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7月21日（金） 7月22日（土） 7月27日（木） 7月28日（金） 8月2日（水） 8月3日（木） 8月4日（金） 8月5日（土）

NAGI MUSIC LIVE 2017 ミュージックライブ  各日18：00～21：30（詳細はマップ面にて）

ビアガーデン  各日17：00～21：30NAGI MUSIC LIVE 2017 

水辺のビアカーニバル  各日15：00～21：00天王洲キャナルフェス2017夏

ハッピーKIDSフェスタ  各日14：00～21：00天王洲キャナルフェス2017夏

水辺の映画祭  各日19：00～21：00天王洲キャナルフェス2017夏

運河クルーズ  各日15：30～20：30天王洲キャナルフェス2017夏
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＊キャナルガーデンパーティー’17についてのお問い合わせ ☎03-5462-8811

限定販売  サッポロビール
「エビスマイスター」「白穂乃香」
樽詰スパークリングワイン
販売時間  各日18：00～21：00

夏祭りのお供は
美味しいお酒で
きまり！

LIVE♪

PICK UP ARTIST♪

STAGE★

GOURMET & AMUSEMENT
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＊シーフォートパラダイス 2017についてのお問い合わせ ☎03-5463-8110

彫刻展 空   各日 [1 F エントランスホール]

出展作家：淺井健作・寺田榮・田中毅・田中康二郎・崎間桜雄・木戸修・
湯田良夫

7人の彫刻家による展覧会「空」を開催中。ぜひこの機会にご高覧く
ださい。※土日祝日休館 入場無料
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＊NAGI MUSIC LIVE 2017についてのお問い合わせ ☎03-5462-4591 

NAGIの各店舗が味を競い合う毎年好評のビアガーデン。ビールと
美味しい料理をご堪能ください。

ビアガーデン   17：00～21：30  480席

＊エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ
 8月2日20：30～

浅草サンバカーニバルでも優勝経験
のあるチームがホットな夏をお届け！

＊Soul Holic   8月3日19：40～
70～90年代のノリノリなディスコナ
ンバーでLet's dance now！

＊山崎千裕＋ROUTE14band
 8月3日20：30～

唯一無二の「歌えるインストゥルメンタル
サウンド」で会場を沸かせます！

＊SHOBI Jazz Orchestra
 8月4日19：30～

選抜メンバーによる学生ジャズ・ビッ
グバンド。若さ溢れる演奏は必見！

天王洲の夏
に欠かせな
い、実力派も
のまねデュ
オ。極上の
ハーモニー
を楽しんで！

＊チャボ＆飛鳶   8月4日20：20～

＊シュノンソー    8月2日18：00～
NAGI MUSIC LIVE

のMCも務める、歌
って踊れるポップデ
ュオ！

MC

＊Olivia Burrell    8月2日19：40～
パワフルな歌声で
観客を魅了する、ジ
ャマイカ系カナダ人
シンガーが初登場！
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打田十紀夫Acoustic
guitar

ブルース＆ラグタイム・ギタリストとして世界的
に活躍する打田十紀夫が天王洲に初登場。独創
的なアレンジで奏でられるソウルフルなギター
の音色が天王洲の夜を彩ります。

  7月27日19：10～19：50

アップテンポな音楽に合わせて行う、ジャグリング
をメインとしたパフォーマンス。「リング」の技は日
本一との呼び声も！ 軽快なトークとともに見応え
たっぷりのステージを楽しんで。

  7月27日18：30～19：00

小林智裕Juggling 
performer

東京藝術大学の同窓生を中心に、若手実力派プ
レイヤーが集結！ スタンダードからコンテンポラ
リーまで、卓越したジャズサウンドで聴衆を興奮
の渦に巻き込みます！

  7月28日19：00～19：40

ドリーム ビボ
ジャズ オーケストラ

Big Band

ミュージックライブ   各日18：00～21：30 観覧無料
[NAGI パティオ特設ステージ]

船上＆ボードウォークライブ   各日
[T-Lotus M・第三水辺広場]

