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六本木ヒルズでは、2017 年 7 月 15 日（土）～8 月 27 日（日）までの 44 日間、六本木の夏を熱く盛り上げる様々なイ

ベントを開催いたします。今年で 4 年目を迎えるテレビ朝日とのコラボレーションイベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏

祭り SUMMER STATION」をはじめ、お子様に学びの機会を提供する「キッズワークショップ」や毎年恒例の「盆踊り」の

ほか、ハンバーガーの頂上決戦「グルメバーガーグランプリ」など、様々な展開をいたします。祭り、学び、アート、グルメ、

ファッションなど、五感をフル活用した、六本木ヒルズでしか出来ない体験を提供いたします。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑦ 

 
～今年も開催！テレビ朝日とのコラボレーションによる夏祭りイベント～ 
① 「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION 2017」 

テレビ朝日の人気番組関連のアトラクションや飲食ブース等、家族で楽しめるイベントが盛り沢山。 
 
～六本木ヒルズ夏の風物詩！子どもから大人まで楽しめる大人気イベント～ 
② 六本木ヒルズ盆踊り 2017： 六本木ヒルズの夏を象徴する圧巻の盆踊り会場には、人気レストランが手がけるグルメ屋台も登場 
③ 六本木ヒルズ朝の太極拳： 開催 15年目の恒例イベント！六本木の朝に、健康を求めて大勢の人々が集います。 
④ キッズワークショップ 2017： 夏休み期間中、お子様の学びを育む、注目のプログラミングなど多様なプログラムを開催！ 
 
～夏の食欲を刺激するボリューム満点＆絶景グルメ～ 
⑤ 六本木グルメバーガーグランプリ 2017：  夏の大人気グルメ企画。渾身のハンバーガーの人気投票を行う夏の祭典を今年も開催！ 
⑥ 六本木ヒルズ サマースカイブッフェ：  目の前に広がる絶景を観ながらの期間限定ブッフェ。小学生未満のお子様は無料！ 
 
～今すぐ使える最新トレンドアイテム満載のサマーセール～ 
⑦ 六本木ヒルズセール 2017 サマー：六本木ヒルズの各店舗で、最大 80%オフのお得なサマーセールを開催！ 
 
～六本木ヒルズで感性を刺激するアート・展覧会鑑賞～ 
⑧ 「創刊 50周年記念 週刊少年ジャンプ展 VOL.1 創刊～1980年代、伝説のはじまり」 （森アーツセンターギャラリー） 

人気漫画誌“週刊少年ジャンプ”創刊 50周年を記念し、その歴史を振り返る「週刊少年ジャンプ展 VOL.1」を開催します。 
⑨ 「サンシャワー：東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」 (森美術館) 

東南アジアの現代美術を紹介する、史上最大規模の意欲的な展覧会「サンシャワー展」を開催します。 
 

～六本木ヒルズ 展望台 東京シティビューで、夏の大空を体感！～ 
⑩ 神宮外苑花火大会特別鑑賞会（仮）  ⑪浴衣 DE無料！スカイデッキ ⑫屋上スカイデッキ営業延長 ⑬六本木天文クラブ 星空観望会 

海抜 270m、オープンエア形式の展望施設としては関東一の高さを誇る“都内で最も空に近い場所”東京シティビューでは、都内近
郊の花火観賞プランや、浴衣来館特典、星空観望会など、夏の大空を体感できる様々なイベントを期間限定で展開。 

  

＜六本木ヒルズ 2017 夏イベント 概要＞ 

 
盆踊りや太極拳、キッズワークショップなどの“体験型”コンテンツや、 

人気コミック誌の展覧会や花火大会特別プランなどの“鑑賞型”コンテンツも！ 

六本木ヒルズ夏イベント速報！計 44 日間開催 
2017年 7月 15日（土） ～ 8月 27日（日） 

 

＜六本木ヒルズ 2017夏イベント＞ 

2017年 6月 12日 

②  ③ 

①  
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① テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION 2017 
2014 年からスタートし、昨年は計約 544 万人が来場した夏の一大イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り 

SUMMER STATION 2017」を、44日間開催いたします。今年は、「探そう！僕らのタカラモノ！」をテーマに、街全体とコ

ラボレーションした様々なイベントを開催します。期間中は、66 プラザに毎年大好評のほぼ等身大ドラえもんが登場する

ほか、AR や VR などの技術を駆使した最新コンテンツ、テレビ朝日の大人気バラエティー番組やアニメとコラボレーションし

たフードコート、アーティストに間近で会えるライブイベントや水上ビアガーデンなど、エンターテインメント性あふれる多彩な

コンテンツを多数ご用意。六本木の夏を盛り上げていきます。 

 

