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アークヒルズとその周辺エリアで気軽に“上質な音楽”に出会える 10日間 

「ARK Hills Music Week 2020」 開催  
～ 無料のライブ・ビューイングやコンサートなどが勢ぞろい ～ 

   
森ビル株式会社が運営するアークヒルズ（東京都港区）は、2020 年 10 月 2 日（金）～11 日（日）の 10 日間、

周辺施設と連携し、「音楽がであう。音楽にであう。」をコンセプトに「ARK Hills Music Week 2020」を開催します。  
今年で 10回目を迎える「ARK Hills Music Week」は、都市文化を楽しむライフスタイルを提案するアークヒルズと、

1986 年の開館以来、世界の音楽芸術に触れる機会を提供し続けている世界的コンサートホールであるサントリーホー
ルが、音楽をより身近に楽しんでいただくことを目的に 2011年にスタートした街の音楽祭です。 
新型コロナウイルス感染症の影響で音楽の楽しみ方が変化するなか、今年は十分な感染防止対策を行ったうえで

実施します。アーク・カラヤン広場やルーフガーデンなど屋外空間でのプログラムが多いことも「ARK Hills Music Week」 
の特徴のひとつですが、例えば目玉プログラムである、 井伸行氏と三浦文彰氏による「サントリーホール ARK クラシッ
クス」の無料のライブ・ビューイングは、一部事前申込制を導入するほか、アーク・カラヤン広場の座席を 160 席に制限し、
フィジカルディスタンスを確保してご案内します。 
さらに、「ARK Hills Music Week」参加施設を結ぶスタンプラリー企画「music Walk！」は、安心してご参加いただ

けるよう、非接触のデジタルスタンプラリーとしています。with コロナに適したスタイルで音楽文化の発信を継続し、屋外が
心地良くなるこの季節だからこそお楽しみいただける、“音楽のある街”アークヒルズエリアならではのコンテンツをお届けしま
す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆音楽と街～音楽をより身近に楽しむ“ARK Hills Music Week”～ 
東京初のコンサート専用ホール・サントリーホールを擁する複合都市アークヒルズには、“音楽”を軸とした文化が深く根

付いています。アークヒルズエリアでは、定期的に開催されるランチタイムの無料コンサート、ヒルズマルシェやカフェでの演
奏など、オフィスワーカーや近隣の居住者、来街者の皆さんが、一年を通して街の様々な場所で気軽に音楽を楽しめる
機会があふれています。 
その中でも「ARK Hills Music Week」は、アークヒルズとその周辺施設―美術館やオフィスビルなど様々な場所で、

選りすぐりの音楽イベントを展開。今年は新たに、開業したばかりの港区立みなと科学館が初参加し、プラネタリウムでの
コンサートも開催します。身近な場所で上質な音楽に出会える 10日間となります。 

 
 

 

 

 

 

  

2020年 9月 15日
森ビル株式会社

  
本件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  株式会社プラチナム 
担当：渡邉茂一、山村麻里惠、岡山澄香  担当：小野悠奈、神谷摩耶、平井皆人 
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483 TEL： 03-5572-6072  FAX： 03-5572-6075 
  MAIL： hills_PR@vectorinc.co.jp 

※過去開催の様子

ⒸYuji Hori 

※過去開催の様子
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ARK Hills Music Week 2020 開催概要 
 
期 間： 2020年 10月 2日（金）～11日（日） 
会 場： アークヒルズ アーク･カラヤン広場、サントリーホール他 
主 催： サントリーホール、森ビル株式会社 
特 別 協 賛： エイベックス・クラシックス・インターナショナル  
協 賛： The Okura TOKYO、株会社テレビ朝日、住友不動産株式会社、日鉄興和不動産株式会社 
協 力： 朝♪クラ、大倉集古館、菊池寛実記念 智美術館、トンボ楽器製作所、日本音楽財団、 
         日本コロムビア、港区立みなと科学館、霊南坂教会 
公 式 サ イ ト： https://www.arkhills.com/events/2020/10/004477.html （ARK Hills Music Week 公式 HP） 
  www.facebook.com/ARKHILLS.MUSICWEEK （ARK Hills Music Week 公式フェイスブック） 
        https://www.instagram.com/arkhills_musicweek/?hl=ja  （ARK Hills Music Week 公式インスタグラム） 
  ※各コンサートプログラムおよび各施設の注目情報はこちらのサイトよりご確認いただけます。 
 
     