T-Lotus Mの屋上デッキやボードウォークがライブ
ステージに変身。真夏の夕暮れを生演奏とともに
楽しめます。

シーフォート
パラダイス2017

グルメパラダイス
 21日18：00～21：00、22日16：00～21：00

シーフォート
パラダイス2017

ステージパラダイス
 詳細はマップ面にて

シーフォート
パラダイス2017

キッズパラダイス
 21日18：00～21：00、22日16：00～21：00

キャナルガーデン
パーティー 17

BINGO！
 27日20：05～20：40、28日19：50～20：30

   7月27日20：05～20：40
 28日1 9：50～20：30

BINGO！

毎年恒例、ハラハラ
ドキドキのビンゴ大
会を開催！ 豪華景
品をゲットするチャ
ンスです！

売り切れ
ご免！

♪LIVE ドリーム ビボ
ジャズ オーケストラ

 19：00～19：40

キャナル
ガーデン
パーティー
17

キャナル
ガーデン
パーティー 17

♪LIVE 打田十紀夫
 19：10～19：50

キャナル
ガーデン
パーティー 17

♪LIVE 小林智裕
 18：30～19：00

特別クルーズ  16：00～17：30 特別クルーズ  16：00～17：30 特別クルーズ  16：00～17：30

＊おさかな釣り  1回200円
＊縁日  各100円

オモチャのおさかな釣りや縁日で、
夏祭りの遊びを思いっきり楽しもう！

キッズパラダイス  [センターコート／ガレリア]

 7月21日18：00～21：00
 22日16：00～21：00

＊天王洲キャナルフェス2017夏についてのお問い合わせ ☎03-4405-5785
HP  http：//canalfes.com  Peatix  https：//peatix.com/?lang=ja
Facebook  https：//www.facebook.com/tennozucanal/  twitter  @tennozucanal

（株）戦豆
神奈川県川崎市宮前区野川1096
第1種動物取扱業  展示、
川崎市20宮展第1号
平成20年9月3日〜平成30年
9月2日
原田　聡

ステージパラダイス 観覧無料[センターコート]

 7月21日18：00～21：00
 22日16：00～21：00

グルメパラダイス  [センターコート]

今年はグルメエリアにキッチンカー
もやってくる！ スムージーやプレミ
アムソフトクリームなどが楽しめます。

射的・ヨーヨー

釣りもできる！

＊お笑いライブ
 7月22日19：00～

ヒロシです… で人気のヒロシ
のぼやきネタをお聞き逃しなく。

＊猿回し   7月21日19：30～
猿回しで大はし
ゃぎ！ 2組のコ
ンビがそれぞれ
楽しい技を披露
します。

毎年恒例、バルー
ン職人のたけち
ゃんが今年もシ
ーフォートパラダ
イスに登場！ 色
とりどりのバルー
ンでステージを
彩ります。

＊バルーンパフォーマンス
 7月22日18：00～

台船を利用し、仮設の水上テラスを設
置。非日常の水際空間で過ごすひと時
を通じて、水辺の魅力を実感する場を
提供します。

台船テラス   各日  
[T-Lotus桟橋]

水辺のビアカーニバル

天王洲を出発し、京浜運河、レインボーブリッジなどの東京湾の様々な風景を観て楽
しむ周遊クルーズを運航します。屋形船やクルーザーと違い、平船から見える水辺空
間の拡がりは一見の価値あり！

運河クルーズ  各日15：30～20：30（最終便発）

運河沿いのビル壁面が巨大スクリーンに！ 
真夏の夜に浮かび上がる映像を、ゆったりと
楽しんでみては。

水辺の映画祭  
 各日19：00～21：00

[第三水辺広場]

天王洲運河 プログラム

空みかん

たけちゃん

ヒロシ

キャナルガーデン
パーティー 17 彫刻展 空  各日

[第三水辺広場]  

＊こども大学（事前申込制）   各日14：00～ 

＊こども縁日   各日15：00～
＊スポーツワークショップ（事前申込制）
  8月4日15：00～
＊こどもバンド演奏会   8月4日17：00～
＊ダンスバトル  8月5日 予選15：00～／本選18：00～

家族で楽しめる、お子さま向けの
プログラムをご用意！
夏休みの思い出作りにぜひご参加ください！

ハッピーKIDSフェスタ [パナソニック東品川ビル]  

事前申込はPeatix（https://peatix.com/?lang=ja）より

シーフォート
パラダイス
2017

ビンゴ de チャンス！！
 22日19：30～

※ビンゴカード配布
　18：40～



 東京モノレールをご利用の場合
浜松町駅より5分、モノレール「天王洲アイル駅」下車すぐ

 りんかい線をご利用の場合
新木場駅より10分、東京テレポート駅より3分、大崎駅より8分、
大井町駅より5分、りんかい線「天王洲アイル駅」下車、
A出口またはB出口（スカイウォーク利用）

