしょく

織などの
日本の古美術から東西ガラスま
で、約3,000件の作品を所蔵
Houses approximately 3,000 artworks including paintings, 
ceramics, lacquerware, dyeing, weaving and other Japanese 
antiques, as well as western and eastern glassware.

デザインによって人々をつな
ぎ、動かす情報発信拠点
An information center where 
people are connected and 
motivated through design.

クオリティの高い写真展、写真歴史博物館、
最新のカメラのコーナーやスキンケア商品
のショップなどがある多彩な施設です。
Multi-purpose facility consisting of an exhibition area showcasing 
high-quality photo exhibits, a photography history museum, an 
exhibition of the latest cameras, and a skincare products shop.

所 港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階　☎   03-3479-8600　 ¥️ （当日）一般1,300円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料 （前売）一般1,100
円、大学・高校生800円 ※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名様のみ無料　休️ 火曜日（ただし８月13日は開館） 開️ 10：00～18：00、金・土およ
び7月14日（日）、8月11日（日・祝）は20：00まで（入館は閉館の30分前まで） 交 ○都営大江戸線「六本木駅」出口8直結　○東京メトロ日比谷線「六本木駅」
地下通路にて直結　○東京メトロ千代田線「乃木坂駅」出口3 徒歩約3分 ○港区コミュニティバス（ちぃばす）赤坂ルートバス停「六本木七丁目」「檜町公園」下車　
Address : 3F Tokyo Midtown Galleria 9-7-4 Akasaka, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (admittance to 5:30 p.m.) Note: late opening to 8:00 p.m. on Fri. , Sat.(admittance to 7:30 p.m.);closed 
Tue.(except 8/13)　 Admission : 1,300 yen (1,100 yen), adult; 1,000 yen (800 yen), university/high-school student; free admission for junior-high school student and under;  prices in “()” are for advance tickets

所 港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F　☎ 03-6743-3776　 ¥️  無料　休️ 会期中無休　開️    11:00-19:00
交 ○都営大江戸線「六本木駅」8番出口 直結　○東京メトロ日比谷線「六本木駅」地下通路 直結　○東京メトロ千代田線
「乃木坂駅」3番出口 徒歩約8分
Address : 5F Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka, Minato City　Open Hours : 11:00 a.m. to 7:00 p.m　Admission : Free

所 港区赤坂9-7-3　東京ミッドタウンウェスト　☎ 03-6271-3350　 ¥️  無料　休️ 年末年始（12月29日～1月3日）以外は年
中無休　開️ 10：00～19：00（入館は閉館の10分前まで）交 ○都営大江戸線「六本木駅」８番出口と直結  ○東京メトロ日
比谷線「六本木駅」地下通路より徒歩４分　○東京メトロ千代田線「乃木坂駅」３番出口より徒歩５分
Address : Tokyo Midtown 9-7-3 Akasaka, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 7:00 p.m. (admittance to 6:50 p.m.); Open 
all year round (Except New Year holidays)　Admission : Free

遊びの流儀　遊楽図の系譜
Styles of Play : The History of Merrymaking in Art
6月26日（水）～8月18日（日）
Wed. Jun. 26-Sun. Aug. 18
※会期中展示替あり
日本美術のテーマとなった
「遊び」に注目し、近世初
期の「遊楽図」の名品など
を通して、双六やカルタ、
舞踊やファッションなど男
女が熱中した様々な楽しみ
ごとの変遷をたどります。

日本のグラフィックデザイン 2019
Graphic Design in Japan 2019
6月20日（木）～8月7日（水）　Thu. Jun. 20 - Wed. Aug. 7
身近な雑貨から広告キャンペーン、空間デザインまで約300点
を展示。日本のグラフィックデザインの現在をご覧ください。

東京ミッドタウン・デザインハブ・キッズウィーク 2019 
Tokyo Midtown Design Hub Kids Week 2019
8月2日（金）～11日（日）   Fri. Aug. 2 - Sun. Aug. 11
デザイナーが先生役となって実施するものづくり体験型の
ワークショップなど、デザインハブならではのプログラムが満
載です。 ※要予約。参加費はプログラムにより異なる

