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公益財団法人東京都歴史文化財団

都立の博物館・美術館が、この夏 21 時までオープン

サマーナイトミュージアム 2018 を開催します
都立の博物館・美術館では、昨年好評だった「サマーナイトミュージアム」を今年も開催します。
7 月 19 日（木）から８月 31 日（金）※1 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、東京都写真美術館の４館で金曜日※2 の開館時間を 21 時まで延長して、夜に展覧
会をゆっくりとお楽しみいただくことができます。
夜のミニコンサート、ミュージアムトークなどのイベントや、夜間限定の観覧料割引（学生の夜
間観覧料は無料）、館内レストラン等での特典をご用意していますので、お仕事や学校帰りに、旅
の思い出に、ぜひお出かけください。
※1 東京都美術館では 7 月 27 日（金）からの開催です。
※2 東京都写真美術館では木曜日も開館時間を 21 時まで延長します。
各館の詳細については、

→【特設ページ】http://www.rekibun.or.jp/nightmuseum2018/「サマーナイトミュージアム」で検索
また別紙１～３をご参照ください。
別紙１：サマーナイトミュージアム 2018

開催カレンダー

別紙２：サマーナイトミュージアム 2018

開館時間延長・観覧料割引・イベントの詳細

別紙３：サマーナイトミュージアム 2018

期間中に開催される展覧会

サマーナイトミュージアムの開催施設

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

（両 国）

（目 黒）

（上 野）

（恵 比 寿）

「2020 年に向けた実行プラン」事業
本件は、
「2020 年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱８ 芸術文化の振興」
【問い合わせ先】
生活文化局文化振興部 企画調整課
電話：０３－５３８８－３１５８
公益財団法人東京都歴史文化財団 事務局 総務課
電話：０３－５６１０－３５０３
※実施内容の詳細は、別紙２に記載の各施設の広報担当者までお問い合わせください

「サマーナイトミュージアム 2018」以外にも、下記イベントを行います。

江戸東京たてもの園

TEL 042-388-3300

夜間特別開園「たてもの園 下町夕涼み」
夏の夕べの過ごし方を体感していただけるイベントです。メイン会場となる商店建築が建ち並ぶ「下町中通り」
では、通りに灯りがともり、幻想的な街並みが広がります。また、広場では櫓（やぐら）を組んでの盆踊りや
出店など、夏祭りの風情を感じることができます。民家では、建物の中を通る涼やかな風を感じながら過ごし
ていただけます。
【実施日時】8 月 4 日（土曜日）、5 日（日曜日）20:30 まで特別開園
※「東京 150 年―都市とたてもの、ひと」展
（会期：7 月 24 日～平成 31 年 1 月 20 日）も、
上記日程に限り 20:30 までご覧になれます。

「サマーナイトミュージアム 2018」の特典を活用して、お得に楽しむ！
東京メトロと国立・都立ミュージアムによる新しい体験型アートエンターテインメント

「７つの謎解きミステリーラリー」

をこの夏、開催します！

公益財団法人東京都歴史文化財団、独立行政法人国立美術館、東京メトロは、
東京都内の 7 つの美術館・博物館と駅を巡って謎を解く、「7 つの謎解きミステリーラリー」を
2018 年 7 月 20 日（金曜日）から 9 月 17 日（月曜日・祝日）まで実施いたします。
このミステリーラリーは、東京メトロ各駅に設置されているラックから「謎解きブック」を入手し、
ストーリーの主人公となって美術館・博物館と駅を巡る、新しい体験型アートエンターテインメントです。
この夏、ぜひ「7 つの謎解きミステリーラリー」で新しいアート体験をお楽しみください。

≪実施ミュージアム≫
・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
・東京国立近代美術館
・国立西洋美術館
・国立新美術館

★「７つの謎解きミステリーラリー」特設サイト

https://mysteryrally.com

サマーナイトミュージアム2018

開催カレンダー
サマーナイトミュージアム

※詳細は別紙２を
ご覧ください。
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【展覧会観覧料】学生無料ほか割引あり
★えどはく寄席