 JR品川駅（港南口）より都営バスをご利用の場合
「天王洲アイル循環」「りんかい線 天王洲アイル駅前」行きバス約5分、
天王洲アイル下車

JR品川駅（港南口）より
タクシーをご利用の場合
天王洲アイルまで所用時間、約5分

 徒歩の場合
品川駅港南口より15分
（ふれあい橋経由）

私たちは天王洲アイル夏祭り2017に
協賛いたします。

寺田倉庫株式会社   天王洲セントラルタワー  天王洲郵船ビル

オリックス不動産投資法人　天王洲エリアサービス株式会社

主催　天王洲総合開発協議会　　　後援　品川区

共栄商事株式会社
株式会社クルーズクラブ東京
コスモエンジニアリング株式会社
三信倉庫株式会社
株式会社シーフォートコミュニティ
シンプレクス不動産投資顧問
株式会社ジェイティービー
住友ベークライト株式会社
西濃シェンカー株式会社
ダウ・ジャパン・グループ
テレビ東京天王洲スタジオ
合同会社天王洲キャピタル
TOKYO ISLAND RESORT
第一ホテル東京シーフォート

東京モノレール株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社 りんかい線
東横ＩＮＮ品川駅港南口天王洲
戸部商事株式会社
中川特殊鋼株式会社
ニチモウ株式会社
日本軽金属株式会社
野村不動産天王洲ビル管理組合
阪急リート投資法人
天王洲パークサイドビル 不動産信託受託者 
三井住友信託銀行株式会社
ベクター・ジャパン株式会社
ＲＥＣＹＣＬＩＮＧ ―要興業―

ここに集う皆様に支えられ、天王洲アイルは発展して参りました。
今、私どもは良き伝統を残しつつ、より良い天王洲アイルを目指し
活動しています。
夏祭りも今年で25回目。昨年同様4会場で、いろいろな催し物を用
意し、皆様のご参加をお待ちいたしております。日頃の皆様のご愛
顧に感謝申し上げ、楽しいひと時をお過ごしいただき、明日への気
力を充実させていただきたくお願い致します。

天王洲総合開発協議会会員一同

い
・ ・ ・
つもと違う！と感じたら、迷わず今すぐ110番。
～パートナーシップでテロを許さない街づくり～

警視庁
品川
警察署

※表示の金額は税込みです。  ※天候などにより記載の内容が変更・中止になる場合がございます。  
※お車・自転車等でご来場の方へのアルコール飲料のご提供は致しかねます。  ※空き缶・空き瓶・
ゴミ等は指定のゴミ箱等をご利用ください。

天王洲アイルへのアクセス方法 ご来場の際は公共交通
機関をご利用ください。

TENNOZ ISLE
MAP 

8月2日（水） 8月3日（木） 8月4日（金）

シュノンソー   18：00-18：30
J-POP

The PeptamenZ   18：00-18：30
J-POP かば～’Z   18：00-18：30

歌謡曲

N-Choob   18：50-19：20
POPS

ALBATRY   18：50-19：20
ファンク 花 with R324   18：50-19：20

POPS

Olivia Burrell   19：40-20：10
R&B

Soul Holic   19：40-20：10
ディスコ

SHOBI Jazz Orchestra   19：30-20：00
Jazz

エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ   20：30-21：10
サンバ 山崎千裕＋ROUTE14band   20：30-21：20

インスト
ポップス チャボ＆飛鳶   20：20-21：20

ものまね

NAGI MUSIC LIVE 2017 SCHEDULE  

ステージパラダイス 主な演目

＠天王洲郵船ビル NAGI パティオ特設ステージ

 ＠センターコートステージ

7月21日（金） 7月22日（土）

ジャズ／東京海洋大学 キッズダンス／RAMS

猿回し／戦豆  空みかん・めぐみるく バルーンパフォーマンス／たけちゃん

その他、全5ステージ
お笑いライブ／ヒロシ

その他、全９ステージ

HP Facebook

天王洲アイル夏祭り2017の
最新情報はこちらから！

水辺の世界から
夏を楽しもう！

東京消防庁
品川
消防署

24時間受付
年中無休

病院へ行く？救急車を呼ぶ？迷ったら…
東京
消防庁救急相談センター

シャープ ナナ イチ イチ キュウ

＃ 7 1 1 9

天王洲ピア

特別クルーズ

※クルーズ1・2ともに4歳以上のお子さまから乗船可能です。
特別クルーズについてのお問い合わせ・ご予約
TEL  03-3668-0700  E-mail  info@edo-tokyo.info

7
21

7
28

8
4

天王洲アイル
夏祭り2017

❶日本橋船着場発
　→ 天王洲ピア着
集合場所  日本橋船着場
集合時間  13：15
所要時間  1時間30分
参 加 費  大人 3,500円

子ども（4〜12歳） 2,500円

T-Lotusおよび
天王洲運河エリア

04

天王洲シーフォート
スクエア 

01

天王洲
セントラルタワー 

02

天王洲郵船ビル 

03

❷天王洲ピア発着
　サンセットクルーズ
集合場所  天王洲ピア
出発時間  16：00、16：30、

17：00、17：30
所要時間  30分
参 加 費  1,000円

MAP

※詳細につきましては、HPをご確認ください