【生物がつくる形のふしぎ】写真展「放散虫」
The Wonders of Shapes Made by Living Things, 
Photo Exhibition Radiolaria
8月9日（金）～22日（木）
Fri. Aug. 9 - Thu. Aug. 22
小さな単細胞生物の骨である放散虫
は魅力あふれる美しい造形をもって
います。この「かたち」を見たら、
生命の神秘に思いを馳せ、自然や生
命の力を感じ、見た人の世界を大き
く広げるでしょう。
※参加費　無料

8月6日（火）
小・中学生対象の特別
イベント開催

第21回亀倉雄策賞
地下鉄のCI計画「Osaka 
Metro」  色部義昭

©Keizo Kioku

国宝　婦女遊楽図屛風（松浦屛風）　六曲
一双のうち右隻（部分） 江戸時代　17世紀　
大和文華館 【展示期間7/24～8/18】

放散虫の顕微鏡写真

併
設
の
写
真
歴
史
博
物
館
で
も
写

真
展
を
開
催
中
で
す



6 2019 SUMMER COLLECTION

MAP

MAP

MAP

10

11

12

森美術館

東京都立中央図書館

外務省外交史料館

Mori Art Museum

Tokyo Metropolitan Central Library

Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan

現代アートを中心に多彩な企
画展を開催
Known for Holding Various 
F a s c i n a t i n g  E x h i b i t i o n s 
C e n t e r i n g  a r o u n d 
Contemporary Art

国内最大級の蔵書と司書が、
あなたの「知りたい」をサポー
トします！
Our librarians will help quench 
your thirst for knowledge by 
using our marvelous collection.

幕末以降の代表的な条約書、国書・
親書、外交文書など、日本外交史上
の重要な史料の展示を行っています。
The exhibition displays its diplomatic collections, 
including major treaties, letters from sovereigns 
and notes exchanged from the mid-19th century.

所  港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53F　☎ 03-5777-8600（ハローダイヤル）　 ¥️  一般1,800円　学生（高校・大学生）1,200円　子供（4歳～中学生）
600円　シニア（65歳以上）1,500円　※前売り料金あり、団体料金あり、障害者手帳割引あり　休️  会期中無休　開️  10：00～22：00、火曜日は17：00まで（入館は閉
館の30分前まで）※10/22（火）は22:00まで　交  ○東京メトロ日比谷線 「六本木駅」1C出口　徒歩3分（コンコースにて直結）　○都営大江戸線 「六本木駅」3出口 
徒歩6分   ○都営大江戸線 「麻布十番駅」7出口 徒歩9分　○東京メトロ南北線 「麻布十番駅」4出口 徒歩12分  ○東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」5出口 徒歩10分
Address : 53F Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato City　Open Hours : Daily except Tue. 10:00 a.m. to 10:00 p.m. (admittance until 9:30 p.m.), Tue. 10:00 a.m. to 5:00 p.m. 
(admittance until 4:30 p.m.)　Admission : 1,800 yen, adult; 1,200 yen, university / highschool student; 600 yen, child (age 4 up to junior highschool student); 1,500 yen senior (ages 65 & over)

所 港区南麻布5-7-13 有栖川宮記念公園内　☎ 03-3442-8451　 ¥️  入場無料　休️ 7/19（金）、8/1（木）、8/16（金）　
開️    月曜～金曜10：00～21：00、土曜・日曜・祝日10：00～17：30　特別文庫室は開室時間が異なります。　交 ○東京メ
トロ日比谷線「広尾駅」 徒歩8分　○港区コミュニティバス（ちぃばす）麻布西ルート「愛育クリニック」バス停 徒歩2分
Address : In Arisugawa-no-Miya Memorial Park, 5-7-13 Minami-Azabu, Minato City　Open Hours : Mon. – Fri., 10:00 a.m. to 
9:00 p.m.; Sat., Sun., and hol., 10:00 a.m. to 5:30 p.m. Opening hours vary for Special Collections Room. Check for irregular 
closing by phone or on website; closed 7/19 (Fri.), 8/1 (Thu.), 8/16 (Fri.)  Admission : Free