★えどはく寄席

★えどはく寄席

レストラン

★えどはく寄席

★えどはく寄席

★えどはく寄席

【レストラン、カフェ】夜間営業、特典あり

カフェ

【ミュージアムショップ】夜間営業、割引あり
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【展覧会観覧料】学生無料ほか割引あり

関連イベント

★ギャラリートーク

★ミニコンサート

レストラン

★ギャラリートーク

【レストラン、カフェ】夜間営業、特典あり

カフェ

【ミュージアムショップ】夜間営業、特典あり
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京
館 都 関連イベント

★特別展イブニング・ ★トビカン・ヤカン・ ★トビカン・ヤカン・ ★特別展イブニング・

カイカン・ツアー

レクチャー

カイカン・ツアー

カイカン・ツアー

レクチャー

★ミニコンサート

美
術

※展覧会によって異なる

レストラン

【レストラン、カフェ】夜間営業、特典あり

カフェ

7 月
19日（木） 20日（金） 26日（木） 27日（金） 2日（木）

3日（金）

8 月
9日（木） 10日（金） 16日（木） 17日（金） 23日（木） 24日（金） 30日（木） 31日（金）

18:00 - 21:00
東 展覧会観覧料
美 京
術 都
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真

関連イベント

【展覧会観覧料】学生無料ほか割引あり

※展覧会によって異なる

★ミニ

★ミニ

★納涼江戸写

★ギャラリー

コンサート

コンサート

し絵の夕べ

トーク

カフェ

【カフェ】夜間営業、特典あり

ショップ

【ミュージアムショップ】夜間営業、特典あり

別紙2
サマーナイトミュージアム2018 開館時間延長・観覧料割引・イベントの詳細
◆いずれの施設も入館は閉館の30分前まで。
◆サマーナイトミュージアム及びその他の開館時間延長については、東京都歴史文化財団ウェブサ
イトでもご覧いただけます。
★【特設ページ】http://www.rekibun.or.jp/nightmuseum2018/
→「サマーナイトミュージアム」で検索

東京都江戸東京博物館

TEL 03-3626-9974

展覧会の開館時間、観覧料
・21:00まで特別開館

常設展示室

・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用
※観覧料割引は17:00以降に適用。割引の併用は不可
【実施日】7月20日、27日、8月3日、10日、17日、24日、31日

企画展（常設展示室 5F企画展示室）

【実施日】7月20日

「発掘された日本列島2018」

※常設展観覧料でご覧になれます。

企画展（常設展示室 5F企画展示室）

【実施日】8月10日、17日、24日、31日

「東京150年」

※常設展観覧料でご覧になれます。

イベント、その他
講談師による怪談を開催します。

えどはく寄席（ひまわり寄席）

【日時】7月20日、27日、8月3日、10日、17日、24日

各回18:30-19:15

【会場】常設展示室 ５階中村座前
※常設展観覧料でご覧になれます。

●レストラン/和食処 桜茶寮
20:00までオープン。〈ラストオーダー19:30〉
17:00以降ご来店のお客さまは、会計時に展覧会観覧券（半券可）の提示で会計から
10%off
●カフェ/カフェ三笠
21:00までオープン。〈ラストオーダー20:30〉

レストラン・カフェ・ショップ

17:00以降ご来店のお客さまに、サマーナイト特別メニューあり。
●ミュージアムショップ
21:00までオープン。
17:00以降ご来店のお客さまは、会計時に展覧会観覧券（半券可）の提示で会計から
5%off
【実施日】7月20日、27日、8月3日、10日、17日、24日、31日

東京都庭園美術館

TEL 03-3443-0201

展覧会の開館時間、観覧料
・21:00まで特別開館

「ブラジル先住民の椅子

・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用

野生動物と想像力」

【実施日】7月20日、27日、8月3日、10日、17日、24日、31日
※観覧料割引は17:00以降に適用。割引の併用は不可。

・21:00まで特別公開
※ただし、日本庭園内は安全確保のため、一部の園路の通行時間を18:00までとさせ

庭園公開

ていただきます。
・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用
【実施日】7月20日、27日、8月3日、10日、17日、24日、31日
※庭園入場料割引は17:00以降に適用。割引の併用は不可。

