
バラエティ豊かなイベントが目白押し!
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天王洲シーフォートスクエア
センターコート／ガレリア

ジャンルを超えた、アーティストの競演
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天王洲セントラルタワー
キャナルガーデン

ムードたっぷりな大人の音楽に酔いしれる!
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天王洲郵船ビル NAGI パティオ

開放的な水辺エリアで爽やかな夏のひと時を
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天王洲キャナル イースト・ウエスト
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7月20日（金） 7月21日（土） 7月26日（木） 7月27日（金） 8月1日（水） 8月2日（木） 8月3日（金） 8月4日（土） 8月5日（日）
NAGI MUSIC LIVE 2018 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 2018 

ビアガーデン  各日18：00〜21：00キャナルガーデンパーティー 18

＊キャナルガーデンパーティー’18についてのお問い合わせ ☎03-5462-8811＊シーフォートパラダイス 2018についてのお問い合わせ ☎03–5463–8110
＊協力：文化放送
＊NAGI MUSIC LIVE 2018についてのお問い合わせ ☎03-5462-4585

NAGIの各店舗が自慢の味で競い合うビアガーデン。ビールとおいしい料理、そしてア
ーティストたちが奏でる音楽で、至福の時間を過ごしましょう!

ビアガーデン   各日17：00〜21：30  350席

  各日18：00〜21：30観覧無料ミュージックライブ
[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 [キャナルイースト]

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。開放的な空
間で、オシャレな生演奏に浸れます。

シーフォート
パラダイス2018

グルメパラダイス
 20日17：00〜21：00、21日16：00〜21：00

シーフォート
パラダイス2018

ステージパラダイス
 20日18：00〜21：00、21日16：00〜21：00

シーフォート
パラダイス2018

キッズパラダイス
 20日18：00〜21：00、21日16：00〜21：00

キャナルガーデン
パーティー 18

CANAL GARDEN PARTY
LUCKY CHANCE! 抽選会

 各日19：50〜20：15

キャナル
ガーデン
パーティー 18

LIVE  SMOKERS＋
19：00〜19：30

キャナル
ガーデン
パーティー 18

LIVE  POLU
19：00〜19：30

キッズパラダイス [センターコート]

＊縁日  各100円〜

恒例の縁日では、オモチャのお魚釣りやヨー
ヨー釣りなど遊びが盛りだくさん。今年も思
いっきり遊んじゃおう!

 7月20日18：00〜21：00
 21日16：00〜21：00

ガルモーシカ

ボタンアコーディオンと歌声で会場を盛り上
げるロシア民族音楽＆舞踏アンサンブル。「カ
リンカ」「カチューシャ」などおなじみの曲に
加え、コサックダンスのパフォーマンスも!

 各日20：20〜20：50

POLU

テレビでも大注目の2017全国No.1アマチュ
アバンドがキャナルガーデンに登場! 
音楽番組でチャンピオンにも輝いた、透明感
のある歌声は要チェックです。

 7月27日19：00〜19：30

SMOKERS ＋

西濃シェンカー㈱の社員有志による、男女６人
組のロックンロールユニット。熱いパフォーマ
ンスで、会場を熱気に包みます!

 7月26日19：00〜19：30

＊天王洲キャナルフェス2018 夏についてのお問い合わせ ☎03-4405-5785

 7月20日17：00〜21：00
 21日16：00〜21：00

グルメパラダイス [センターコート]

今年はポップコーン詰め放題のお店が登場!
あま〜いものから、おつまみにぴったりのものまで、
個性あふれるフレーバーたちをご賞味あれ!

どのお魚が
釣れるかなー？

台船を利用した仮設の水上テラスで、街は
非日常の水際空間へ。天王洲の水辺の魅力
を改めて感じられる癒しの空間です。

台船テラス   4日・５日  
[キャナルウエスト]

水辺の OUTDOOR

天王洲周辺を回遊するクルーズを運航します!

運河クルーズ 
 4日16：00発、17：00発、18：00 発、19：00発（計4便）

    5日12：00発、14：00発、15：00 発、16：00発（計4便）　

ビル壁面が巨大スクリーンに早変わり!
大画面に映し出される作品を、
夜の運河でじっくり楽しみましょう。

水辺の映画祭 
 3日19：00〜21：00

[天王洲キャナルイースト・ウエスト]

天王洲運河プログラム

GOURMET & AMUSEMENT

 各日19：50〜20：15

CANAL GARDEN PARTY
LUCKY CHANCE ! 抽選会

キャナルガー
デンが送る新
企画! 夏の運
試しにぜひご
参加ください。

ビアガーデン

 各日18：00〜21：00
屋外イベントでは
珍しいビールサー
バーの『ダブルつな
ぎ』で、キンキンに
冷えた生ビールを!