ARK クラシックス スペシャル・ライブ・ビューイング＠アーク・カラヤン広場 
 
「ARK Hills Music Week」の目玉企画の一つが、一昨年スタートしたフェスティバル「サントリーホール ＡＲＫクラシッ

クス」。人気、実力ともに日本を代表する世界的ピアニスト 井伸行氏とヴァイオリニストの三浦文彰氏がタッグを組み、
アーティスティック・ リーダーとしてコンサートプログラムをプロデュースします。10月 3日（土）と 4日（日）には、三浦文彰
氏の呼びかけにより集結した、著名なコンクールでの受賞歴を誇る優秀な若手演奏家たちが演奏し、東京フィルハーモ
ニー交響楽団のコンサートマスター三浦章宏氏がコンサートマスターを務める室内オーケストラ「ARK シンフォニエッタ」の
公演もあります。また、アーク・カラヤン広場では、10月 2日（金）～4日（日）の 3日間に行われる全 8公演すべてを
大型ディスプレイで鑑賞できるスペシャル・ライブ・ビューイングを実施します。さらにそのうち 4公演は、ライブビューイング会
場内のステージでの生演奏ライブもお楽しみいただけるなど、ここでしか出会うことができない音色に触れることができる貴
重な機会を提供します。なお、今年は新型コロナウイルス感染症対策として、ライブ・ビューイングの席数を 160席に限
定します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※各回入れ替え制となっています。 
※お座席は一部事前申し込み制となっています。 
※開場・開催時間、内容は予告なく変更になる場合があります。 
 
ライブビューイングの事前申し込みはコチラ  
https://ahmw2020.peatix.com 
（事前申し込みは外部サービス『Peatix』を利用しており、 
当該サービスの新規会員登録が必要です。） 
 
 
 
 

3 日間限定！世界トップクラスのアーティストが競演する夢のコンサートを野外で無料鑑賞！ 

※参加費の記載のないプログラムは全て無料。 

※記載の価格は全て税込み。 

昨年開催したライブ・ビューイングの様子 

井伸行・三浦文彰 

ⒸYuji Hori

ⒸKunihisa ⒸAkira Muto

ⒸShigeto Imura Ⓒヒダキトモコ

アルティ弦楽四重奏団 江口 玲 田村 響 三浦舞夏 

小林美樹 鈴村大樹 佐藤晴真 矢部優典 

日付 公演 時間 プログラム
開幕記念野外LIVE（18:30～）

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（19:00～21:00）
三浦文彰 辻井伸行　モーツァルト&ベートーヴェン

2
（開場10:30）
11:00～12:15

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（11:00～12:15）
モーツァルト 室内楽名曲選

3
（開場12:30）
13:00～14:45

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（13:00～14:45）
三浦文彰のクロイツェル、辻井伸行のハンマークラヴィーア

ARKブラスLIVE（15:30～）

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（16:00～17:00）
ベートーヴェン 弦楽四重奏名曲選

ARKブラスLIVE（17:30～）

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（18:00～20:00）
三浦文彰 辻井伸行 ARKシンフォニエッタ 《モーツァルト》

6
（開場11:30）
12:00～13:15

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（12:00～13:15）
辻井伸行 ベートーヴェン3大ソナタ

7
（開場13:30）
14:00～15:15

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（14:00～15:15）
ベートーヴェン 室内楽名曲選

シエナ・フルーツ シエナ・サックス＆ビーツLIVE（15:45～）

ARKクラシックス　スペシャル・ライブ・ビューイング（17:00～19:00）
三浦文彰 辻井伸行 ARKシンフォニエッタ 《ベートーヴェン》

10月4日
（日）

8
（開場15:30）
15:45～19:00

10月2日
（金）

1
（開場18:00）
18:30～21:00

10月3日
（土）

4
（開場15:10）
15:30～17:00

5
（開場17:15）
17:30～20:00
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 港区立みなと科学館 秋の夜の星空コンサート 
 
今年初参加の港区立みなと科学館では、プラネタリウムに映し
出される美しい星空の下音楽をお楽しみいただけるプログラムを
ご用意。小型オルガンとヴィブラフォンなどの打楽器、そして星
空との新しいコラボレーションを楽しめる 2日間です。 
 
日 時： 10月 5日（月） 18：30～19：30 
       10月 9日（金） 18：30～19：30 
場 所： 港区立みなと科学館 プラネタリウムホール 
出  演： 小島弥寧子（5日/オルガン）・村本寛太郎、相川 瞳、竹内美乃莉（9日/ヴィブラフォン・打楽器） 
 

蓄音器で楽しむ 「古関メロディー」と「懐かしのスタンダードナンバー」 
 
NHK 連続テレビ小説のモデルとなった古関裕而の楽曲や、一度は皆さんが聞いたことのある懐かし
い洋楽などを、昭和の時代に実際に使われていた蓄音器で再生します。 
 
日 時： 10月 10日（土） 11：00～/16：00～ 
       10月 11日（日） 11：00～/12：30～ 
場 所： アーク・カラヤン広場 
 

 ハーモニカ＆ギターデュオ 

 
トッププロによる、ブルース＆ジャズ。 
数々の大型フェスで活躍する天才ハーモニカプレイヤー千賀太郎が、カラヤン広場で圧倒的な 
パフォーマンスを披露します。 
 
日 時： 10月 10日（土） 13：00～13：30/15：00～15：30 
場 所： アーク・カラヤン広場 
出  演： 千賀太郎（ハーモニカ）/ 有馬隼人（ギター） 
 