＜開催概要＞ 

期 間： 2017年 7月 15日（土） ～ 8月 27日(日)  ＜計 44日間＞ 

開催時間： 10：00～23：00  ※各エリア、演目によって日程・時間が異なります。 

場 所： テレビ朝日本社、六本木ヒルズアリーナ、毛利庭園、大屋根プラザ、66 プラザなど 

料 金： サマパス 大人（中学生以上）2,000 円、 小人（4歳～小学生）1,000 円（税込） 

    ※一部入場無料エリアもあります。 

主 催： テレビ朝日 

特別協力： 森ビル株式会社 

 

＜イベント概要＞ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 大屋根プラザ 

スイーツから生ビールまで一挙に揃う「SUMMER STATION フード

コート」を展開。人気番組「アメトーーク！」や「クレヨンしんちゃん」

などとコラボしたものなど、限定感溢れるメニューが多数登場。 

6. EXシアター六本木 

EX タワー17 階には、お子様大興奮間違いなし、人気アニ

メ「クレヨンしんちゃん」の“らくがき部屋”が初登場！その他、

今年も人気ジャニーズ Jr.による全力パフォーマンスも開催し

ます。 

2. 六本木ヒルズアリーナ 

特設ステージが登場。大人気「宇宙戦隊キュウレンジャー」

「仮面ライダーエグゼイド」のヒーローショーや人気番組の公開

収録、夕方からは豪華アーティストによる無料音楽ライブ等を

展開する「SUMMER STATION LIVE アリーナ」を開催します。 

1. テレビ朝日本社 

7 階の屋上テラスには、今年も高さ 10m のドラえもん巨大バル

ーンや人気番組とコラボしたアトラクションが登場するほか、毎年

大好評のテレビ朝日社員食堂も毎日開放。1 階アトリウムに

は、人気番組との連動した企画の中で、AR や VR など話題の

最新技術が体験できる新たな試みを今年初開催します。 

3. 毛利庭園 

昨年問い合わせ殺到で人気を集めた「水上プレミアムビアガ

ーデン presented by The PREMIUM MALT'S」が今年も

登場。毛利池の特設デッキで、一味違った大人のビアガーデ

ンをお楽しみください。 

5. 66プラザ 

六本木ヒルズの玄関口に、例年大好評のほぼ等身大サイ

ズのドラえもんを展示。今年もさまざまなひみつ道具を持っ

たドラえもんが集合する、楽しいフォトスポットです。 

今年も開催！テレビ朝日とのコラボレーションによる夏祭りイベント 

© 藤子プロ・小学館・ 
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② 六本木ヒルズ盆踊り 2017 

六本木ヒルズアリーナに組まれた“やぐら”を囲んで踊る六本木ヒルズ盆踊りは今年で開催 15 回目を迎えます。六本木ヒ

ルズ内飲食店舗のオリジナルメニューが食べられるグルメ屋台やお楽しみ企画をご用意いたします。 

 

 
 

＜開催概要＞ 

期間： 2017年 8月 25日(金) ～ 27日(日) ※日時予定 

 25日(金)  前夜祭/「楽劇 六本木楽」/縁日屋台 17:00-21:00 

※盆踊りはありません 

 26日(土)・27日(日) 縁日屋台 15：00-21：00 

/盆踊り 17：00-20：00 

場所： 六本木ヒルズアリーナ（26、27日のみ一部けやき坂通りを使用予定） 

 
 

③ 六本木ヒルズ朝の太極拳 

六本木ヒルズ夏の恒例イベント「朝の太極拳」は今年で開催 15 回目を迎え、六本木ヒルズと周辺地域にお住まいの

方々とのコミュニティの場となる地域密着型のイベントとして定着しています。申し込み不要でどなたでも参加でき、初心

者の方でも気軽にお楽しみいただけます。また、複数回参加された方には、六本木ヒルズのレストランで利用できるチケッ

トのプレゼントも。爽やかな日差しのもと、健康的な朝を迎えませんか？ 

 

 
 

＜開催概要＞ 

期間： 2017 年 7 月 22 日（土）、23 日（日）、29 日（土）、30 日（日）、 

8月 5日（土）、6 日（日） 

時間： 7：30～8：15 （約 45分間） 

場所： 66 プラザ 

※雨天の場合、中止となります。 

 

 
 