EVENT & FOOD

キャナルガーデン
パーティー 18 関直美の仕事展　スバル車展示  各日

キャナルガーデン
パーティー 18 LIVE  ガルモーシカ  各日20：20〜20：50

[天王洲キャナルイースト・ウエスト]  

シーフォート
パラダイス
2018

ビンゴ de チャンス！！
 21日19：30〜

※ビンゴカード配布
　（18：30頃予定）

水辺のOUTDOOR天王洲キャナルフェス2018夏

運河クルーズ  4日16：00〜、5日12：00〜
※詳細は上記をご確認ください

天王洲
キャナルフェス
2018夏

STAGE★

※このキャンペーンについての詳細は、HP、館内ポスターにてご確認ください。

撮影した写真に、ハッシュタグ「#シーフォートパラダイス」をつけて、
SNSに投稿！ 素敵な思い出をみんなで共有しましょう。

シーフォートパラダイス Photoコンテスト!

ステージパラダイス [センターコート] 観覧無料

＊お笑いライブ
 7月21日19：00〜

人気お笑いコンビが、天王洲に愛を
お届けに参上!?

＊ビンゴ de チャンス!!   21日19：30〜

豪華景品が当たる、恒例のビンゴ大会! 会場で￥500以上お買い上げ
のお客様へ1枚、ビンゴカード引換券を差し上げます（なくなり次第終了）。

フォーリンラブ

＊音楽ライブ 
 7月20日20：00〜

天王洲エリアの活性化で連携する「東京
海洋大学 Beat Sharks Jazz Orchestra」
が、夏祭りを盛り上げます。

Beat SharksJazz Orchestra
＊エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ

 8月1日20：30〜

NAGI MUSIC LIVEといえば、この
チーム! 浅草サンバカーニバルでも
優勝経験のある実力派サンバチー
ムが、今年もステージに登場。明る
く激しいラテンのリズムに、思わず
身体が踊り出しちゃうかも?

＊民謡ガールズ   8月1日18：00〜

「和テイスト」と「ダンス」を融合させた、次
世代ボーカル& ダンスグループ。少女た
ちが奏でる
伝統の音色
と迫力のパ
フォーマン
スは見逃せ
ません!

＊刈川 圭祐   8月1日19：40〜

甘いルックスと、
ポップでどこか
共感しやすいラ
ブソングの数々
で観客を魅了す
る、人気男性シ
ンガーソングラ
イター! 

＊岩佐 美咲    8月3日18：50〜

元 AKB48で 歌
唱力抜群の演
歌歌手が、夏祭
りに歌声を響か
せます!

＊おかゆ    8月2日20：30〜

「平成のおんな
ギター流し」が
奏でる、魂のサ
ウンドは必聴。

＊チャボ＆飛鳶    8月3日20：30〜

夏だ! 天王洲だ! チャボトビだ! チャゲ
&飛鳥の完コピものまねでおなじみ、16
年連続出演となる実力派デュオが、今年
もNAGIを熱く彩ります!

PICK UP ARTIST♪

LIVE♪

関直美の
仕事展
欧米でも活躍する現
代彫刻家、関直美の
作品を堪能できます。

スバル車展示
安全と高性能を両立
した最新型スバル車
の技術をご体感くだ
さい。

EXHIBITION   各日 [1F エントランスホール]

※出演時間は変更の可能性あり

HP  http：//canalfes.com Facebook  https：//www.facebook.com/tennozucanal/ 

こども大学

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!

   4日・５日 

[パナソニック東品川ビル]  

天王洲
キャナルフェス
2018夏

水辺の映画祭
 19：00〜21：00

こども大学
天王洲
キャナルフェス
2018夏



天王洲アイル夏祭り2018の

最新情報はこちらから！

8月1日（水）

民謡ガールズ   18：00〜18：30 歌謡曲

N-Choob   18：50〜19：20 POPS

刈川 佳祐   19：40〜20：10 POPS

エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ   20：30〜21：10 サンバ

8月2日（木）

宮脇惇Quartet   18：00〜18：30 ジャズ

かば〜’Z   18：50〜19：20 POPS

花 with R324  19：40〜20：10 POPS

おかゆ   20：30〜21：10 ブルース

8月3日（金）

The Peptamenz   18：00〜18：30 POPS

岩佐 美咲   18：50〜19：20 演歌

ビールス   19：40〜20：10 POPS

チャボ&飛鳶   20：30〜21：10 ものまね

NAGI MUSIC LIVE 2018 SCHEDULE  ＠天王洲郵船ビルNAGIパティオ特設ステージ

HP Facebook

TENNOZ ISLE MAP 
ステージパラダイス 主な演目  ＠センターコートステージ

7月20日（金） 7月21日（土）

ジャズ　東京海洋大学 お笑いライブ　フォーリンラブ

猿回し　空みかん・いちご大福 バルーンパフォーマンス　たけちゃん

その他、全4ステージ その他、全7ステージ

※各日ステージ数は変更になる場合がございます。詳しくはHPにてご確認ください。

天王洲キャナル
イースト・ウエスト
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天王洲郵船ビル 
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天王洲
セントラルタワー 
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天王洲シーフォート
スクエア 
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 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）

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26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。

一般社団法人 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
〜テロを許さない街づくり〜

品川パートナー
シップ・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下さい。

天王洲アイルへのアクセス方法 ご来場の際は公共交通
機関をご利用下さい。

東京消防庁
品川消防署




