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六本木ヒルズ展望台 

TOKYO CITY VIEW 東京シティビュー 

 
六本木ヒルズ展望台 東京シティビューでは、6 月 28 日(火)～7 月 24 日(日)の期間、世界最大のロード 

レース大会｢ツール・ド・フランス 2011｣の開催を記念して、国際舞台で活躍する自転車レースフォトグラフ

ァー砂田弓弦氏の写真展を開催します。  
 
砂田氏が 1989 年～2009 年まで 21 年間撮影した臨場感溢れる写真の中から 29 点を展示します。自身も

こよなく自転車を愛し、｢ツール・ド・フランス｣を間近で追い続ける氏が撮影を通して感じた現場でのリアル

な情景をメッセージと共にご紹介します。開催初日(6/28)には砂田氏のトークイベントを開催します。(ゲス

ト：片山右京) 
 
期間中は｢ツール・ド・フランス 2011｣を楽しむイベントも多数実施。同フロアのマドラウンジスパイス（展望台

内カフェ）ではフランスで開催中の｢ツール・ド・フランス 2011｣のライブ中継をご覧頂けます。 

また、本イベントを期間中、何度でもお楽しみいただけるよう 2回目以降の入館料が割引になる「ステップア

ップ割引」を実施。通常 1,500 円の入館料が 2 回目は 700 円、3 回目以降は 500 円になります。 
 
さらに「SPECIALIZED」や「TREK」といった本大会出場チームの最新モデル自転車（レプリカ）の展示コー

ナーも特設致します。 
 
｢ツール・ド・フランス｣ファンはもちろん、今まで馴染みのなかった方にも｢ツール・ド・フランス｣の魅力を感じ

ていただけるイベントです。 

この機会に是非、貴社媒体にてご紹介いただきたくご案内申し上げます｡  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  [本件に関するお問合わせ] 

森ビル株式会社 東京シティビュー広報担当 /山村・内田･水口 
TEL : 03-6406-6173 FAX : 03-6406-9355  E-mail : tcv-pr@mori.co.jp 

株式会社 プラップジャパン  / 江川・町田・川上 
TEL : 03-3486-7355  FAX : 03-3486-7507 

ライブ中継やトークイベントなど関連イベントも盛りだくさん  
ツール・ド・フランス 七月の輪舞～砂田弓弦写真展～

開催のご案内 
6 月 28 日(火)～7月 24 日(日) 

会場は六本木ヒルズ森タワー52F のスカイギャラリー 

砂田氏の躍動感溢れる写真、約20点を展示

Yuzuru SUNADA 
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東京シティビュー｢ツール・ド・フランス 2011｣イベント詳細 

①砂田弓弦 写真展 

国際舞台で活躍する自転車レースフォトグラファー砂田氏が 1989 年～2009 年まで 21 年間撮影した臨場

感溢れる写真の中から 29 点を展示いたします。 

自身もこよなく自転車を愛し、｢ツール・ド・フランス｣を間近で追い続ける氏が撮影を通して感じた 

現場でのリアルな情景をメッセージと共にご紹介します。 

本展初日には砂田氏によるトークイベントも開催。スペシャルゲストに片山右京氏をお迎えします。 
 
■ 開催期間：6/28（火）～7/24(日) 

■ 開催場所：スカイギャラリー(東京シティビュー内)  

＜砂田弓弦トークイベント＞ 

■ 開催日：6/28（火）19：30～ 

■ スペシャルゲスト：片山右京 MC：谷口広明 

■ 開催場所：マドラウンジスパイス(東京シティビュー内) 

■ 料金：無料（東京シティビューの入館料は必要です。） 

■ 協力：J SPORTS 

 

【プロフィール】砂田弓弦 すなだゆづる  
1961 年、富山市生まれ。フォトグラファー。法政大学経営学部卒業後にイタリアに渡り、1989 年から自転車競技

の取材・撮影に携わる。現在はミラノの郊外にオフィスを構えて、ツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアな

ど世界のメジャーレースで、オートバイに乗っての撮影を許されている数少ないカメラマンの一人。イタリア、フ

ランス、イギリス、オーストラリア、アメリカ、台湾、日本などのメディアに写真を提供。 
 
②J SPORTS の「ツール・ド・フランス 2011」ライブ中継 

東京シティビュー内のカフェではフランスで開催中の｢ツール・ド・フランス 2011｣のライブ中継鑑賞 

イベントを期間中の週末を中心に計 8 回開催します。 

また、ライブをさらにお楽しみただけるようツール・ド・フランスにちなんだオリジナルカクテルを 3 種ご用意し

ました。カクテル片手にライブ中継をご鑑賞いただけます。 
 

■ライブ中継開催スケジュール 

 7/2（土）、7/8（金）、7/9（土）、7/15（金）、7/16（土）、7/22（金）、7/23（土）、7/24（日） 
   7/22(金)はトークイベントを開催！ (時間：20：00～/ゲスト：今中大介、MC: 白戸太朗) 