④ キッズワークショップ 2017 

毎年夏休み中に開催する大人気イベント「キッズワークショップ 2017」を、7 月 15 日（土）～8 月 27 日（日）に開催しま

す。未来を担う子どもたちに、「本物の場所で本物の体験を提供する」という趣旨のもと、約 75 種類、約 350 講座以上

を予定しています。また、2015 年からスタートした『MIRAI SUMMER CAMP』は、今年も MIT メディアラボ（マサチューセッ

ツ工科大学メディアラボ）の協力のもと、期間を延長して開催。今年は MIT メディアラボからメンバーの来日も決定。MIT

メディアラボの出身者や、共同研究している世界的な企業とタッグを組み、世界最先端のテクノロジーや研究を集めた六

本木ヒルズでしかできない学びの場を提供します。 

 

 

＜開催概要＞ 

期間： 2017年 7月 15日（土） ～ 8月 27日(日) 

申込方法： 事前申込プログラムは 6月 24日(土)より順次申込開始。 

当日申込プログラムもあり。 
 

※詳細について、別途プレスリリースをご用意しております。 

お気軽にお問い合わせください。 

 

申込不要プログラムもあり 

六本木ヒルズ夏の風物詩！子どもから大人まで楽しめる大人気イベント 

無料 申込不要 

無料 申込不要 
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⑤ 六本木グルメバーガーグランプリ 2017 
六本木ヒルズ夏の恒例イベントとなった「グルメバーガーグランプリ 2017」は、7 月 15 日（土）～8 月 31 日（木）の 48 日

間、約 23 店舗で開催します。『ハンバーガー』をテーマに、六本木ヒルズとその周辺施設の飲食店がしのぎを削る、今年

で 4 年目を迎える夏の大人気投票イベントです。自家製 100％ビーフパティのハンバーガーが人気の「37 ステーキハウス 

＆ バー」や、バンズにこだわった魅力的なハンバーガーを提供する「リゴレット バーアンドグリル」など、レギュラーメニューで

ハンバーガーを提供する店舗のほか、本企画のために特別メニューを展開するお店も登場し、熱い戦いを繰り広げます。

期間中多種多様なジャンルのハンバーガーが楽しめる、ハンバーガー好きにはたまらない真夏のグルメイベントです。 
 
＜開催概要＞ 

期間： 2017年 7月 15日（土） ～ 8月 31日（木） 48日間 

場所： 六本木ヒルズとその周辺施設の飲食店舗のうち約 23 店舗が参加 
 
＜2016年のグランプリバーガー＞ 

レギュラーメニュー部門：グランプリ 

「37 クラシック バーガー」￥1,800（土日祝￥1,836）（税込） 

※アボガドトッピングは料金別途 （37 ステーキハウス & バー） 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑥ 六本木ヒルズ サマースカイブッフェ 
目の前に広がる東京の景色を観ながら、お子様から大人までお楽しみいただけるお料理の数々をブッフェスタイルでご用

意。森美術館や展望台をお楽しみいただいた後に、ぜひお立ち寄りください。 

 
＜開催概要＞ 

期間： 2017年 8月 11日（金・祝）～8月 14日（月） ※8/14（月）はランチのみ 

場所： 六本木ヒルズ森タワー51F 

時間： 11:30～13:00、13:30～15:00（ランチ 2部制）／17:00～21:00（ディナー） 

料金 ： 

【ランチ】 大人 4,000円（税込）／子ども（小学生） 2,000円（税込） 

【ディナー】 大人 6,000 円（税込）／子ども（小学生） 3,000円（税込） 

※小学生未満無料 

※ディナーは赤白ワインのフリードリンクが付きます。 

お問い合せ： 03-6406-6050（六本木ヒルズ スカイブッフェ事務局） 

 

 

 

⑦ 六本木ヒルズセール 2017 サマー 
六本木ヒルズの約 70 店舗が参加の恒例のサマーセールを開催します。国内

外の人気ブランドや、いますぐ使える夏にフル活用のアイテムを揃え、最大

80％オフで、ご提供します。 

 

実施期間： 2017年 7月 1日（土）～14日（金） 
 
 
 

今すぐ使える最新トレンドアイテム満載のサマーセール 

2015 年、2016 年と 2年連続グラン

プリバーガーの王者の貫録。 

炭火でじっくりと焼き上げた香ばしい

ビーフパテをシンプルな具材のコンビ

ネーションで仕上げた、ステーキハウ

スならではの味わい。 

燻製ハラペーニョを入れた自家製

BBQ ソースとスモークゴーダチーズ

のスモーキーな味わいはお酒のお

供にもぴったり。定番トッピングのグ

リルドベーコン、フライドエッグを加

えた、本場アメリアスタイルを強く

意識したバーガーです。 

特別限定メニュー部門：グランプリ 

「BBQ ベーコンエッグバーガー」￥1,728（税込） 

（リゴレット バーアンドグリル） 

夏の食欲を刺激するボリューム満点＆絶景グルメ 
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⑧＜森アーツセンターギャラリー＞ 創刊 50周年記念 週刊少年ジャンプ展 VOL.1 
週刊少年ジャンプのヒーローが集結する「創刊 50 周年記念 週刊少年ジャンプ展 VOL..1 創刊～1980 年代、伝説のはじまり」を、