所 港区麻布台1-5-3　☎ 03-3585-4511　 ¥️  無料　休️ 土曜、日曜、祝日　開️ 10：00～17：30　交 ○東京メトロ南北線
「六本木一丁目」2番出口 徒歩8分　○東京メトロ日比谷線「六本木駅」3番出口 徒歩10分　○東京メトロ日比谷線「神谷
町駅」2番出口 徒歩10分　○都営大江戸線「六本木駅」5番出口 徒歩10分　○港区コミュニティバス（ちぃばす）麻布東
ルート・麻布西ルート「六本木5丁目」「飯倉片町」バス停  　○都営バス（渋88）「麻布台」バス停
Address : 1-5-3 Azabudai, Minato City　Open Hours : 10:00a.m. to 5:30p.m.; Closed Sat. Sun. Holiday,　Admission : Free

塩田千春展：魂がふるえる
Shiota Chiharu: The Soul Trembles　
6月20日（木）～10月27日（日）
Thu. Jun. 20 - Sun. Oct. 27
塩田千春の過去最大級の個展。大規
模なインスタレーションを中心に、
立体作品、パフォーマンス映像、写
真、ドローイング、舞台美術の関連
資料などを加え、25年にわたる活
動を紹介します。

講演会「金
か な く り し そ う

栗四三とその師・嘉
か の う じ ご ろ う

納治五郎」
Lecture Meeting: Kanakuri Shiso and His Master Kano Jigoro
８月２４日（土）　午後２時～４時　Sat. Aug. 24
日本人初の五輪マラソンランナー・金栗四三と、スポーツ
界の発展に尽くした嘉納治五郎の生涯と精神に迫ります。
※参加無料、詳細・お申込みはホームページから。関連上映会もぜひ併せてご覧ください！

企画展示「世界中の国のこと、もっと知ろう！～東京 2020 大会まであと１年～」 
～1 year until Tokyo 2020 Olympic & Paralympic Games～ Let’s Know more about the World！
7月２４日（水）～１０月２日（水）　Wed. Jul.24 - Wed. Oct. 2
オリンピック・パラリンピック大会に選手団を派遣した約
200の国と地域に関する本を一挙に紹介します！
※館内クイズラリー回答や都立多摩図書館訪問でグッズがもらえます。抽選で特別なグッズが当たるチャンスも！

特別展示「日本外交の150年」
Special Exhibition: 150 Years of Japanese Diplomacy
7月2日（火）～10月4日（金）
Tue. Jul. 2 - Fri. Oct.4
今年は外務省創設150年にあたり
ます。本展示では、150年間に結
ばれた重要な条約書等を展示し、
日本外交の歩みをご紹介します。
※7月27日（土）と8月24日（土）は
　臨時開館します！
詳細は HP でご確認下さい。

塩田千春《 静けさの中で》
2008年　展示風景：「存在様
態」パスクアートセンター（ビー
ル／ビエンヌ、スイス）　2008
年　撮影：Sunhi Mang

1階オリンピック・パラリン
ピックコーナーも必見です！

吉田茂元総理大臣

六本木ヒルズにて貸出

現場責任者以上のスタッフ
但し展覧会による

おむつ交換台つきトイレあり

施設案内については
英語版パンフレットあり

日英通商航海条約（批准書）
1894年締結
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英語のパンフレット 英語の音声ガイド 英語対応できるスタッフ 写真撮影可
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菊池寛実記念 智美術館

NHK 放送博物館

旧新橋停車場鉄道歴史展示室

Musée Tomo

NHK Museum of Broadcasting

Railway History Exhibition Hall-Old Shimbashi Station

独特の展示空間を活かして、
現代陶芸の魅力を発信する美
術館
A museum showcasing the 
charm of modern ceramics 
with a unique exhibition space

1956年開館の世界最初の放送専
門ミュージアム。放送の過去・現
在・未来のすべてが体験できます。
The world's first museum specialized in broadcasting, 
which opened in 1956.You can learn everything 
about the past, present and future of broadcasting.