イベント、その他
「ブラジル先住民の椅子」展の担当学芸員による展示解説を行います。

ギャラリートーク

【日時】7月27日、8月24日

18:30-（所要時間40分程度）

【会場】本館及び新館の各展示場所
【参加費】無料、ただし本展観覧券（当日印有効）が必要です。

「ブラジル先住民の椅子」展の新館会場で流す音楽を生演奏いたします。

ミニコンサート

【日時】8月3日

16:00-, 18:30-（各回40分程度）

【会場】新館ギャラリー１
【料金】無料、ただし本展観覧券（当日印有効）が必要です。

●レストラン/ Du Parc（レストラン デュ パルク）
22:00までオープン。〈ラストオーダー20:00〉
17:00以降ご来店のお客さまは、会計時に展覧会観覧券（半券可）の提示で会計から
5%off（1グループ最大6名まで）
●カフェ/ café TEIEN（カフェ 庭園）
21:00までオープン。〈ラストオーダー20:30〉

レストラン・カフェ・ショップ

17:00以降フード・スイーツと合わせてご注文いただけるセットドリンク（通常500
円）が400円になります。
●ミュージアムショップ/ BLANC（ブラン）・NOIR（ノワール）
21:00までオープン。
17:00以降、商品をご購入のお客さまに、オリジナルポストカードを差し上げます。
（1店舗につき1日1回のみ。各店舗1日50名まで）
【実施日】7月20日、27日、8月3日、10日、17日、24日、31日

東京都美術館

TEL 03-3823-6921

展覧会の開館時間、観覧料
特別展「没後50年

藤田嗣治展」

・21:00まで特別開館
【実施日】8月3日、10日、17日、24日、31日

・21:00まで特別開館

企画展「BENTO おべんとう展―食べ

・学生証の提示により学生無料、一般は団体料金適用

る・集う・つながるデザイン」

※観覧料割引は17:00以降に適用。割引の併用は不可
【実施日】7月27日、8月3日、10日、17日、24日、31日

イベント、その他
特別展「没後50年

イブニング・レクチャー

藤田嗣治展」の担当学芸員が、展覧会の見どころを解説します。

【日時】8月10日、31日

18:30-19:00

※18:10開場。定員になり次第受付終了。

【会場】講堂
【料金】無料、ただし本展観覧券（半券可）が必要です。

ライトアップされた東京都美術館を散策するツアーです。
アート・コミュニケータ（とびラー）がガイドを務め、素敵なツアーにご案内します。

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー

【日時】7月27日、8月17日、24日

19:30-20:00頃

【受付開始時間・集合場所】19:15

ロビー階ミュージアムショップ前（先着15名）

【料金】無料（事前申込不要）

特別展「没後50年

ミニコンサート
(企画制作：東京文化会館）

【日時】8月17日

藤田嗣治展」に関連した、弦楽のミニコンサートです。
18:00-, 19:00-（各回20分程度）

【会場】企画棟 ホワイエ
【料金】無料
【お問合せ】東京文化会館 管理係

03-3828-2111（代表）

●レストラン/ RESTAURANT MUSE（レストラン ミューズ）
〈ラストオーダー20:30〉
●レストラン/ RESTAURANT salon （レストラン サロン）

レストラン・カフェ

〈ラストオーダー20:00〉
● カフェ/ cafe ART（カフェ アート）〈ラストオーダー20:30〉
全店21:00までオープン。17:00以降ご来店のお客さまは会計から10%off
【実施日】7月27日、8月3日、10日、17日、24日、31日