東京・六本木の「森アーツセンターギャラリー」で 7月 18日（火）から 10月 15 日（日）の期間開催いたします。人気漫画

誌“週刊少年ジャンプ”が来年創刊 50 周年を迎えることを記念し、現在までの歴史を振り返ります。期間中 3 回にわた

り実施する展覧会の第 1 弾として始まる「創刊 50 周年記念 週刊少年ジャンプ展 VOL.1 創刊～1980 年代、伝説の

はじまり」では、60 作品以上の伝説のヒーローが集結。名作の貴重な原画の展示や、伝説の作品が登場する会場限定

の映像シアターを通し、歴代のジャンプ作品を一挙に展示します。来場者には IC カードなどに貼れる「週刊少年ジャンプ

表紙ステッカー」（非売品、絵柄はランダム）をプレゼントするほか、会場でしか購入できない限定商品も販売し、ファン必

見の内容でお届けします。 

 

開 催 日 ： 2017年 7月 18 日（火） ～ 10月 15日（日） 

開 催 時 間 ： 10：00～20：00（平日） 

 9：00～21：00（土日祝及び 8月 14日（月） ～ 8月 18日（金）） 

 ※会期中無休 ※入場は閉館の 30分前まで 

場 所 ： 森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階） 

主 催 ： 集英社、森アーツセンター 

協 賛 ：  共同印刷、セブン-イレブン・ジャパン、日本コカ･コーラ、バンダイ、 

バンダイナムコエンターテインメント、バンプレスト、ナムコ、メガハウス、プレックス、本田技研工業 

入 場 料 ： 一般/学生 2,000 円、高校生/中学生 1,500 円、4歳～小学生 800円 ※4歳未満は無料（前売券あり） 

公式サイト ： http://shonenjump-ten.com/ 

問い合わせ ： 03-5777-8600（ハローダイヤル：日本語/8:00～22:00 年中無休） 

 

⑨＜森美術館＞ サンシャワー：東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで 
森美術館では、7 月 5 日（水）～10 月 23 日（月）の期間、『サンシャワー：東南アジアの現代美術展 1980 年代から現

在まで』を開催いたします。本展は、東南アジアの現代美術を紹介する、史上最大規模の意欲的な展覧会です。本展

は、六本木エリアにある国立新美術館、森美術館両館長が発案し、国際交流基金の賛同により実現したもので、3 者

が総力を挙げ、14名のキュレトリアル・チームによる 2 年半にわたる現地調査を経て、ASEAN10 カ国より 86組のアーティ

ストを選定、計約 180 点の作品を 2 館の会場に展示する、初の共同企画展です。時代の潮流と変動を背景とした東

南アジアにおける 1980 年代以降の現代アートの発展を 9 つの視点から掘り下げ、そのダイナミズムと多様性を紹介しま

す。 

 

開催期間 ： 2017年 7月 5日（水） ～ 10月 23日（月） 

開 催 時 間 ： 10：00～22：00 （火曜は 17:00 まで、最終入館：21:30） ※会期中無休 

         ※国立新美術館は、10:00～18:00（金曜・土曜は 21:00 まで、最終入館：20:30。火曜は休館） 

場 所 ： 森美術館（六本木ヒルズ森タワー53階） ※国立新美術館 企画展示室 2E と 2館同時開催 

主 催 ： 国立新美術館、森美術館、国際交流基金アジアセンター 

共 催 ： 朝日新聞社、東京新聞、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、NHK 

後 援 ： 外務省、インドネシア共和国大使館、カンボジア王国大使館、シンガーポール共和国大使館、 

 タイ王国大使館、フィリピン共和国大使館、ブルネイ・ダルサラーム国大使館、ベトナム社会主義共和国 

 大使館、マレーシア大使館、ミャンマー連邦共和国大使館、ラオス人民民主共和国大使館 

協    賛 ： 株式会社大林組、トランスコスモス株式会社、WEARNES、住友商事株式会社 

協 力 ： 全日本空輸株式会社、シャンパーニュ ポメリー 

入 場 料 ： 【2館共通】一般 1,800 円、大学生 800円 

【単館】一般 1,000円、大学生 500円 

※高校生及び 18 歳未満は無料 

公式サイト ： http://sunshower2017.jp 

問い合わせ ： 03-5777-8600（ハローダイヤル） 

  