※レース終了までご覧頂けます。※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。 

■時間：21：00 前後 ※一部 19：00 前後スタート 詳細は東京シティビューHP でご確認下さい。 

■場所：マドラウンジスパイス(東京シティビュー内)  

■料金：東京シティビューの入館料でお楽しみ頂けます。 

■協力：J SPORTS 
 

＜マドラウンジオリジナルカクテル＞ 
マイヨ・ジョーヌ ¥1,000（写真手前） 
ツール・ド・フランス リーダージャージの色をイメージしました。 
さっぱりとしたミント風味のカクテルです。 
 
マイヨ・ブラン・アポワールージュ ¥1,200（写真左） 
ツール・ド・フランス山岳賞の水玉ジャージをイメージしました。 
フレッシュパイナップルとハニーウォーターで仕上げたオリジナルカクテル。 
 
悪魔おじさん（仮） ¥1,000（写真右） 
ツール・ド・フランス定番の赤いマントを羽織った悪魔おじさんをイメージしました。 
ほんのり甘酸っぱいオリジナルカクテルです。 
 
 

マドラウンジスパイスではオリジナル 
カクテルが登場 
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J SPORTS でツール・ド・フランス 2011   

7 月 2 日（土）～24 日(日) 全 21 ステージ独占生中継！ 

J SPORTS は J:COM などケーブルテレビ、スカパー！、スカパー！e2 で 

ご覧いただける国内最大のスポーツ専門 TV 局です。www.jsports.co.jp/cycle/ 

 
 
③イベントをお得に楽しめる「ステップアップ割引」 

ライブ中継を目的にご来館されたお客様の入館料が、2 回目から割引になる「ステップアップ割引」キャン

ペーンを実施します。 

■内容：一般 1,500 円の入館料を 2 回目は 700 円、3 回目以降は 500 円に割引 

※ 初回来館時、ライブ中継イベント会場にてスタンプカードをお渡しします。 

■期間：6/28 日（火）～7/24 日（日） 

■対象：一般、学生（大学/高校生）限定 

 

④ 「SPECIALIZED」や「ＴREK」の最新モデル自転車の展示 

本大会出場チームの最新モデル自転車（レプリカ）の展示コーナーを特設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期間：6/28 日（火）～7/24 日（日） 

■場所：東京シティビュー内、テラス1 

■協力：スペシャライズド・ジャパン、トレック・ジャパン 
 
[東京シティビュー基本情報]  
六本木ヒルズ森タワー52F の展望フロアと、オープンエアの屋上「スカイデッキ」から東京を一望する 
都市型展望施設。 
目の前の東京タワーはもちろん、話題の東京スカイツリーまで、まるごと体感できます。 
また、プロポーズに相応しい場所として「恋人の聖地」に選定されている他、ロマンティックな夜景スポットとして
も人気が高く、日本夜景遺産に認定されています。 
 

入 館 料：  一般 1,500 円   学生（大学生・高校生） 1,000 円   子供（4 歳～中学生） 500 円 
       【スカイデッキ】一般、学生 上記の金額にプラス 300 円 

 ※展覧会開催期間中の森美術館（53F）にもご入館いただけます。 

時 間：  平日、日曜日 10：00～23：00（最終入館 22：30）金、土、休前日は 25：00 まで（最終入館 24：00）   
[スカイデッキ] 11：00～20：00（最終入場 19：30） 

※スカイデッキは天候不良等の理由により予告なく閉鎖する場合があります。  

お問合せ： 〒106-6150 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52F および屋上（スカイデッキ） 

TEL：03-6406-6652 / FAX：03-6406-9355 
URL：http://www.roppongihills.com/tcv/   E-mail：tcv-info@mori.co.jp 
 

 

掲載自転車のレプリカを展示 

[本件に関するお問合わせ] 
森ビル株式会社 東京シティビュー広報担当 /山村・内田･水口 
TEL : 03-6406-6173 FAX : 03-6406-9355  E-mail : tcv-pr@mori.co.jp 

株式会社 プラップジャパン  / 江川・町田・川上 
TEL : 03-3486-7355  FAX : 03-3486-7507 

 