LEO with Autumn Flower Installation MAKIKO AIZAWA 
 
新進気鋭の箏奏者 LEO による箏演奏と、MAKIKO 
AIZAWA による、秋の花を即興で生けるインスタレーションを 
お届けします。 
 
日 時： 10月 10日（土） 18：15～18：45 
場 所： アーク・カラヤン広場 
出  演： LEO（箏）/ MAKIKO AIZAWA（生け花） 
 
 
＜LEO プロフィール＞ 
1998 年横浜生まれ。横浜インターナショナルスクールで 9 歳の時に箏と出会い、音楽教師であり筝曲家のカーティス・
パターソン氏の指導を受け、のちに箏曲家 沢井一恵氏に師事。現在、沢井箏曲院講師。東京藝術大学在学中。 
 
＜MAKIKO AIZAWA プロフィール＞ 
生活デザインや日本の伝統文化教養を学んだ後、映画監督・いけばな草月流家元 勅使河原宏のもと演出アシスタン
ト、ディレクターの経験を積む。独立後、長野オリンピック、ダボス会議、東京オリンピック招致における空間デザイン、プロ
デュースを手掛ける。 

注目プログラム 

Ⓒ井村重人
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music Walk! デジタルスタンプラリー 
「ARK Hills Music Week」 エリア内のコンサート、展覧会、ホテル、対象飲食店を巡るデジタルスタンプラリー「music 
Walk!」を開催します。期間中、各施設・店舗を利用し、そこにある QR コードを読み取り、各景品に応じた数のスタン
プを集めたら街めぐり達成！応募いただいた方の中から抽選で素敵な景品をプレゼント、後日郵送します。街を歩きな
がら、芸術と食との出会いをご堪能ください。 
 
実 施 期 間：10月 2日（金）～10月 11日（日） 
景 品：サントリーホールコンサートチケット、ホテルディナー券、ヒルズお買いもの券、美術館展覧会チケット等 
「music Walk! 2020」weｂ：https://www.arkhills.com/events/2020/10/004482.html 
 

music Walk! インスタグラムでハッシュタグ投稿！  
「ARK Hills Music Week」の期間中、インスタグラムで「#arkhills_musicweek」をつけてアークヒルズエリアにある施設
や料理、コンサートの写真（または動画）を投稿していただいた方の中から、運営事務局が選んだ 5名様に景品をプレゼ
ントします。 
 
実 施 期 間： 10月 2日（金）～10月 11日（日） 
景 品：「music Walk! デジタルスタンプラリー」と同様 
 

秋のガーデン特別公開 

サントリーホール屋上にある通常非公開の庭園「ルーフガーデン」を特別公開。期間中に
は、ガーデンコンサートやアークガーデン専任ガーデナー杉井明美氏による苗やグッズなども
販売します。実りの秋を迎えたガーデンで、豊かなひと時をお楽しみください。 
また、10月 9日（金）はルーフガーデンにてガーデンコンサートも開催します。 
 
実 施 期 間：9月中旬～10月下旬の限定日 
場    所：サントリーホール屋上「ルーフガーデン」（通常非公開） 
詳細はコチラ：https://www.arkhills.com/events/2020/09/004499.html 
 

ヒルズマルシェ 

2009年 9月より開始された都内でも老舗のマルシェの 1 つ。毎週土曜日に 
アーク・カラヤン広場で開催しています。 
 
実 施 期 間：毎週土曜日 
場    所：アーク・カラヤン広場  
 
 
 
 
＜Music Week2020 新型コロナウィルス感染症対策について＞ 
お客様に安心してご来場いただけるよう、ARK Hills Music Week では関係者全員が感染症拡大予防対策を徹底してまいります。お客様に対して、以下
お願い事項へのご理解、ご協力をお願いしております。 
 
■お客様へのお願い 
◎以下に該当する方はご入場いただけません。ご来場をお控えください。 
-37.5 度以上の発熱や咳、咽頭痛などの症状のある方、および発熱が数日間続いている方や、風邪症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)のある方。 
だるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方、その他、体調に不安がある方。 

-新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方。 
-過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方。 
※基礎疾患(糖尿病・心不全・呼吸器疾患等)がある方、妊娠中の方は、医師の判断や関係機関の情報をご確認の上、慎重なご判断をお願いいたします。 
◎入場時に検温や手指消毒、氏名・電話番号記入のご協力をいただく場合がございます。当日は余裕を持ってご来場くださいますようお願いいたします。 
◎マスクを着用されていない方はご入場いただけません。会場内では常時マスクの着用をお願いいたします。 
◎こまめな手洗い、手指消毒、「咳エチケット」の励行をお願いいたします。 
◎座席はお客様同士の間隔をできる限り広くとってご着席下さい。 
◎会場での会話、声援はお控えください。 
◎水分補給のために必要な飲料水等はご自身でご持参ください。 
◎出演者へ花束、プレゼント等を直接お渡しすることはお断りしておりますので、お持ち込みはご遠慮ください。 

“上質な音楽”と合わせてお楽しみいただける、アークヒルズならではの秋イベント情報 