六本木ヒルズで感性を刺激するアート・展覧会鑑賞 

リー・ウェン 《奇妙な果実》 2003年 

http://shonenjump-ten.com/
http://sunshower2017.jp/
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海抜 270m、オープンエア形式の展望施設としては関東一の高さを誇る“都内で最も空に近い場所”東京シティビュー「ス

カイデッキ」（森タワー屋上）では、夏の大空を体感できるプランを期間限定で展開。360°パノラマなので、夏の風物詩で

ある都内近郊の花火をゆっくり観賞いただけるほか、今年は神宮外苑の花火もご鑑賞いただけます。また、浴衣でご来館

のお客様特典や、通常入れないヘリポート内に天体望遠鏡を設置し専門家とともに星空を観望する天文イベントなどを

実施します。この夏、「スカイデッキ」で壮大な夕陽や夏の夜空を体感してみませんか。 

 

⑩ 神宮外苑花火大会特別鑑賞会（仮） 
8 月 20 日（日）開催予定の「神宮外苑花火大会」を、当選者様限定で鑑賞できる特別プランが登場。美しい関東近

郊の夜景を楽しみながら、花火を少し上から鑑賞でき、いつもと違った花火鑑賞をお楽しみいただけます。当選者しか鑑

賞できない優越感にも浸ることができます。 
 
日 程： 2017年 8月 20日（日） 

料 金： 2,300円 ※WEB で事前申し込み制（当選者のみ観覧可、詳細は HP で発表予定） 

 

⑪ 浴衣 DE無料！スカイデッキ 
浴衣でお越しいただくと、六本木ヒルズ森タワー屋上「スカイデッキ」の入場料(通常大人 500 円、子供

300 円)が無料になるキャンペーンを実施します。夏祭りや花火大会の帰りなど、浴衣を着ておでかけした

日は、スカイデッキでお得なサービスが受けられる、非日常的な撮影スポットとしてお楽しみいただけます、 
 
期 間：  2017年 7月 15日（土） ～ 8月 27日（日） 

内 容：  浴衣でご来館のお客様（甚平等も可）の「スカイデッキ」入場料（一般 500円）が無料 

 ※ただし、展望台入館料として一般 1,800 円、高校・大学生 1,200 円、 

 4歳～中学生 600 円、シニア 1,500 円が必要です。 

 

⑫ 屋上スカイデッキを 22：00 まで営業延長 
地上 270 メートルから東京を一望できるスカイデッキを、期間限定で営業時間を

延長し、通常 20：00 までのところ 2 時間延長し 22：00 までお楽しみいただけま

す。夏の夜空で夕涼み。素敵な BGM とともに、壮大な夕陽や夜景を堪能でき

るロマンチックな空間となります。 

 

期 間：  2017年 7月 15日（土） ～ 8月 27日（日） 

延長時間：  営業時間を 22:00 まで延長（通常 20:00） 

※スカイデッキへの最終入場は 21:30 

※荒天時はクローズ 

 

⑬ 六本木天文クラブ 星空観望会 
毎月第 4 金曜日に、天文の専門家の解説を聞きながら星空を鑑賞するイベン

ト「星空観望会」を、夏休み期間中も通常入れないスカイデッキのヘリポート内

で開催いたします。7 月 7 日（金）の七夕には「七夕特別星空観望会」を、また

旧暦の七夕である 8 月 28日（月）は、「伝統的七夕特別星空観察会」も開催。

都心にいながら星や月、その季節にしか観望できない様々な惑星を楽しめる機

会をご提供いたします。お子様の夏休みの宿題にもどうぞ。 

 

日 時：  7/7（金）、7/28（金）、8/25（金）、8/28（月） ＊雨天・曇天時は中止 

参加費： 無料 ※スカイデッキまでの入場料一般 2,300 円が必要です。 

◇本リリースに関するお問合せ先◇ 
森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 （六本木ヒルズ PR） 株式会社プラップジャパン 

PR担当：山﨑、渡邉、山村                           担当：中野、天下谷（あまがい）、須藤 

TEL：03-6406-6350 FAX：03-6406-6483                  TEL：03-4580-9101 FAX：03-4580-9151 

 

星空観察会（過去の様子） 

六本木ヒルズ 展望台 東京シティビューで、夏の大空を体感！ 

「スカイデッキ」 

（六本木ヒルズ森タワー屋上） 