日本の鉄道発祥地である汐留
に開設された無料の展示室
An admission-free exhibition 
hall established in Shiodome, 
w h e r e  t h e  f i r s t  r a i l w a y 
operation restarted in Japan.

所 港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル　☎   03-5733-5131　 ¥️  一般1000円、大学生800円、小・中・高生500円　※未就学児は無料、障害
者手帳割引（手帳の提示で半額）　休️ 月曜（祝日の場合は翌平日）、展示替え休館 7月22日（月）～ 8月2日（金） 開️ 11：00～18：00　
（入館は閉館の30分前まで） 交 ○東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 出口4b 徒歩6分  ○東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 改札口 
徒歩8分　○東京メトロ南北線／東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 出口13 徒歩8分  ○東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」 出口3 徒歩10分　
Address : Nishikubo Bldg., 4-1-35 Toranomon, Minato City　Open Hours : 11:00 a.m. to 6:00 p.m. (admittance to 5:30 p.m.); closed Mondays (if Mon. is a nat. hol., the museum will be open that day and closed on the following day instead). Also 
closed for changing exhibitions from Jul. 22 (Mon.) to Aug. 2 (Fri.).　Admission : 1,000 yen, adult; 800 yen, university student; 500 yen, high, junior high, or elementary school student.  *Half price for holders of handicapped person's passbook.

所 港区愛宕2-1-1　☎ 03-5400-6900　 ¥️  無料　休️ 月曜・年末年始（月曜が祝日または振替休日の場合は、翌日の火曜が休館）　
開️    9:30～16:30　交 ○東京メトロ日比谷線「神谷町駅」3番出口 徒歩8分　○東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」1番出口 徒歩13分　○
都営三田線「御成門駅」A5出口 徒歩10分　○JR「新橋駅」烏森口 徒歩20分　○バス慈恵会医大前下車（東急バス・東京駅丸の内
南口～等々力間）虎ノ門三丁目下車（都バス・新橋駅北口～渋谷駅間）愛宕一丁目下車（港区コミュニティバスちぃばす・芝ルート）
Address : 2-1-1 Atago, Minato City　Open Hours : 9:30 a.m. to 4:30 p.m.; closed Mon. (or closed Tue. when Mon. is nat. hol.)
Admission : Free

所 港区東新橋1-5-3　☎ 03-3572-1872　 ¥️  無料　休️ 月曜（祝祭日の場合は開館、翌日休館）　開️ 10：00～17：00（入
館は閉館の15分前まで）交 ○JR新橋駅「銀座口」徒歩5分　○都営大江戸線「汐留駅」新橋駅方面改札 徒歩3分　○東京
メトロ銀座線「新橋駅」2番出口 徒歩5分 ○都営浅草線「新橋駅」JR新橋駅・汐留方面改札 徒歩3分　○新交通ゆりかも
め「新橋駅」改札 徒歩3分　○港区コミュニティバス（ちぃばす）芝ルート「新橋駅」バス停 徒歩3分
Address : 1-5-3 Higashi-Shimbashi, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (last admission at 4:45 p.m.); closed 
Mon. (or closed Tue. when Mon. is nat. hol.)　Admission : Free

生誕100年 藤本能道　生命を描いた陶芸家
F u j i m o t o  Y o s h i m i c h i :  T h e 
Centennial of the Birth of a Master 
of Overglaze Enamels on Porcelain
8月3日（土）～ 12月1日（日）
Sat. Aug. 3 - Sun. Dec. 1
戦後日本の陶芸界を代表す
る作陶家のひとり、藤本能
道（1919-1992）の生誕
百年を記念する展覧会。
1 9 5 0 年 代 か ら 最 晩 年 ま
で、代表作を多数展示。

常設展示
開催中　In Session
2Fフロアでは大型画面で8Kスーパーハイビジョンの迫力
ある映像をお楽しみいただけるほか、「ドラマ」や「こど
も番組」など４つのテー
マを通して、放送の歴史
や技術が体験できます。
3Fヒストリーゾーンで
は、ラジオ放送開始から
現在までの通史を一望で
きます。

