
日本を代表するクリエイティブの拠点を目指して渋谷ヒカリエ
の8階に誕生したクリエイティブスペース「8/」。多目的スペー
ス〈COURT〉を中心に、強い意志を持つキーパーソンたちが集
まって、ショップやギャラリー、シェアオフィス、カフェを運営し
ています。

FLOOR GUIDE

d47食堂や COURTでのイベントとも連
動するショップ。

2週間単位で入れ替わって展覧会を開く、
3つのギャラリースペース。

D&DEPARTMENTが運営するカフェレス
トラン。

小山登美夫ギャラリーがディレクション
する新しいタイプのギャラリー。

渋谷らしい働き方を実践するメンバー制
ワークスペース。

D&DEPARTMENTによる 47都道府県を
テーマとしたミュージアム。

グリーンカーペットが印象的な気持ちの
よい空間のイベントスペース。

https://twitter.com/hikarie8 https://www.facebook.com/hikarie8

MONTHLY SCHEDULE 6.1–6.30 2017

6.9（金）–6.15（木）
Web Gallery & Concept Shop “KATALOKooo”  無料相談会

6.7（水）
「MilK」編集長イジス・コロンブ・コンブレアス × ナガオカケンメイ トークセッション

子どもの未来につながる、良いデザインとは。
—「47こども道具展」関連企画—

6.20（火）
グッドライフ☆カンファレンス 2017

—エコソーシャルな地域社会をデザインする—

5.24（水）–6.26（月）
山本桂輔 展「地底の雲」

6.10（土）
d SCHOOL「わかりやすいオーガニックコットン」

食べられるタオルって何ですか？—「47こども道具展」関連勉強会—

4.6（木）–6.11（日）
47こども道具展 

5.23（火）–6.4（日）
アートラボ・クループ・
アート・ショー
ムスタングラーズ

5.29（月）–6.4（日）
ベンモリ・ジャングルワールド × シロクマ親子
—北極 × アフリカ アニマル・ツアー・アート・ショー—

6.23（金）–6.25（日）
C/STORE2017

—オリジナルアーティストグッズショッププロジェクト—

6.23（金）–6.25（日）
BASEでみつけるインスタジェニックなうつわ展

SunSun Sun Sun

6.13（火）–8.7（月）
静岡定食 釡揚げしらすと桜えび丼—『d design travel 静岡』号発売記念—

6.6（火）–6.18（日）
和の芸術と和紙糸の融合

—書に想いをこめる書家 小櫃凛泉とかみのいと（ＯＪＯ+）展— 

6.28（水）
地方創生ガールズ Talk vol.2

—地域とつながるライフデザイン—

6.4（日）
d SCHOOL SAITAMA 蜜しぼり体験と〈第３の蜜〉のはなし

—『d design travel 埼玉』号関連イベント

6.1（木）–6.15（木）
大阪 MUSICA TEAの紅茶

6.16（金）–6.30（金）
宮﨑 白玄堂の新茶

6.23（金）–6.25（日）
和歌山 金八みかんのハチミツ即売会

6.30（金）–7.17（月・祝）
The BAR

（The Backers Foundation 
and AIT Residence Programme）vol.10

6.15（木）–7.30（日）
d design travel SHIZUOKA EXHIBITION—『d design travel 静岡』発売記念— 
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5.29（月）–6.4（日） 11:00–20:00
ベンモリ・ジャングルワールド × シロクマ親子
—北極 × アフリカ アニマル・ツアー・アート・ショー—　
日常、触れ合うことが難しい動物達に代わって日々、接することが可能な

アートになった、せいぶつ達をヒカリエで体感できるショータイムです。 

\  入場無料

6.7（水） 19:30–20:45 （開場19:00）
 「MilK」編集長イジス・コロンブ・コンブレアス × ナガオカケンメイ 

トークセッション 「子どもの未来につながる、良いデザインとは」
—「47こども道具展」関連企画—　
日本とフランス、異なる視点と経験を経たふたりが考える、子どもと

親とデザインのこと。ブックディレクター山口博之がモデレーターを

務めます。 \  入場無料／要予約（電話：03-6427-2301または d47 MUSEUM・

d47 design travel store店頭） 

6.20（火） 18:00–21:00
グッドライフ☆カンファレンス2017

—エコソーシャルな地域社会をデザインする—　
環境省グッドライフアワード「ソーシャルイノベーターカンファレンス

2017」では、エコソーシャルな地域づくりを実践する 4名のイノベーター

が登壇します。 \  無料／要予約（ウェブサイトより）　

6.23（金）–6.25（日） 11:00–20:00 
BASEでみつけるインスタジェニックなうつわ展　
人気ショッピングアプリ、BASEから“うつわ”にちなんだショップたちが