東京都写真美術館

TEL 03-3280-0099

展覧会の開館時間、観覧料
・21:00まで特別開館

「TOPコレクション

・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用

たのしむ、まなぶ
イントゥ・ザ・ピクチャーズ」

「世界報道写真展2018」

【実施日】7月19日、20日、26日、27日、8月2日、3日
※観覧料割引は18:00以降に適用。割引の併用は不可。

・21:00まで特別開館
【実施日】7月19日、20日、26日、27日、8月2日、3日

・21:00まで特別開館

「杉浦邦恵

うつくしい実験

ニューヨークとの50年」

・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用
【実施日】7月26日、27日、8月2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、
24日、30日、31日
※観覧料割引は18:00以降に適用。割引の併用は不可。

・21:00まで特別開館

「マジック・ランタン

・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用

光と影の映像史」

【実施日】8月16日、17日、23日、24日、30日、31日
※観覧料割引は18:00以降に適用。割引の併用は不可。

・21:00まで特別開館

「TOPコレクション
たのしむ、まなぶ

・学生証の提示により学生無料、一般・65歳以上は団体料金適用

夢のかけら」

【実施日】8月16日、17日、23日、24日、30日、31日
※観覧料割引は18:00以降に適用。割引の併用は不可。

イベント、その他
「マジック・ランタン」展の担当学芸員による展示解説を行います。

ギャラリートーク

【日時】8月31日

18:10-（所要時間40分程度）

【集合場所】地下１階展示室入口
【参加費】無料、ただし本展覧会チケット（当日印有効）が必要です。

「マジック・ランタン」展の関連企画として、日本のアニメの原型といわれる、江
戸時代の写し絵を現代に再現します。

イベント「納涼江戸写し絵の夕べ」

【日時】8月24日

19:00-20:00

【会場】2階ロビー（先着50名）
【料金】無料

東京芸術劇場の若手音楽家育成事業「芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー」
のメンバーによるミニコンサート。3日は木管三重奏の温かい音色を、16日はフルー
ト二重奏のきらびやかな音色をお楽しみください。

ミニコンサート

【日時】8月3日（金曜日）、16日（木曜日）

(企画制作：東京芸術劇場）

【会場】2階ロビー

18:15-19:00

【料金】無料
【お問合せ】東京芸術劇場 芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー担当
03-5391-2114

●カフェ/ MAISON ICHI（メゾン・イチ）
21:00までオープン。
18:00以降ご来店のお客さまは、展覧会チケット半券（当日印有効）1枚提示で、お
1人様ドリンク1杯半額

カフェ・ショップ

●ミュージアムショップ/ NADiff BAITEN（ナディッフ・バイテン）
21:00までオープン。
18:00以降に商品をご購入のお客さまに、ミニプレゼントを差し上げます。（なくな
り次第終了）
【実施日】7月19日、20日、26日、27日、8月2日、3日、9日、10日、16日、
17日、23日、24日、30日、31日

別紙3
サマーナイトミュージアム2018

期間中に開催される展覧会

※詳細は各施設のウェブサイトをご覧ください。

東京都江戸東京博物館

【 URL:http://www.edo-tokyo-museum.or.jp 】

企画展「発掘された日本列島2018」
会期：6月2日（土曜日）～7月22日（日曜日）
毎年、列島各地で行われている約8,000件の発掘調査のうち、近年発掘された遺跡や、成果が
まとまった注目の遺跡を速報展示します。江戸博会場限定の地域展「東京郷土資料館陳列館
と考古学」も同時開催します。
企画展「東京150年」
会期：8月7日（火曜日）～10月8日（月曜日・祝日）
東京誕生150年を記念した展覧会です。東京という都市がどのように築かれ、150年の間にど
のように変わっていったのかを写真や映像、そしてそれぞれの時代に製作された地図などで
表します。

東京都庭園美術館【 URL: http://www.teien-art-museum.ne.jp 】
「ブラジル先住民の椅子

野生動物と想像力」

会期：6月30日（土曜日）～9月17日（月曜日・祝日）
動物のフォルムに独特な幾何学模様が施された木の椅子。全て、一木（いちぼく）から接ぐ
ことなく彫り出されています。日々の生活や特別な儀礼のために作られた道具は、やがて外
界との接点を経て“見られる”ものへ変容していきます。ブラジル・サンパウロの出版社BEI
の所有する椅子約90点を展示します。