企画展：流線形の鉄道 1930 年代を牽
けんいん

引した機関車たち
The Streamliners : The Locomotives of the 1930s
7月9日（火）～10月14日（祝・月） Tue. Jul. 9 - Mon.(Holiday) Oct. 14
新幹線などにみられる流線形は、空気抵抗を減らし速さを
追求した形です。鉄道の高速化に伴い取り入れられ、
1930年代に世界的に
流行しました。本展で
は、1930年代の機関
車に焦点を当ててご紹
介します。

雪白釉釉描色絵金銀彩 
飼鳥の春六角大筥
1991年（撮影：田中良）

放送体験スタジオ

鉄道が開業した当時（明
治5年）の駅舎基礎石の
遺構が見学できる。

C5343号機　鉄道博物館蔵

「梅白釉釉描色絵金彩花と蝶図六角小
筥」1991年、菊池寛実記念 智美術館蔵

（撮影：尾見重治・大塚敏幸）

Permanent Exhibition
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共同通信社ニュースアート
パークホテル東京

パナソニック汐留美術館

NewsArt（1-3F）
PARK HOTEL TOKYO（25F/31F）

Panasonic Shiodome Museum of Art

1 階から 3 階、25 階から 34 階までの吹き抜け展示施設は、
まるで屋外公園のよう
Wellhole exhibition facilities from the 1st floor to the 3rd floor and 
from the 25th floor to the 34th floor, like outdoor parks.

フランスの画家ルオーの作品を所蔵。ルオー関
連の展覧会のほか、「建築・住まい」、「工芸・デ
ザイン」、「著名作家」をテーマに企画展も開催
Houses paintings by Georges Rouault, a French painter. Holds exhibitions 
related to Rouault, as well as special exhibitions on the themes of 
"architecture and house", "applied arts and design" and "renowned writers".

所 港区東新橋1-7-1汐留メディアタワー　☎ 共同通信社ニュースアート　03-6252-8000（道案内のみ）、パークホテル東京　 03-
6252-1111（代表）　 ¥️  無料　休️ 共同通信社ニュースアート　会期中無休、パークホテル東京　会期中無休　開️    共同通信社ニュース
アート　9：00～19：00、（土曜・日曜・祝日は10：00～18：00）、パークホテル東京　11：00～20：00　交 ○新交通ゆりかもめ「汐
留駅」 徒歩1分　○都営大江戸線「汐留駅」 徒歩1分　○都営浅草線「新橋駅」、JR「新橋駅」徒歩5分　○東京メトロ銀座線「新橋
駅」徒歩7分
Address : Shiodome Media Tower 1-7-1 Higashi-Shimbashi, Minato City　Open Hours :  (NewsArt) 9:00 a.m. to 7:00 p.m.Sat., Sun., and 
hol.: 10:00 a.m. – 6:00 p.m. (Park Hotel Tokyo) 11:00 a.m. to 8:00 p.m.　Admission : Free

所 港区東新橋１-５-１パナソニック東京汐留ビル４階　☎ 03-5777-8600 （ハローダイヤル）　 ¥️  一般1,000円、65歳以上900円、大学生700円、中・
高校生500円、小学生以下無料　※団体割引あり（20名様以上）、障害者手帳をご提示の方、および付添者1名まで無料でご入館いただけます。　休️ 水曜
日、8/13（火）～8/15（木）　開️ 10：00～18：00（入館は閉館の30分前まで）　交 ○JR「新橋駅」 徒歩８分　○東京メトロ銀座線、都営浅草線「新橋
駅」 徒歩６分　○都営大江戸線「汐留駅」 徒歩5分　○新交通ゆりかもめ「新橋駅」 徒歩６分
Address : 4F Panasonic Tokyo Shiodome Bldg. 1-5-1 Higashi-Shimbashi, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (admittance to 5:30 p.m.);  closed Wed. (but opens when Wed. is nat. hol.)  Wed., Tue. 
Aug. 13 - Thu. Aug. 15 　Admission : 1,000 yen, adult; 900 yen, 65 or older; 700 yen, university student; 500 yen,  high/junior high school student; free admission for elementary school student and under.

