学生無 料
夜

だ

けの

あ
り

など

特典

都 立 の 美 術 館・博 物 館 が 、この 夏 21 時 まで オープン

SUMMER

2018.

NIGHT

MUSEUM

7.19 Thu.- 8.31Fri.

◎夜間特別開館を実施する日時は各館によって異なります。◎入館は閉館の 30 分前まで。

東京都江戸東京博物館・東京都庭園美術館・東京都美術館・東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan Edo-Tokyo Museum・Tokyo Metropolitan Teien Art Museum・Tokyo Metropolitan Art Museum・Tokyo Photographic Art Museum

東京都江戸東京博物館
夜間特別開館

7.20（金） 8.31（金）の金曜日 17:00  21:00 ★
常設展

夜間特別開館

東京都庭園美術館

7.20（金） 8.31（金）の金曜日 17:00  21:00 ★

※企画展「発掘された日本列島2018」
（ 7.22）、
企画展「東京150年」
（8.7 ）
も観覧可

庭園公開

学生無料、一般・65 歳以上は団体料金 ★

学生無料、
一般・65 歳以上は
団体料 金 ★

カフェ三笠（21:00まで営業、L.O 20:30）

17:00以降、サマーナイト特別メニューあり
〒130-0015 墨田区横網1-4-1 ／ 03-3626-9974

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp

ミュージアムショップ「BLANC 」
「NOIR 」

17:00 以降、商品購入のお客様に
オリジナルポストカードプレゼント
（ 1 店舗につき1日1 回のみ、
各店舗 1日50 名まで）

和食処 桜茶寮（20:00まで営業、L.O 19:30）

17:00 以降来店、観覧券提示で会計 10％OFF

JR総武線 両国駅西口より 徒歩3分

都営地下鉄大江戸線 両国駅 A4-A3出口より 徒歩1分

ミュージアムショップ（21:00まで営業）

http://www.teien-art-museum.ne.jp

JR山手線「目黒駅」東口 / 東急目黒線「目黒駅」正面口より 徒歩7分
都営三田線・東京メトロ南北線「白金台駅」1番出口より 徒歩6分

café TEIEN（カフェ 庭園）

17:00 以降来店、観覧券提示で会計 5％OFF

Pick Up!

〒108-0071 港区白金台5-21-9 ／ 03-5777-8600（ハローダイヤル）

ドリンクセット100円引き
17:00 以降、

ひまわり寄席

Du Parc TEIEN Restaurant（レストラン デュ パルク）

7.20（金） 8.24（金）の金曜日 18:30 19:15

17:00以降来店、観覧券提示でディナー5％割引

（1グループ最大6名まで）

毎年恒例、夏の夜にぴった
りの講談師による怪談を
お楽しみください。

SUMMER NIGHT MUSEUM

常 設 展の観 覧 料で

学生無料、一般・65 歳以上は
団体料金 ★

ギャラリートーク 7.27（金）
、
8.24（金）各日18:30 

サマーナイトミュージアム

ご覧いただけます。

Pick Up! 企画展
「ブラジル先住民の椅子
野生動物と想像力」

都立の美術館・博物館は夏休み期間、開館時間を21時まで
延長します！ さまざまな関連イベントが行われるほか、

企画展「BENTO おべんとう展
̶食べる・集う・つながるデザイン」
7.27（金） 8.31（金）の金曜夜

おトクで楽しいミュージアムにぜひお越しください。

は変更する場合がございます。詳細はウェブサイトで
ご確認ください。 ◎サマーナイトミュージアムに
関連し、東京メトロ・国立美術館と共同で
「7
つの謎解きミステリーラリー」
を7.20（金）
−9.17（月・祝）に実施いたします。

イブニング・レクチャー 8.10（金）、
8.31（金）各日 18:30 
会場：講堂（定員225 名）

詳細はこちらをご覧ください。

https://mysteryrally.com/

※聴講無料。ただし本展の観覧券（半券可）が必要です。
※18:10に開場し、定員になり次第、受付終了。

「藤田嗣治展」関連ミニコンサート（企画制作：東京文化会館）
8.17（金）18:00  ／ 19:00 

レストラン・カフェ

RESTAURANT MUSE（レストラン ミューズ、L.O 20:30 ）
RESTAURANT salon（レストラン サロン、L.O 20:00 ）
cafe ART（カフェ アート、L.O 20:30 ）

Pick Up!