制作者不詳（ワイワイ）《イス》
ⓒ BEĨ collection / by Rafael Costa

東京都美術館【 URL: http://www.tobikan.jp 】
企画展「BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン」
会期：7月21日（土曜日）～10月8日（月曜日・祝日）
誰かと一緒に食べる行楽弁当から毎日のお昼ごはんまで、お弁当は私たちの生活の中に深く
根づいています。本展では日本独自の食文化である「お弁当」と食べることのコミュニケー
ション・デザインについて現代作家の作品を通して見つめます。子どもも大人もファミリー
も楽しい、見る・聞く・触れる、参加体験型の展覧会です。

特別展「没後50年

藤田嗣治展」

会期：7月31日（火曜日）～10月8日（月曜日・祝日）
明治半ばの日本で生まれ、80年を超える人生の約半分をフランスで暮らした画家・藤田嗣治
（1886–1968）。藤田が世を去って50年目の節目に、画業の全貌を展観する大回顧展。「風
景画」「肖像画」「裸婦」「宗教画」などのテーマを設け、新たな視点も加えながら、藤田
芸術を捉えようとする試みです。藤田の代名詞である「乳白色の下地」による裸婦の代表作
をはじめ、国内外の美術館の協力のもとに約100点を精選してご紹介します。

東京都写真美術館【 URL: http://topmuseum.jp 】
「TOPコレクション たのしむ、まなぶ

イントゥ・ザ・ピクチャーズ」

会期：5月12日（土曜日）～8月5日（日曜日）
東京都写真美術館のコレクションを紹介する展覧会シリーズの第1期。今年は「たのしむ、ま
なぶ」をテーマに、本展は、当館の34,000点以上におよぶ膨大なコレクションの中から、古
今・東西のすぐれた名品の数々を紹介しつつ、観客の皆様を美術館の豊かで多様な学びへと
誘います。
「世界報道写真展2018」
会期：6月9日（土曜日）～8月5日（日曜日）
第61回目を迎える今回は125の国と地域から4,548人のフォトグラファーが参加し、73,044
点の応募より、大賞をはじめとする受賞作品を紹介します。

「杉浦邦恵

うつくしい実験

ニューヨークとの50年」

会期：7月24日（火曜日）～9月24日（月曜日・振休）
1967年ニューヨークに拠点を移した杉浦邦恵の大規模個展。写真は光によって描かれるメ
ディアである、という根源的な視点に立ち、伝統的なフォトグラムの手法をもとに、植物、
動物、人間へとモチーフを発展させながら、独自の様式を生み出していきます。本展ではそ
の50年を超える足跡をたどるとともに、杉浦の表現の先駆性と独自の世界観をとらえ、作品
自体の魅力に迫ります。

「マジック・ランタン

光と影の映像史」

会期：8月14日（火曜日）～10月14日（日曜日）
映画の発明よりはるか以前に、映写機やプロジェクターの原型にあたる「マジック・ランタ
ン」を当館の映像コレクションより紹介。本展では映像の歴史を、プロジェクションの歴史
という視点から見直し、さらに気鋭のアーティスト・小金沢健人の新作を紹介するなかで、
マジック・ランタンの現代性に光を当てることを試みます。

「TOPコレクション

たのしむ、まなぶ 夢のかけら」

会期：8月11日（土曜日・祝日）～11月4日（日曜日）
東京都写真美術館のコレクションを紹介する展覧会シリーズの第2期。今年は「たのしむ、ま
なぶ」をテーマに、34,000点を超える当館のコレクションの中から、子供から大人まで、鑑
賞者の好奇心をかきたて、遊び心をふくらませる魅力的な作品を紹介します。

ロベール・ドアノー
《ピカソのパン》
1952年

ⓒ Atelier Robert Doisneau/Contact

杉浦邦恵
《電気服にちなんで Ap2、黄色》
2002年

作者不詳
（マジック・ランタンのトレード・カード）
19 世紀 フランス

すべて東京都写真美術館蔵