集結します。食を美しく魅せる器はインスタ映えすること間違いなしです。 

\  入場無料（最終日は 19:00まで）

6.28（水） 18:00–21:00
地方創生ガールズTalk vol.2—地域とつながるライフデザイン—　

INSPIRE ×ミライカレッジによる「地方創生ガールズ Talk」として、“地域と

つながるライフデザイン”を考える女性対象のカジュアルセミナーを開催
します。 要予約（ウェブサイトより）

5.23（火）–6.4（日） 11:00–20:00 
アートラボ・クループ・アート・ショー　ムスタングラーズ　
秋葉原に位置するアートラボ・トーキョーと青山にあるサテライツ・

アート・ラボ。2つのアートラボが所属作家の新作及び代表作を一同に

公開します。 \  入場無料

6.6（火）–6.18（日） 11:00–20:00
和の芸術と和紙糸の融合
—書に想いをこめる書家 小櫃凛泉とかみのいと（ＯＪＯ+）展—　
新鋭書家小櫃凛泉と和紙糸のトップメーカー王子ファイバーによるコラ

ボ展。書作品の展示に加え、書をあしらった「かみのいと」製品を展示

販売します。 \  入場無料 

6.23（金） 14:00–20:00
6.24（土） 11:00–20:00
6.25（日） 11:00–17:00
C/STORE2017—オリジナルアーティストグッズショッププロジェクト—　

C/LABORATORYによるアーティストグッズショッププロジェクト。アート

作品とアーティストが作る個性的で魅力溢れるオリジナルグッズを販売

します。 \  入場無料

5.24（水）–6.26（月） 11:00–20:00
山本桂輔 展「地底の雲」　

2年ぶりの個展となる本展では、六甲山の自然との対話から生まれた

彫刻作品を中心に、そこから派生したドローイングなどを展示致します。 

\  入場無料

6.30（金）–7.17（月・祝） 11:00–20:00
The BAR（The Backers Foundation and AIT Residence Programme）vol.10 

ミティ・ルアンクリタヤー（タイ）とサラ・アブ アブダラ（サウジアラビア）による新作展　
バッカーズ・ファンデーションとNPO法人AITのアーティスト・イン・レジデ

ンスで東京に 3ヶ月間滞在した作家二人による展覧会です。 \  入場無料

4.6（木）–6.11（日） 11:00–20:00
47こども道具展　
日本各地の技術や資源を活かしてつくられている "こどもが使う道具 "を

展示・販売。こども達に向けられた、正直で優しいものづくりを通して、日

本のものづくりの本質に触れる企画です。 \  入場無料（入場は 19:30まで） 

6.10（土） 11:00–12:30
d SCHOOL「わかりやすいオーガニックコットン」
食べられるタオルって何ですか？—「47こども道具展」関連勉強会—　
オーガニックコットンを材料に世界基準で安全なタオルをつくる愛媛

今治の「IKEUCHI ORGANIC」。素材の基礎から、選び方、使い方まで

学びます。 \  1,000円／要予約（電話：03-6427-2301または d47 MUSEUM・

d47 design travel store店頭）

6.15（木）–7.30（日） 11:00–20:00
d design travel SHIZUOKA EXHIBITION

—『d design travel 静岡』発売記念—　
静岡の観光をデザインの視点で案内するガイドブックの内容を立体的に

表現。掲載地で実際に使われている備品や装飾品などを展示し、その

魅力を再現します。 \  入場無料（入場は 19:30まで） 

6.1（木）–6.15（木） 11:00–20:00
大阪 MUSICA TEAの紅茶　
紅茶を喫茶店で飲む文化を取り入れ、大阪の喫茶文化に新しい流れを

作った老舗紅茶店。原産国から直輸入した新鮮な紅茶を 10種以上揃え、

ティーポットなどの道具も紹介します。 （最終日は 17:00まで） 

6.16（金）–6.30（金） 11:00–20:00
宮﨑 白玄堂の新茶　県産の茶葉にこだわり、畑選びからブレンドを行い、
加工まで手がける白玄堂。今期できた新茶や、九州で日常的に楽しまれる

釡炒り茶、米麹紅茶、生姜紅茶などを紹介します。 （最終日は 17:00まで） 

6.23（金）–6.25（日） 11:00–20:00
和歌山 金八みかんのハチミツ即売会　
有田地域で育つ温州みかん「金八みかん」。純粋にみかんの花の蜜だけ

でつくるハチミツをご紹介します。華やかな香りと爽やかな味をお楽しみ

ください。 （最終日は 17:00まで）※売り切れ次第終了

6.13（火）–8.7（月） 11:30–L.O 22:00
静岡定食 釡揚げしらすと桜えび丼
—『d design travel 静岡』号発売記念—　d47食堂スタッフが現地取材

して開発した「その土地らしい定食」。丼を主役に、おろしたての生わさび

や黒はんぺん、わさび漬け、自然栽培の柑橘などが並びます。 \  1,750円

（14:30-18:00のティータイムを除く）

6.1–6.30 2017