マイセン動物園展
Meissen Zoo Exhibition
7月6日（土）～9月23日（月・祝）
Sat. Jul. 6 - Mon.(Holiday) Sep. 23
マイセンの「動物」にテーマを絞っ
た展覧会です。出品作品の約9割が展
覧会に初出品ですが、ほとんどが個
人蔵なので次回公開は未定です。こ
の機会をお見逃しなく！

ジョルジュ・ルオー作品を
常設展示

《スノーボール貼花装飾蓋付昆虫鳥付透かし壺》 
ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 

1820～1920年頃 個人蔵

（1階、２５階）

（２５階のみ）

（２５階のみ）

一部

共同通信社ニュースアート
（1-3F）

パークホテル東京
（25F）

BEHIND スポーツ報道写真展
（3Ｆギャラリーウオーク）

BEHIND Sports Photography Exhibition
7月2日（火）～8月29日（木）　Tue. Jul. 2 - Thu. Aug. 29
※2部制（7月／8月）
共同通信社のカメラマンが捉えた
「2020年東京オリンピック」に向
けて競い合うアスリートの姿や関連
写真を厳選して展示します。

ART colours Vol. 29 
POCKO PARK “SOUND OF WAVES”展

ART Colours Vol. 29 POCKO PARK 
“SOUND OF WAVES” Art Exhibition

6月3日（月）～9月1日（日）　
Mon. Jun. 3 - Sun. Sep. 1
ひと夏の偶然の出
会いによりひとつ
に溶け合った日本
とヨー ロッパ の
アート。
そのコラボレーショ
ンが生み出す新た
なエネルギーをお
楽しみください。

スケートボードの日
本オープン・パーク
大会男子で演技す
る平野歩夢選手＝
３月１６日、神奈川県
藤沢市の鵠沼海浜
公園スケートパーク

プロジェクションマッピング 
（イメージ）
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アドミュージアム東京

港区立郷土歴史館

国立科学博物館附属自然教育園

The Ad Museum Tokyo

MINATO CITY LOCAL HISTORY MUSEUM

Institute for Nature Study, National Museum of Nature and Science

～いつも、あなたに、新しい発見を～
江戸時代から現代までの広告を展示
しています。懐かしい広告やお気に
入りの広告を見つけてみてください。
～ Fresh Discoveries Await ～

白金台で「みなと遺産」と出会う
自然・歴史・文化をとおして港区を知り、
探求し、交流する拠点となる施設です。
A facility in Shirokanedai which showcases the heritages 
of Minato City, and helps learn about and explore its 
nature, history, and culture and interact with others. 

大都会「東京」の中にあって、
今なお武蔵野の面影をしのぶ
ことができる唯一の場所です
The only place where the natural beauty 
of the former Musashino area still remains 
in the heart of metropolitan Tokyo,

所 港区東新橋1-8-2カレッタ汐留B2F　☎   03-6218-2500　 ¥️  全館無料　休️ 日、月　※他臨時休館あり　開️ 火～土　
11:00-18:00　交 ○JR線「新橋駅」汐留改札 徒歩5分　○都営浅草線「新橋駅」JR・汐留側改札 徒歩4分　○都営大江
戸線「汐留駅」新橋駅方面出口 徒歩1分　○港区コミュニティバス（ちぃばす）芝ルート「新橋駅」バス停 徒歩5分
Address : Caretta Shiodome B2F, Higashi-shimbashi 1-8-2, Minato-ku, Tokyo　Open Hours : Tue.-Sat. 11:00-18:00; closed 
Sun. and Mondays　*May also be closed on certain days.　Admission : Free to all facilities.

