
アークヒルズ音楽週間 2015

※ 内容は、予告なく変更する場合がございます。
※ 詳細はアークヒルズ館内チラシ、アークヒルズwebサイトをご確認ください。  www.arkhills.com
主催： サントリーホール、森ビル株式会社　お問合せ： 森ビルタウンマネジメント事業部  03-6406-6663

楽器体験・
音楽物販ブース

※コンサート開催中は楽器体験ができないこともございます。

普段さわることのできない、たくさんの楽器に触れてみよう！ 
ハープ、尺八、バイオリン、トランペット、ウクレレ、ハンドベル…
などなど、おもしろい楽器がいっぱい。 
専門家が楽器の持ち方、音の出し方なども教えてくれるので
安心です！ 子どもから大人まで、みんなで楽しんじゃおう！
かわいい音楽小物なども販売しているのでお土産にもいかが？

［協力］ 銀座十字屋、銀座山野楽器、泉州尺八工房、玉川学園、
 テレビ朝日、ブックハウス神保町、ローランド株式会社
 （五十音順）

聴いて、触れて、全身で音楽を感じる楽しい時間。

ミュージック・マルシェsun.
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ミュージック・マルシェ コンサート

スズキ・メソード アンサンブル・コンサート
①11:00～

［協力］ 才能教育研究会

［協力］ 玉川学園

⑤15:00～

［協力］ ローランド株式会社 

デジタルピアノ＆パーカッション
コンサート 

ハンドベルコンサート
④14:00～

［協力］ 銀座十字屋 

②12:00～

［協力］ 銀座山野楽器 

③13:00～

［協力］ アークヒルズカフェ

⑥16:00～
アークヒルズカフェ コンサート
in ミュージック・マルシェ

［開催時間］ 11:00～17:00 参加費無料／事前申し込み不要

ハープ＆フルートコンサート 銀座山野楽器ミニコンサート

開催時間：11:00～17:00
会　　場：アーク・カラヤン広場
 （サントリーホール前）

「アークヒルズ音楽週間」  10/3（土）～10/10（土）
2011年より毎年10月に行っている、アークエリアが音楽に包まれる一週間。
「音楽がであう。音楽にであう。」をコンセプトに様々な施設が連携して開催さ
れる、街の音楽祭です。緑に囲まれたアーク・カラヤン広場を中心
に、サントリーホール、美術館、大使館、レストランなど、あらゆる
場所で、個性豊かなアーティストたちが奏でる楽しい音が街
のあちこちに鳴り響きます。

［会場］ アーク・カラヤン広場 特設ステージ　［演奏時間］ 各回30分程度　参加費無料／事前申し込み不要



ARK Hills Music Week 2015

*Note: Program contents are subject to change without notice.
 Please see the leaflet available at ARK Hills or the ARK Hills website (www.arkhills.com) for details.

Sponsored by: Suntory Hall, Mori Building Co., Ltd.   Contact: Town Management Department  03-6406-6663

Music Experience
and Sales Booth

*Note: The “musical instrument experience” may not be available
while concerts being performed.

Here's a rare opportunity to actually touch and feel a wide 
assortment of musical instruments! Harps, shakuhachi, violins, 
trumpets, ukuleles, handbells, and so many more fascinating 
instruments will be on hand. But don't worry —an expert will be 
available to teach you how to properly hold and make sound with 
each one. From kids to adults, this is an event for everyone to 
enjoy. We'll also be selling cute little music knickknacks, so why 
not take home a souvenir?
With the cooperation of: Ginza Jujiya, Ginza Yamano Musical Instruments, Tamagawa Academy, 
 TV Asahi, Book House Jinbocho, Roland Corporation

It's a time to listen, touch, 
and experience music with your entire body.

Music Marchesun.
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Music Marche Concert

Suzuki Method Ensemble Concert
①11:00 a.m.–
With the cooperation of the Talent Education Research Institute

With the cooperation of Tamagawa Academy

⑤3:00 p.m.–

With the cooperation of Roland Corporation

Digital Piano & Percussion Concert Handbell Concert
④2:00 p.m.–

With the cooperation of Ginza Jujiya

②12:00 p.m.–

With the cooperation of Ginza Yamano Musical Instruments

③1:00 p.m.–

With the cooperation of ARK Hills Cafe

⑥4:00 p.m.–
ARK Hills Cafe Concert in Music Marche

Event Time: 11:00-17:00
No participation Fee / No Advance Reservation Required

Harp & Flute Concert Ginza Yamano Musical Instruments
Mini-Concert

Event Time: 11:00-17:00
Place: ARK Karajan place
 (in front of Suntory Hall)

ARK Hills Music Week
October 3 (Sat.) - October 10 (Sat.)
During the ARK Hills Music Week held every October since 2011, the ARK area will 
be embraced in Music. This is an area wide music festival with the concept 
"Meeting Music" created through various nearby establishments 
working together. Beautiful and fun music by unique musicians 
will be heard in various places throughout the area including the 
ARK Karajan Place, nearby embassies, and restaurants, in 
addition to Suntory Hall.

Friday: Special Event Stage, ARK Karajan Place   Performance Time: 30 min./session
No participation Fee / No Advance Reservation Required


