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FALSE SPACES 虚現空間
トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)は、多⽂
化的な視点を通じ、アートや社会など様々なテーマ
について思考するプログラムTOKAS Projectを2018
年より開始。第2回となる今回は、キュレーターの
イップ・ユック＝ユーとともに⽇本と⾹港のメディ
ア・アートを介して、地理的、物理的のみならず仮
想の中にあらわれる空間について問う展覧会
「FALSE SPACES 虚現空間」が開催される。

情報提供=イベントバンク

[公式ホームページなど、TOKAS Project Vol.
2 「FALSE SPACES 虚現空間」の詳しいイベン

ト情報を⾒る]

トーキョーアーツアンドスペース本郷 [地図] 本⽇
21℃/9℃

天皇陛下御即位記念写真展「三重
へのあゆみ」
三重県が所有する貴重な写真

2019年11⽉4⽇(⽉)〜2019年11
⽉7⽇(⽊)
三重テラス イベントスペース

丹作造展 TAN Exhibition
愛と哀しみの空間芸術！

2019年11⽉6⽇(⽔)〜2019年11
⽉11⽇(⽉)
Galleryころころ

映画 「すみっコぐらし」スペシ
ャルイベント
劇場公開記念イベント開催！

2019年11⽉3⽇(⽇)〜2019年11
⽉9⽇(⼟)
J:COM Wonder Studio

トリックアート×謎解きゲーム
「美術館に仕掛けられた謎に挑
め！」
トリックアートに仕掛けられた謎
を解きあかそう

東京都

Taste of Singapore〜シンガポ
ールマーケット〜
⽇本初上陸のシンガポールの⼈気
フードが多数集結

東京都

秋の庭園開放
普段⼊ることのできない情緒豊か
な庭園を散策できる

東京都

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
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グルメ・フードフェス スポーツイベント

東京 神奈川 千葉 埼⽟ 群⾺ 栃⽊
茨城

東京 神奈川 千葉 埼⽟ 群⾺ 栃⽊
茨城

TOKAS Project Vol. 2 「FALSE SPACES 虚現空間」

2019年10⽉14⽇(⽉)〜11⽉10⽇(⽇)
休館⽇：10/15・21・28、11/5 ※⼤型で⾮常に強い台⾵19号の接近に伴い、TOKAS本郷は、
10/12（⼟）、10/13（⽇）、終⽇臨時休館。

11:00〜19:00

関東  東京都  ⽂京区  トーキョーアーツアンドスペース本郷

トップ 詳細データ 料⾦ 地図 その他の
イベント

開催場所

※イベントの開催情報や植物の開花・⾒頃期間、施設の営業時間等は変更になる場合があります。
※表⽰料⾦は消費税8％ないし10％の内税表⽰です。詳細につきましては、施設および店舗・主催者および運営者
へお問い合わせをお願いします。

関東 東京都 ⽂京区 ⾒本市・展⽰会

トップ 詳細データ 料⾦ 地図 その他のイベント

もっと⾒る

もっと⾒る

東京都イベントランキング
11⽉6⽇ 6:23更新

トリックアート×謎解きゲーム「美術館に仕掛けら
れた謎に挑め！」

Taste of Singapore〜シンガポールマーケット〜

秋の庭園開放

新宿シーフードマニア2019〜スパークリングワイン
とシーフードの祭典〜

第5回 ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバ
ル2019 〜全国⿂市場＆⿂河岸まつり〜

東京都おでかけスポットランキング
11⽉6⽇ 6:23更新

東京トリックアート迷宮館

宇宙ミュージアムTeNQ(テンキュー)

東京国⽴博物館

マクセル アクアパーク品川

上野の森美術館

東京ウォーカー 最新号
グルメ：東京パン、新時代。／渋⾕南
北グルメ徹底⽐較／クラフトビールの
旨い店／おでかけ：平⽇18時以降の
鎌倉／お⾦：これだけは知っておきた
い年⾦10のこと。／コミックエッセ
イほか話題の連載も盛りだくさん！

⼀⼈暮らしをテーマにしたコミックエ
ッセイを読んで感想を語り合いたい男
⼥集まれ！
11⽉23⽇(⼟)@飯⽥橋/読書会開催！
著者・カマタミワさんも参戦。「出会
い」や「仲間づくり」ができるかも？
【KADOKAWA主催/読書会】

