
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 11.1–11.30 2018

11.14（水）
生きづらさを解消する劇場の未来

SunSun Sun Sun

11.7（水）–11.13（火）
2020年、渋谷。

超福祉の日常を体験しよう展

10.27（土）–12.3（月）
d47 奈良県「saredoの糸しごと」

11.17（土）–11.23（金・祝）
Tokyo Work Design Week 2018

10.19（金）–12.3（月）
d design travel IWATE EXHIBITION—デザイントラベルガイド『d design travel 岩手』出版記念—

11.1（木）–11.19（月）
山野千里 展「ラウンド マインド クルーズ」

10.30（火）–11.4（日）
rikolekt 2019ss exhibition “circle’’

11.25（日）
d MARKET 採れたて 東京野菜 直売会

—毎月第 4日曜日開催—

10.31（水）–11.5（月）
西野亮廣エンタメ研究所 
巨大シャドーボックスをつくろう！

11.3（土）–11.4（日）
ハイブリッドなおしゃれ : 

現代チョンサムのコレクション
—ショーケース 1—

11.17（土）–11.23（金・祝）  
Tokyo Work Design Week 2018

11.24（土）–12.2（日）
成瀬雅春 瞑想画展—「瞑想世界の視覚化」—

11.15（木）–11.16（金）
～2夜連続開催！～ d47落語会 第 20回 「岩手県」

—柳家花緑とD&DEPARTMENTの新作落語× 47都道府県プロジェクト—

11.22（木）–12.17（月）
川島秀明［2001-2014］

10.17（水）–12.3（月）
岩手県の味「岩手定食」

—デザイントラベルガイド『d design travel 岩手』出版記念—

11.1（木）–11.30（金）
d47 富山県「FUTAGAMI-使い込む、真鍮の生活道具 -」

11.14（水）–11.18（日）
YUMI YOSHIMOTO 2018series exhibition & 

KESHIKI series3 release exhibition

11.20（火）–11.25（日）
造本家 新島龍彦個展
『紙と物語で本になる』

11.26（月）–12.2（日）
Giiton week 2018

11.7（水）–11.13（火）
2020年、渋谷。

超福祉の日常を体験しよう展

11.24（土）
Design Scramble 2018

11.25（日）
瞑想トーク（対談）「格闘技と瞑想」
—成瀬雅春瞑想画展 特別イベント—

11.29（木）
第 12回スポーツ文化フォーラム

—お、文化！—

11.30（金）–12.2（日）
日本茶 AWARD2018

「TOKYO TEA PARTY」を開催！

11.5（月）
都市想像会議 第 15回「地域福祉×都市」③
—人を支える仕組みをどうデザインする？—

 

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

11.3（土）–11.4（日） 11:00–20:00
ハイブリッドなおしゃれ: 現代チョンサムのコレクション—ショーケース1—　
香港のファッションデザイナーが手がけたモダンな ‘‘Cheongsam（チャ

イナドレス）’’ 約 10点を展示、時代や世代を超えた多彩な Cheongsam

をご覧いただきます。 \  入場無料／予約不要

11.7（水）–11.13（火） 11:00–20:00
2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展—SUPER WELFARE EXPO—　
「カッコいい」デザインや「ヤバイ」テクノロジーを備えたプロダクトの展示

ほか、様々なジャンルのプレゼンテーターが登壇するシンポジウムなど

CUBEと同時開催します。 \  入場無料／一部プログラムは要予約（webにて）

11.15（木）–11.16（金） 20:00–22:00（19:00開場）
～2夜連続開催！～ d47落語会 第20回 「岩手県」
—柳家花緑とD&DEPARTMENTの新作落語× 47都道府県プロジェクト—　
デザイントラベルガイドブック『d design travel 岩手』の発売を記念して、

岩手県をテーマにした新作落語を落語家・柳家花緑が演じます。2夜連続

限定開催です。 \  前売 3,000円 当日 3,500円／要予約（web・店頭にて）

11.17（土）–11.23（金・祝）  
Tokyo Work Design Week 2018

—勤労に、感謝を。～“仕事”を“私事”に変える、7日間の働き方の祭典～—　
総勢 100名以上の勤労界を代表するリーダーたちによるトークセッショ

ンやワークショップ、働き方にまつわる企画展示が実施されます。CUBE

と同時開催。 \  有料／要予約（詳細はWEBサイトにて）

11.24（土） 12:00–20:00
Design Scramble 2018　今年初開催となる「Design Scramble 2018

（デザイン・スクランブル）」は、渋谷を舞台にしたデザインフェスティバル

です。 \  有料（詳細はwebサイトにて）

11.30（金）–12.2（日）  
日本茶AWARD2018「TOKYO TEA PARTY」を開催！
—誰でも参加できる三次審査の一般投票で日本茶大賞を決定—　
三次審査では投票により日本茶大賞を決定！受賞茶の販売や、日本茶を

知る様々な体験をご用意。 （詳細はWEBサイトにて）

10.31（水）–11.5（月） 11:00–20:00
西野亮廣エンタメ研究所 巨大シャドーボックスをつくろう！　
キングコング西野亮廣が巨大シャドーボックス作りに挑戦。会場では

シャドーボックスの制作を進めます。 \  入場無料

11.24（土）–12.2（日） 11:00–20:00
成瀬雅春 瞑想画展—「瞑想世界の視覚化」—　
「瞑想画」は深い瞑想の中で描き出されます。絵画や書にとらわれ

