
木とあそぼう
森をかんがえよう

アークヒルズ

with

        親 子 で 体 験し、学 ぶ 3 日間！

都心のオアシス
「ルーフガーデン」も

特別公開！

SatFri Sun

Play with Wood & Think of Forest 
with More Trees

Information

Map & Access

●5/3（Fri）・5/4（Sat） 　
   10：00～14：00（13：30最終入場）
    5/5（Sun）　
   10：00～16：00（15：30最終入場）
●ルーフガーデン（サントリーホール屋上）

〈その他の公開予定（ 5月末まで）〉
毎週金曜・土曜、4/18（Thu）、5/16（Thu）
10：00～14：00
アークヒルズの豊かな緑を象徴す
るサントリーホール屋上「ルーフ
ガーデン」（通常非公開）を特別公
開します。鮮やかな草花や美しい新
緑が楽しめる都心のオアシスを満
喫してください。

春のガーデン特別公開
Spring Special Open Garden

●5/3(Fri)　
   10：00～／13：00～
●各回15組30名
●小学校３～６年生と
   その保護者　
●無料　
●アークガーデンほか
●ヒルズ街育プロジェクト  
    公式webサイトより要申し込み

30年以上の時をかけ
て植物が育ったアー
クヒルズで、街の環境
や緑の大切さを親子
で学べるツアーです。

ヒルズ街育プロジェクト
木とみどりのヒミツ 探検ツアー
Tree and Green Secret Exploration Tour
by HILLS MACHI-IKU PROJECT

HILLS Marche

主催：森ビル株式会社   お問い合わせ：03-6406-6663

https://www.arkhills.com
※雨天決行・荒天中止
※内容、開催時間は変更する可能性がありますのでご了承ください
※価格はすべて税込表記です  ※一部画像はイメージです　

※有料駐車場の料金は2019年4月時点の情報となります
　最新情報はアークヒルズ公式webサイトをご確認ください

● 東京メトロ南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口より徒歩 1 分 
   1-minute walk from Exit 13 of TAMEIKE-SANNO Station
   on the NAMBOKU and GINZA Subway Lines.

● 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」3番出口より徒歩 1 分 
   1-minute walk from Exit 3 of ROPPONGI-ITCHOME Station 
   on the NAMBOKU Subway Line.

● 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩 8 分
   8-minute walk from Exit 4b of KAMIYACHO Station
   on the HIBIYA Subway Line. 

● アーク森ビル（24時間営業）　料金 200円 / 15分　 
  ARK Mori Building（Open 24 hours）　Fee 200yen / 15min

● アークヒルズ サウスタワー（7：00～23：00）　料金 100円 / 10分
   ARK HILLS South Tower（7：00 - 23：00）　Fee 100yen / 10min

地下鉄でお越しの場合　Subway

有料駐車場　Parking

イベント期間中、他にも楽しいコンテンツが沢山！

SNSで情報をチェック＆楽しいキャンペーンも！
SNSでも楽しい情報を公開中！
公式Facebookでは開催情報やスタッフレポートを随時公開！
Instagramでは当日、指定ハッシュタグ投稿で
プレゼントが当たります。

●毎月第4土曜日　
   10：00～12：00
  （12月は第２土曜日）
●アークガーデンほか　
●各回20名　
● 1回あたり3,000円を
   ベースとしたチケット制
●5歳～小学3年生

アークヒルズでは、子どもたちの豊かな未来への基礎・
土台を育む多様なプログラムを展開しています。毎月
第４土曜日はアークガーデンの豊かな緑の中で自然
体験プログラム「GREEN WORKSHOP」を開催中。
最新情報はFacebookで！
https://www.facebook.com/arkhills.kids/

ARK HILLS KIDS COMMUNITY 

 「GREEN WORKSHOP」

5.3
のみ
(Fri)

●5/4(Sat)　
   10：00～17：00
●アーク・カラヤン広場

毎週土曜日に開催し
ている「ヒルズマル
シェ」が登場！
新鮮な野菜、果物、加
工食品などのお買い
物をお楽しみくださ
い。

ヒルズマルシェ●5/5(Sun) 12：30～13：00／15：00～15：30
●ルーフガーデン（サントリーホール屋上） 
    ※雨天時はアーク・カラヤン広場にて開催

若手実力派ウクレレプレイヤーに
よる、こどもの日の特別なコンサー
ト！ルーフガーデンの豊かな緑の
中で、美しい音色をゆったりとお
楽しみください。

アークガーデン 森の音楽会
～名渡山 遼 ウクレレコンサート～
ARK Garden Forest Music Concert
presented by Asa-Kura

名渡山  遼
1993年生まれ。愛用のウクレレ
は全て自身の手作り。世界に一
つだけの楽器で唯一無二の音
色を生む、天才ウクレレプレイ
ヤー。2016年メジャーデビュー。

5.5
のみ
(Sun)

5.4
のみ
(Sat)

会員
募集中

～アークのお庭で、自然とあそぼう！育てよう！～

ウッドデザイン賞を受賞！

2015年に開催した「木とあそぼう森をか
んがえよう with more trees」が第 1回ウッ
ドデザイン賞ソーシャルデザイン部門コ
ミュニケーション分野を受賞しました。

Facebook Instagram



● 随時参加可（約20分／回） ※最終受付16：30
●なくなり次第終了　● 500円　
● 5歳以上（保護者同伴要）

木とタイルの
モザイクコースターづくり
Making a Mosaic Coaster 
with Woods and Tiles
by メロンモザイク

by Have Some Fun!