トビカン・ヤカン・
カイカン・ツアー
7.27（金）、8.17（金）、
8.24（金）19:30 

17:00 以降来店で会計から10％OFF

参加無料（当日先着 15 名）
集合場所：ミュージアムショップ前
※19:15より受付を開始し、

http://www.tobikan.jp

「杉浦邦恵 うつくしい実験 「TOPコレクション たのしむ、
まなぶ
ニューヨークとの50年」
イントゥ・ザ・ピクチャーズ」
7.26（木） 8.31（金）の木・金曜夜

学生無料、
一般・65歳以上は団体料金 ★

7.19（木） 8.3（金）の木・金曜夜

学生無料、
一般・65歳以上は団体料金 ★

芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー 「TOPコレクション たのしむ、
まなぶ
ミニコンサート
夢のかけら」
（企画制作：東京芸術劇場）

7.27（金） 8.31（金）の金曜日 21:00まで営業

〒110-0007 台東区上野公園8-36 ／ 03-3823-6921

な想像力の発露を読み取ろうとする展覧会です。

◎入館は閉館の30分前まで。 ◎イベントや特典の内容

8.3（金） 8.31（金）の金曜夜

※入場無料

生み出した椅子約 90 点をご紹介。その造形美から豊か

※学生・65歳以上の方は、学生証・年齢の確認できるものが必要です。

特別展「没後50年 藤田嗣治展」

会場：企画棟ホワイエ

ブラジル北部に暮らす先住民の人びとが独自の感性で

★ は夜間特別開館時だけの割引です。

学生無料、一般は団体料金 ★

ウルフ作（メイナク）
《ジャガー》

©BEĨ collection/ by Andreas Heininger

学生無料などの特典もご用意。真夏の夜だけの

定員になり次第、受付終了。

木管三重奏 8.3（ 金）18:15 
フルート二重奏 8.16（ 木）18:15 

8.16（木） 8.31（金）の木・金曜夜

学生無料、
一般・65歳以上は団体料金 ★

「マジック・ランタン
光と影の映像史」

ミュージアム・ショップ
「NADiff BAITEN（ナディッフ・バイテン）」

18:00 以降、商品購入のお客様に

ミニプレゼント（なくなり次第終了）

カフェ「MAISON ICHI（メゾン・イチ）」

8.16（木） 8.31（金）の木・金曜夜

学生無料、
一般・65歳以上は団体料金 ★

18:00 以降来店、観覧券 1 枚提示で
お1 人様ドリンク1 杯半額

JR上野駅 公園口より 徒歩7分

ギャラリートーク 8.31（ 金）18:10 

「世界報道写真展2018」
7.19（木） 8.3（金）の木・金曜夜

東京メトロ銀座線・日比谷線 上野駅7番出口より 徒歩10分

京成電鉄 京成上野駅より 徒歩10分

Pick Up!

「江戸写し絵」社中旗揚げ公演
「納涼江戸写し絵の夕べ」

ライトアップされた東京都美術館

8.24（金）19:00 20:00 入場無料（先着 50 名）

を散策するツアー。アート・コミュニ

夜間特別開館

JR恵比寿駅 東口より 徒歩7分

東京メトロ日比谷線 恵比寿駅より 徒歩10分

光と影の映 像 史 」

素敵なツアーをご案内いたします。

の関連企画。日本
のアニメの原 型と
言われる、江 戸 時

7.27（金） 8.31（金）の金曜日 17:00  21:00 ★

URL ▶ http://www.rekibun.or.jp/nightmuseum2018/

03-3280-0099 ／ http://topmuseum.jp

「マジック・ランタン

ケータ
（とびラー）がガイドを務め、

東京都美術館

〒153-0062 目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

代の写し絵を現代
に再現します。

夜間特別開館

東京都写真美術館

7.19（木） 8.31（金）の木・金曜日 18:00  21:00 ★