ない、まったく新しいスタイルの成瀬雅春ならではの作品です。 

\  入場無料（初日 14:00から／最終日は 17:00まで）

11.1（木）–11.19（月） 11:00–20:00
山野千里 展「ラウンド マインド クルーズ」　
京都在住の陶芸作家、山野千里の新作展。自身の記憶やイメージ

の断片から言葉遊びのように展開するユーモアに満ち溢れた作品を

展示します。 \  入場無料 

11.22（木）–12.17（月） 11:00–20:00
川島秀明［2001-2014］　
独自の視点で人物像を描く川島秀明。本展では 2001年から 2014年

までのペインティングやドローイング作品を展示します。 \  入場無料

10.19（金）–12.3（月） 11:00–20:00
d design travel IWATE EXHIBITION

—デザイントラベルガイド『d design travel 岩手』出版記念—　
岩手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仕事道具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）

10.27（土）–12.3（月） 11:00–20:00
d47 奈良県「saredoの糸しごと」　落ちわたを再び糸として再生させ、そ
の糸から出来た靴下や帽子をご紹介。上質なコットンだからこその着心

地の良さを体感してください。 （最終日は 17:00まで）

11.1（木）–11.30（金） 11:00–20:00
d47 富山県「FUTAGAMI-使い込む、真鍮の生活道具-」　
富山県高岡より、経年変化が楽しい ‘‘ 真鍮 ’’ の長く使い込みたい生活

道具を紹介します。定番取扱商品に加え、カトラリーや照明器具なども

揃います。 （最終日は 17:00まで）

10.17（水）–12.3（月） 11:30–23:00（L.o21:30）
岩手県の味「岩手定食」
—デザイントラベルガイド『d design travel 岩手』出版記念—　

d47食堂の料理人が県内をめぐり、岩手ならではの食を取材して

開発。柳ばっとやがっくら漬、くるみ餅、てんぽなどの郷土料理が並び

ます。 \  1,680円（税込）／ 14:30-18:00を除く

11.25（日） 11:30–16:00
d MARKET 採れたて 東京野菜 直売会—毎月第4日曜日開催—　
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。 

10.30（火）–11.4（日） 12:00–20:00 @aiiima1
rikolekt 2019ss exhibition “circle’’　
“ 記憶の手ざわり”をコンセプトに四季のうつろいの中に隠れる美しさや

儚さをインスピレーションにした服づくりを行う rikolektの新作展示会を

行います。 \  入場無料 （最終日は 19:00まで）

11.14（水）–11.18（日） 11:00–20:00 @aiiima1
YUMI YOSHIMOTO 2018series exhibition & KESHIKI series3 

release exhibition　テキスタイルブランドYUMI YOSHIMOTOとソーイ

ングファブリックブランド KESHIKIの新作生地コレクションを展示販売

いたします。 \  入場無料 （最終日は 18:00まで）

11.20（火）–11.25（日） 11:00–20:00 @aiiima1
造本家 新島龍彦個展『紙と物語で本になる』　
造本家 新島龍彦は、これまで絵本やアートブック等を手と道具と少しの

機械で制作してきました。その本たちを通して、造本家としての「本を作

る営み」を展示します。 \  入場無料 （最終日は 18:00まで）

11.26（月）–12.2（日） 10:00–20:00 @aiiima1
Giiton week 2018　
『ものづくり』にフォーカスしたショップ Giiton（ギートン）が今年も aiiima

で 期間限定ショップをオープンします。 \  入場無料 （初日は 13:00から／

最終日は 18:00まで）

11.1–11.30 2018

People with and without disabilities, people of all genders and sexual orientations: Welcome 
to a Shibuya where we come together and break down barriers as we head toward 2020. The 
fifth Super Welfare Expo once again offers exhibits and hands-on experiences with the latest 
innovative ideas, designs, and technologies for everyone’ s wellbeing, plus symposiums and 
other events with diverse topics and themes. Let this be a week for discovering and sharing 
the power of what makes you and others unique. The future of Super Welfare is up to you!

健常者も、障害者も、高齢者も、外国人も、LGBTも、妊婦もない。あらゆる人が意識の
バリアをなくし、まざりあった2020年、渋谷の日常へようこそ。今年も、従来の福祉を超
えたアイデアやデザイン、テクノロジーの展示や体験に加え、多種多様なテーマのシンポ
ジウム&セッションを開催します。さらに、あなた自身が感じた“ちがい”の力を発信し、
誰かと何かを始めたくなる１週間へ。さあ、超福祉の未来をつくるのは、あなたです。

2018.11.07(ｗed) 11.13(tue)
□メイン会場：渋谷ヒカリエ 8階　8/ COURT・CUBE(11/07-13,11:00-20:00), ハチ公前広場(11/10),
渋谷駅13番出口地下広場(11/10) □サテライト会場：渋谷キャスト スペース(11/10-11)ほか渋谷区内各所にて
□Main venue : 8/(hachi) COURT・CUBE @ Shibuya Hikarie 8F(11/07-13,11:00-20:00),Hachiko Square(11/10),
Shibuya Station Exit 13 Basement Square(11/10) □Satellite venue : SHIBUYA CAST. SPACE(11/10-11)  etc.


