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会 期： 2014年11月6日（木）～11月11日（火） 

場 所： 六本木ミッドタウンガレリアB1アトリウム、サントリー美術館6Fホール 

 

南海電鉄(社長:亘 信二)と、高野山真言宗総本山金剛峯寺(管長:松長 有慶)は、10月 11日（土）

から 12月 7日（日）まで六本木のサントリー美術館で開かれる「高野山開創 1200年記念 高野山の

名宝」展にあわせて、世界遺産・高野山を体験できるエクスペリエンス「高野山」in東京ミッドタ

ウン

第二弾となる今回は、第一弾で好評だった写経体験や、真言宗に古くから伝わる瞑想法「

を実施しております。 

阿
あ

字
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」

体験、お経に旋律を付けた仏教音楽の「 声明
しょうみょう

」のライブなどをお楽しみいただける

来年 2015 年、高野山は、弘法大師・空海が修行の地として開いてから

1200 年を迎えます。貴重な国宝が六本木で鑑賞できるこの機会に、気軽

に高野山を感じていただくとともにぜひ実際に現地へ足を運んでいただ

きますよう、ご案内いたします。 

「高野山体感

ルーム」の開設に加えて、新たに六本木ミッドタウンのガレリアB1アトリウムで、高野山真言宗僧

侶による現地の見どころ案内や、高野山にゆかりのあるゲストによる、旅の魅力や特産品の歴史等

を紹介するスペシャルトークショーなど「高野山体感ステージ」を開設します。 

 

 

 

 

開催概要 

名称： 「高野山開創 1200 年記念 高野山の名宝」展 高野山体感ステージ、高野山体感ルーム 

実施期間： 2014 年 11 月 6 日（木）～11 月 11 日（火）（※高野山体感ルームは 10 日（月）まで） 

実施場所：港区赤坂 9－7－4 東京ミッドタウン ガレリア B1 アトリウム、サントリー美術館 6F ホール、 

公式ホームページ：  http://www.nankaikoya.jp/experience/ 

イベントスケジュール※当日のスケジュール・イベント内容は変更になる場合があります。 

★高野山体感ステージ（東京ミッドタウンガレリア B1 アトリウム） 

日時 イベント 詳細 
11月 6日（木）、9日（日）、10日（月）、

11 日（火） 

①13:00～ ②15:20～ 

11 月 7 日（金）、8 日（土） 

①14:00～ ②16:30～ 

 

高野山の魅力 

 

高野山は約 900ｍの山上に東西約 5ｋｍ、南北約

2ｋｍに広がる真言密教の修験道場です。来年開

創 1200 年を迎える高野山の魅力を映像や、高野

山真言宗僧侶（予定）によるトークでご紹介しま

す。 

「高野山開創 1200 年記念 高野山の名宝」展 開催記念 

南海電鉄プレゼンツ エクスペリエンス「高野山」in 東京ミッドタウン第二弾 

高野山のプロがおすすめの楽しみ方を紹介！ 

高野山体感ステージ開設決定 

 

 
 

http://www.nankaikoya.jp/experience/�


 

 

11月 6日（木）、9日（日）、10日（月）、

11 日（火） 

①13:30～ ②15:50～ 

11 月 7 日（金）、8 日（土） 

①14:30～ ②17:30～ 

わかやま紀州館プレゼンツ 

わかぱんグッズをゲット！ 

和歌山・高野山クイズ大会 

今年は高野山を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」

が世界遺産に登録されてから 10周年となります。

それを記念して和歌山・高野山に関するクイズを

出題し正解者には、和歌山県の和歌山観光 PR

シンボルキャラクター“わかぱん”のグッズをプレ

ゼントします。 

11月 6日（木）、9日（日）、10日（月）、

11 日（火） 

①14:00～ ②16:20～ 

11 月 7 日（金）、8 日（土） 

①15:00～ ②18:00～ 

 

高野山癒しのステージ 

6 日（木）、11 日（火） 

ゲスト：仏像イラストレーター 田中ひろみ氏 

7 日（金）、10 日（月） 

ゲスト：女子旅ライター 吉田明乎氏 

8 日（土）、9 日(日) 

ゲスト：角濱ごまとうふ総本舗 

珠数屋四郎兵衛 

高野山をより身近に感じ、訪れていただくために

高野山にゆかりの深いゲストを迎え、それぞれの

視点から、癒しに溢れた聖地の魅力をご紹介い

たします。 

 

★高野山体感ルーム（サントリー美術館 6 階ホール） 

※サントリー美術館でのイベントは、当日の「高野山の名宝」入場券をお持ちの方のみご参加いただけます。 

 

【ご参考】    「高野山開創 1200 年記念 高野山の名宝」展 

高野山が平成 27 年に開創 1200 年の節目を迎えることを記念して、高野山に伝わる至宝の数々を公開するものです。開創にか

かわる空海ゆかりの宝物から、豊麗な密教美術の原点ともいえる請来の品、真言密教の教理に基づく仏像、仏画など、普段は山

上にあって重厚な信仰の歴史を物語るこれらを一堂に展示します。 

 

お問合せ先 

日時 イベント 詳細 
11月 6日（木）、9日（日）、10日（月） 

17:00～ 

11 月 7 日（金）、8 日（土） 

19:00～ 

声明ライブ 「高野山の名宝」展を記念して、お経に旋律をつけて唱える仏

教音楽「声明」のライブを開催いたします。 

 

11 月 6 日（木）、9 日（日） 

①11:30～ ②13:10～ 

③15:10～ 

写経体験 

※各回先着 45 名 

参加整理券配布 

僧侶指導のもと、写経を体験いただけます。心身を集中させ、

豊かな心を育む事が出来る写経を六本木で体験ください。 

写経体験後、約 10 分間、高野山の世界観やアクセスについて

ご紹介いたします。 

11 月 7 日（金）、8 日（土） 

①13:00～ ②14:30～ 

③16:00～ ④17:30～ 

11 月 10 日（月） 

①11:30～ ②13:10～ 

③15:10～ 

阿字観体験 

※各回先着 45 名 

参加整理券配布 

 

真言宗の瞑想法の一つである阿字観を六本木で体験いただけ

ます。阿字観体験後、約 10 分間、高野山の世界観やアクセス

についてご紹介いたします。 

会 期 2014年 10月 11 日（土）～12 月 7日（日） 

開 館 時 間 

10:00～18:00 （金・土は 10:00～20:00） 

※11月 2 日（日）、11月 23日（日・祝）は 20時まで開館 

※いずれも入館は閉館の 30分前まで 

休 館 日 火曜日 

入 館 料 

一般当日 1,300 円※中学生以下無料 

大学・高校生当日 1,000円※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方 1 名様のみ無料 

[当日券チケット販売場所] 

サントリー美術館（火曜日、展示替え期間中を除く）チケットぴあ、ローソンチケット、セブンイレブンで発売 

交       通 

住所 〒107-8643 東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウン ガーデンサイド 

電車 

都営地下鉄大江戸線六本木駅出口 8 より直結 

東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結 

東京メトロ千代田線乃木坂駅出口 3 より徒歩約 3分 

主 催 サントリー美術館、高野山真言宗総本山金剛峯寺、高野山文化財保存会、読売新聞社 

協 賛 

株式会社関西アーバン銀行、清水建設株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、大和ハウス工業株式会

社、南海電気鉄道株式会社、日本写真印刷株式会社、一般社団法人 日本非破壊検査協会、三井不動産株式会

社、サントリーホールディングス株式会社 

南海電気鉄道株式会社  

東京支社 渡邊、石井 

TEL 03-3541-5477 

 