様々な色のタイルや木のパーツを
自分で組み合わせ、
モザイクコースターをつくりましょう！

木とあそぼう
森をかんがえよう

アークヒルズ　アーク・カラヤン広場
ARK HILLS　ARK Karajan Place

with

都会にいながら親子でのんびり楽しめる木育イベント！
日本各地の木とふれあい、森を感じる3日間です。

more trees(モア・トゥリーズ)とは
音楽家・坂本龍一氏の呼びかけによって設立された森林保全団体。森づくりを推進しながら、国産材を活用した商品の企画・開発、
イベントを通じた森の魅力の発信など、「都市と森をつなぐ」をキーワードに様々な活動に取り組んでいます。　

※全てのワークショップは当日先着順です
※各日9：45より中央受付テントにて当日分の参加券を販売・
　配布します（「アークヒルズ 木とみどりのまちたんけん」、　  
   「水のワークショップ」を除く）

アークヒルズのレストランで、
ジビエ料理などの
森の恵みを味わおう！

ワークショップを通し
自然にふれて
楽しみながら学ぼう！

● 1,800円　● 11：00～23：00（LO22：00）
※なくなり次第終了

鹿モモ肉のロースト　
和風仕立て～熟成醤油と焙煎ごま～
Roasted Venison Thigh Meat
- Matured Soy Sauce & Roasted Sesame -

木のおもちゃであそぼう
Let's Play with Wooden Toys

ビー玉あそび“SlowP”
Playing Marbles with “SlowP”

ヒノキ玉のプールや木のパズルな
ど、全国からたくさんのおもちゃ
が広場に集まります！
建築家・隈研吾氏とmore treesが
つくった木のつみきも登場。無限
の組み合わせで自分だけの形をつ
くって思いっきりあそびましょう！

赤、青、黄色とカラフルなビー玉を転がして
あそべる、全長12mもの長いスロープが登場！
転がるビー玉を見て、ふれて、聞いて、
こどもも大人も楽しめます！
※ビー玉の誤飲防止のため、保護者の方は小さい
　お子様から目を離さないようご注意ください

● 随時参加可（約30分／回）　※最終受付16：30
●なくなり次第終了　● 1,300円　
● 5歳以上（保護者同伴の場合3歳以上）

木のネームプレートづくり
Making a Wood Name Plate
by あすなろ手芸店

「more treesの森」がある
鳥取県智頭町より初参加！
木製パーツを選んで、名前を入れて、
自分だけのプレートをつくりましょう！

● 10：30～／12：30～／14：30～
  （約40～60分／回）
● 各回10名　● 1,000円
● 5歳以上（保護者同伴の場合3歳以上）

泥んこ遊びdeこけ田んぼづくり
Making a “Moss Ball” Playing with Mud
by SATOMACHI
泥んこ遊びをしながら田んぼに見立てた
こけだまをつくり、稲の苗を植えます。
おうちで稲作を楽しみませんか？

● 随時参加可（約10～30分／回）
  ※12：00～12：30、15:00～15：30を除く
● 各日80名　● 600円　
● 4歳以上（保護者同伴要）

丸太でぶんぶんごまをつくろう
Making a Toy “Bun Bun”of a Log
by 東京チェンソーズ
東京の山から切り出し、直送した丸太で、
オリジナルのぶんぶんごまを
つくりましょう！

● 14：00～（約60分）　● 8名　
● 1,800円（ドリンク券付き）　● 3歳以上
※参加券はアーク・カラヤン広場で販売

木の紙でオリジナル
タンブラーをつくろう
Making a Original Tumbler with  
Wooden Paper 
by STARBUCKS COFFEE＋more trees
ヒノキシートに絵をかいて、
“マイスターバックスタンブラー”を
つくりましょう！

木とあそび、ふれあい、
香りや音を
五感で楽しもう！

ワークショップやプレイエリアで
使われている木の種類と産地を
丸太サインに書いたので

探してみてね！

● 随時参加可（約30分／回）
  ※13：30～14：00を除く、最終受付16：30
● 各日30名　● 500円　● 5歳以上

木のぬくもり
アクセサリーづくり
Making an Accessory with Wood
by 木遊木
石巻の木工作家が直接指導！
色々な形の木片にぬくもりを吹き込み、
自分だけのアクセサリーをつくりましょう！

アークヒルズ 
木とみどりのまちたんけん

● 随時参加可　※最終受付16：30
● 無料
● 協力：NPO法人CANVAS
※参加券不要（直接ブースにお越しください）

ARK HILLS Town Expedition of the Tree
by ARK HILLS KIDS COMMUNITY

アーク・カラヤン広場で地図を手に入
れて、アークヒルズのまちを探検！
木と森のはかせになろう!!

