
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 1.1–1.31 2018
Sun Sun Sun Sun

1.5（金）–1.14（日）
GOOD MAD 長田真作 原画展

1.28（日）
渋谷の街をレゴ ®ブロックでつくろう！

1.18（木）–2.12（月）
デヴィッド・リンチ 版画展

12.22（金）–1.15（月）
西太志 + 矢野洋輔 展「居心地の良さの棘」

1.10（水）–1.16（火）
Hikarie Contemporary Art Eye vol.8

日本六古窯「古丹波の美」展—日本民陶の歴史を語る古丹波を今ここに—

1.26（金）–1.31（水）
光彩のうつわ展

1.2（火）–1.8（月・祝）
SHIBUYA-TOKYO CURIOSITY

1.18（木）–1.24（水）
GALLERY龍屋 選抜作家展「タツコレ」 

1.12（金）–1.17（水） 
神戸派計画 new year exhibition

11.30（木）–2.4（日）
P to P GIFT 2018 Problem to Product Gift—47都道府県の地域問題から生まれた製品を観よう、贈ろう—

1.28（日）
d MARKET 採れたて東京野菜 直売会

1.10（水）–2.13（火）
佐賀県の味「佐賀定食」—dTOUR share travel SAGA関連企画—

1.12（金）–1.14（日）
d47MARKET 長野県

「八幡屋礒五郎」の七味唐からし

1.11（木）–1.31（水）
d47 静岡県「福田織物」のストール

1.4（木）–2.13（火）
編集部が本音でお薦めしたい「佐賀の美味しい手みやげ」—dTOUR share travel SAGA関連企画—

12.26（火）–1.10（水）
d47 岩手県「滴生舎」の漆器
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150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8F

東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」15番出口と直結。

 

Tel: 03-6418-4718   Fax: 03-3409-5518　

E-mail: info@hikarie8.com   Url: www.hikarie8.com



www.hikarie8.com

1.5（金）–1.14（日） 11:00–20:00
GOOD MAD 長田真作 原画展　
絵本業界で話題沸騰。今もっとも注目すべきクリエイターのひとり、長田

真作の絵本原画とファッションデザイナーとのコラボレーション作品を

展示します。会期中はトークイベントも開催。 （初日は15:00から／最終日は

17:00まで）\  入場無料（トークイベントは各回 1,000円）　

1.28（日） 9:30–15:30
渋谷の街をレゴ®ブロックでつくろう！　
日本人初のレゴ ®認定プロビルダーの三井淳平氏制作のレゴ ®ブロック

で作った渋谷駅周辺の街の仕上げを、子供たちと三井氏が一緒に行う

イベントです。 \  入場無料　要申込 （募集終了）

1.2（火）–1.8（月・祝） 11:00–20:00
SHIBUYA-TOKYO CURIOSITY　
世界中の魅力的な都市に共通するDNA、好奇心。東京画は “好奇心

=CURIOSITY”をキーワードに、SHIBUYA を写真家たちの視線の先にパノ

ラミックに表現します。 \  入場無料 

1.10（水）–1.16（火） 11:00–20:00
Hikarie Contemporary Art Eye vol.8

日本六古窯「古丹波の美」展—日本民陶の歴史を語る古丹波を今ここに—　
丹波焼は六古窯のなかでも、民陶の歴史を語るやきものとして注目され

ています。本展では歴史と美を感じとっていただける古丹波の優品を厳

選しました。 \  入場無料

1.18（木）–1.24（水） 11:00–20:00
GALLERY龍屋 選抜作家展「タツコレ」　
愛知県を拠点に全国のアートフェアに出展する「GALLERY龍屋」が選抜

した若手作家 24人の作品を展示販売します。 \  入場無料

1.26（金）–1.31（水） 11:00–20:00
光彩のうつわ展　
光に絵柄が透き通る極薄の器や、虹色の光彩を放つ窯変の器。平戸藤祥

五光窯「光彩の器展」では、４００年の伝統を誇る三川内焼の陶技の器
を展示します。 \  入場無料（最終日は 17:00まで）

12.22（金）–1.15（月） 11:00–20:00
西太志 + 矢野洋輔 展「居心地の良さの棘」　
京都を拠点とする若手アーティスト、西太志（絵画／彫刻）と矢野洋輔

（彫刻）による二人展。両作家それぞれの独創性に満ちた表現をご高覧

ください。 \  入場無料 

1.18（木）–2.12（月） 11:00–20:00
デヴィッド・リンチ 版画展　
今年 1月には自身のドキュメンタリーが公開されるデヴィッド・リンチ。

映画界だけでなく、アート界からも注目を浴びるリンチの新作を含む

版画展です。 \  入場無料 

 

11.30（木）–2.4（日） 11:00–20:00
P to P GIFT 2018 Problem to Product Gift

—47都道府県の地域問題から生まれた製品を観よう、贈ろう—　
技術や品質の高さだけでなく、いかに無理なく次の世代に繋ぐかとい

う「循環」に注目が集まる日本のものづくり。地域問題を「循環」の

仕組みで解決しようと生まれた製品のギフトセットを紹介、販売します。

 \  入場無料（入場は 19:30まで）

12.26（火）–1.10（水） 11:00–20:00
d47 岩手県「滴生舎」の漆器　
日本で使われる漆の国産率はわずか3%その7割が岩手県二戸市浄法寺産

です。滴生舎の器をはじめ、浄法寺漆の復興に尽力する岩舘隆や、若手作

家の器も並びます。 （最終日は 17:00まで）

1.4（木）–2.13（火） 11:00–20:00
編集部が本音でお薦めしたい「佐賀の美味しい手みやげ」
—dTOUR share travel SAGA関連企画—　
「d deign travel 佐賀」のツアー参加者募集中！香り豊かな有明海苔、

絵柄を全種類集めたくなる唐津くんち土産「曳山カップ」などを紹介

します。 （最終日は 17:00まで）

1.12（金）–1.14（日） 11:00–20:00
d47MARKET 長野県「八幡屋礒五郎」の七味唐からし　
創業から 280年以上。昔は長野善光寺に行った証として、関所で袋を見

せれば通過できた、なんて逸話もある「八幡屋礒五郎」の七味を紹介。

自分好みの七味が作れる「調合販売」も行います。 （最終日は 17:00まで）

1.11（木）–1.31（水） 11:00–20:00
d47 静岡県「福田織物」のストール　
柔らかいふくらみが特徴の新疆綿（しんきょうめん）の極細の糸で丁寧に

織られた光透けるストールを始め、特殊生地の織物を得意とする福田織物

の数々の商品が並びます。 （最終日は 17:00まで）

1.10（水）–2.13（火） 11:30–23:00 （L.O:22:00）
佐賀県の味「佐賀定食」—dTOUR share travel SAGA関連企画—　
「d deign travel 佐賀」のツアー参加者募集中！ホクホクの白石れんこんと

イカの煮物、嬉野温泉水を使ったとろけるような温泉湯豆腐が並ぶ定食

が登場します。 \  1,650円

1.28（日） 11:30–16:00
d MARKET 採れたて東京野菜 直売会　
東京都内で栽培され、収穫したばかりの季節の旬のお野菜が並び

ます。また、東京野菜を使った当日限定のメニューも登場予定です。 

※写真はイメージ

1.12（金）–1.17（水） 10:00–20:00@aiiima2
神戸派計画 new year exhibition　
神戸発のステーショナリーブランド「神戸派計画」による展示販売会です。

神戸らしさのあるシュッとした、ユニセックスなデザイン文具が並びます。 

（最終日は 18:00まで）

1.1–1.31 2018