所  港区白金台4-6-2　ゆかしの杜内　☎ 03-6450-2107　 ¥️  常設展：大人300円　小・中・高校生100円　※8月11日は港区民無料公開日　※特別展・企画展は別料金　※区内在住・在学の小・
中・高校生、区内在住の65歳以上の方、区内在住の障害者とその介護者（1名）の観覧料は無料（要証明）　休️  毎月第3木曜日　年末年始（12月29日～1月3日） 特別整理期間　開️    午前９時～午後５
時（土曜日のみ午前９時～午後８時） ※入館受付は閉館30分前まで。　交  ○東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台」駅下車 ２番出口徒歩１分　○都営バス「白金台駅前」停留所下車徒歩１分
Address : 4-6-2, Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo Inside Yukashi no Mori　Open Hours : 9:00-17:00 on Mon.-Fri. and Sun. (9:00-20:00 on Sat.) * Last admission is 30 minutes before the closing time; closed third Thu. every month, year-end 
and New Year hol. (Dec. 29 to Jan. 3), and during special inventory period.　Admission : Permanent exhibition: Adults 300 yen, Elementary/junior high/high school students 100 yen* Admission free on Aug. 11 for Minato City residents. * Admission 
fees to special exhibitions are charged separately.　* Free admission: Elementary/junior high/high school students, seniors (65 years and above), and visitors with disabilities (+1 caregiver) residing in Minato City. Presentation of ID is required.

所 港区白金台5-21-5　☎ 03-3441-7176　 ¥️  一般・大学生310円　高校生以下・65才以上無料　休️ 毎週月曜（ただし、祝日・休日
の場合は開園し、火曜が休園）、祝日の翌日（ただし、土曜・日曜の場合は開園）年末年始（12/28～1/4）　開️ 5/1～8/31　9:00～
17:00（入園は16:00まで） 9/1～4/30　9:00～16:30（入園は16:00まで）　交 ○JR山手線「目黒駅」東口より目黒通り 徒歩9分　
○東急目黒線「目黒駅」正面口より目黒通り 徒歩9分　○東京メトロ南北線/都営三田線「白金台駅」1番出口より目黒通り 徒歩7分
Address : 5-21-5 Shirokanedai, Minato City　Open Hours : May 1 – Aug. 31 9:00 to 17:00 (Entrance closes at 16:00) Sep. 1 – Apr. 30 9:00 to 16:30 (Entrance closes at 16:00); 
closed Mon. (or closed Tue. when Mon. is nat. hol.)  Admission : 310 yen, adult and university student;  free admission for high school student and under,  and age 65 and older.

TCC賞展 2019
TOKYO COPYWRITERS CLUB
EXHIBITION 2019
6月29日（土）～8月31日（土）
Sat. Jun. 29 - Sat. Aug. 31
日本のコピーの最高峰を選
ぶ「TCC賞」の2019年度
受賞作品を紹介します。
会期中は、受賞者による
トークイベントも開催し
ます。

＜特別展＞ 港区と考古学
━未来へ続く、遺跡からのメッセージ━
Special Exhibit: Minato City and Archeology 
– Messages from ancient sites that continue onto the future –
7月20日（土）～9月23日（月・祝）
Sat. Jul. 20 - Mon. (Holiday) Sep. 23
明治時代以降、港区内で進めら
れてきた考古学の調査・研究の
歴史を振り返り、その成果から
港区の歴史をたどります。

日本博公式企画「四季と生き物たち（写真展）」
Japan Cultural Expo Event: Seasons and Living Things 
(Photo Exhibition)
6月8日（土）～8月25日（日）
Sat. Jun. 8 - Sun. Aug. 25
自然教育園は、都会のオアシスともいえる貴重な森林を有し
ます。その自然の四季折々の変化を捉えた写真を展示するこ
とで、春夏秋冬の変化に富んだ日本の自然のすばらしさを伝
えます。

【主催】自然教育園、白金自然写真クラブ
入園料のみでご覧いただけます。

ミュージアム外観

青磁染付輪繋文皿（鍋島藩窯製品）
－旧芝離宮庭園出土－

1938年竣工の旧公衆
衛生院を保存・改修し
て活用。建物見学は無
料。

上空から見た自然教育園