● 1,000円　● 10：00～17：00（LO17：00）
※1ピース（400円）からの注文可
※なくなり次第終了

森の恵みチキンタコス食べ比べセット
（キノコ・ハチミツ・ワサビ）

Comparing of Chicken Tacos
with Blessing of the Forest

（Mushrooms · Honey · Wasabi）

●スリランカプレート（1,000円から）・２種のカ
  レープレート（880円から）をご注文で、期間
  限定「蝦夷鹿肉カレー」が選べます
● 11：00～22：00（LO21：00）
※なくなり次第終了

選べる！蝦夷鹿肉カレー
You Can Choose! Yezo Venison Curry

● 11：30～／13：30～／15：30～（約60分／回）
● 各回20名　● 1,000円
● 5歳以上（保護者同伴の場合3歳以上）

木の輪ゴムてっぽうづくり
Making a “Cedar Rubber Band Gun”
by 百年杉の加藤木材
懐かしの輪ゴムてっぽうを、
スギの木でつくりましょう。
完成後は射的も楽しめます！

● 10：30～／11：30～／13：00～／14：00～／   
  15：00～（約30分／回）　●各回10名　
●300円　●4歳以上
※紙芝居は参加券のない方も無料でご覧いただ
　けます（開始時間に直接ブースにお越しください）

木のおともだち キョロキョロづくり
Making a Wooden Friend “Kyoro Kyoro”
by ARK HILLS KIDS COMMUNITY
紙芝居「ぼくはキョロキョロ」を見て、
身近な素材である「木」について学んだら、
木のキャラクター、
キョロキョロをつくりましょう！

● 随時参加可（約30分～／回）
  ※最終受付16：30
● 各日50名　● 1,500円（スープ付き）　● 3歳以上
●スープ引換店：DEAN ＆ DELUCA
  （アーク森ビル１F）

木のスプーンづくり＋
スープ体験
Making a Spoon of Wood + 
Tasting Soup
by DEAN＆DELUCA＋more trees
自分だけのヒノキのスプーンをつくり、
カフェ「DEAN ＆ DELUCA」で
特製スープを食べましょう！

つみきのあそびばもあるよ！

● 11：00～／13：00～／15：30～（約60分／回）
● 各回17名　● 2,000円
● 3歳以上（保護者同伴要）
※参加券はアーク・カラヤン広場で販売

木のイスづくり
Making a Wooden Chair
by Tree to Green＋more trees
大分県日田市の｢more treesの森｣の
スギの木を使って木工体験！
最後に自分の名前を入れて
オリジナルのイスが完成！

● 11：00～／11：30～／12：00～／12：30～／
13：30～／14：00～（約15分／回）
● 各回20名　● 無料
● 小学生以上（保護者同伴要）

水のワークショップ
～実験で森と水のつながりを知ろう～
Workshop to Learn the Connection 
between Forests and Water 
by SUNTORY
私たちにとって大切な「水」。水の実
験を通して森と水のつながりや水の大
切さを親子で一緒に学びます。
● 11：00～／11：30～／12：00～／12：30～／  
  13：30～／14：00～（約15分／回）
● 各回20名　● 無料　
● 小学生以上（保護者同伴要）
※参加券不要（直接ブースにお越しください）

水のワークショップ
～実験で森と水のつながりを知ろう～
Workshop to Learn the Connection 
between Forests and Water 
by SUNTORY
私たちにとって大切な「水」。
水の実験を通して森と水のつながりや
水の大切さを親子で一緒に学びます。

アークヒルズカフェ（アークタワーズウエスト1F）ポンガラカレー（アーク森ビル3F）

スターバックス コーヒー アークヒルズ店
（アーク森ビル1F）

TechShop Tokyo（アーク森ビル3F）

タコリッコ（アーク森ビル2F&広場内キッチンカー）

鹿肉ジビエバーガー
Venison Game Burger

● 1,400円　●10：00～22：00（LO21：00）
※なくなり次第終了

バビーズニューヨーク アークヒルズ
（アーク森ビル2F）

主催：木とあそぼう森をかんがえよう実行委員会
（森ビル株式会社・一般社団法人more trees・株式会社more trees design）

後援：林野庁、港区教育委員会

タコリッコ（アーク森ビル2F）

● 14：00～／16：00～（約60分／回） ● 各回8名
●メキシカン型：1,500円　伝統型：1,200円  
  ※各型、数に限りがございます　
● 5歳以上（保護者同伴の場合３歳以上）

「メキシコ」×「こけし」な
『メキシこけし』絵付け体験

Making Your Own 
Mexican-style Kokeshi Doll “MexiKokeshi”!
by CHIDO PROJECT
真っ白なこけしを自由に絵付けして
楽しみましょう！
岩手から届いたメキシカン型と伝統型、
どちらか好きな木地を選べます。