“ひとりごはん”の注⽬店
⽕曜は松屋の新メニューが登場！気に
なる新作を実⾷レポ！
【ウォーカープラス編集部】

北海道
東北 宮城県 ｜  ⻘森県 ｜  岩⼿県 ｜  秋⽥県 ｜  ⼭形県 ｜  福島県 ｜
関東 都内・東京近郊 ｜  東京都 ｜  神奈川県 ｜  千葉県 ｜  埼⽟県 ｜  群⾺県 ｜  栃⽊県 ｜  茨城県 ｜
甲信越 ⼭梨県 ｜  ⻑野県 ｜  新潟県 ｜
東海 愛知県 ｜  岐⾩県 ｜  三重県 ｜  静岡県 ｜
北陸 ⽯川県 ｜  富⼭県 ｜  福井県 ｜
関⻄ ⼤阪府 ｜  京都府 ｜  兵庫県 ｜  奈良県 ｜  和歌⼭県 ｜  滋賀県 ｜
中国 広島県 ｜  岡⼭県 ｜  ⼭⼝県 ｜  ⿃取県 ｜  島根県 ｜
四国 ⾹川県 ｜  愛媛県 ｜  徳島県 ｜  ⾼知県 ｜
九州 福岡県 ｜  佐賀県 ｜  ⻑崎県 ｜  熊本県 ｜  ⼤分県 ｜  宮崎県 ｜  ⿅児島県 ｜  沖縄県 ｜

おでかけ先を探す
イベント⼀覧
イベントランキング
スポット⼀覧
スポットランキング

ニュースを⾒る
ニュース⼀覧
まとめ

季節特集
お花⾒1000景
花⽕⼤会カレンダー
紅葉名所
イルミネーション

エリア
北海道おでかけガイド
関東おでかけガイド
都内・東京近郊おでかけガイド
東海おでかけガイド
関⻄おでかけガイド
九州おでかけガイド

ウォーカー関連サイト
Movie Walker ラーメンWalker レタスクラブニュース ダ・ヴィンチニュース

コミックエッセイ劇場 StudyWalker

follow us
twitter facebook
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眠る前に飲むだけ！"夜遅いごはんでも" のここが魅力

PR(夜遅いごはんでも眠っている間に)

レモンサワーグランプリ2019

全国8ブロックの受賞メニューがつい
に登場！レモンサワーの進化を見逃す
な！

サンタに成りきって遊ぼう
冬の鈴鹿サーキットなら、サンタ仮装

のキッズがお得に遊べる！イルミも☆

スヌーピーの最新情報
秋の便利グッズやおすすめイベントな
ど厳選して紹介！毎月変わるプレゼン
トも

食の横浜感動体験
スイーツ体験、逸品ラーメン大集合！

新名所・横浜ハンマーヘッド開業！

イベント スポット ニュース 東京都ランキング ⾏き先を探す
イベントを探す 施設を探す ニュース記事を探す

カスタム検索

その他

明⽇
22℃/10℃

タグ・カテゴリ

【本⽇開催イベント】東京都 × ⾒本市・展⽰会

【本⽇開催イベント】東京都 ×
⾒本市・展⽰会をもっと⾒る

東京都イベントランキング

東京都イベントランキングをもっと⾒る

エリアやカテゴリで絞り込む

11⽉   12⽉ 1⽉ 2⽉

今⽇ 明⽇ 今週末

11⽉すべてのイベント

よく使われる検索条件

東京都  新宿  渋⾕  池袋  銀座  東京駅周辺  六本⽊  お台場
吉祥寺  上野  品川  浅草  千代⽥区  中央区  港区  新宿区
⽂京区  台東区  墨⽥区  江東区  品川区  ⽬⿊区  ⼤⽥区
世⽥⾕区  渋⾕区  中野区  杉並区  豊島区  北区  荒川区  板橋区
練⾺区  ⾜⽴区  葛飾区  江⼾川区  ⼋王⼦市  ⽴川市  武蔵野市
町⽥市  多摩市

エリア

全件 花⾒ 花⽕ 紅葉 イルミネーション 特別拝観 花・⾃然
ライトアップ 年中⾏事・歳時記 味覚狩り クリスマスイベント
福袋・初売り

季節のイベ
ント

全件 祭り 雪・冬祭り 季節のまつり 市・縁⽇ セレモニー
フェスティバル・パレード

祭り

全件 セール・バーゲン フリーマーケット グルメ・フードフェス
物産展・観光フェア フェア 商業施設イベント

⾷べる・買
う

全件 美術展・博物展 スポーツイベント ライブ・⾳楽イベント
映画・シネマイベント 演劇 ファッション 博覧会 伝統芸能・⼤衆芸能

⽂化・芸
術・スポー
ツ

全件 動物関連イベント 講演会・トークショー ⾒本市・展⽰会
アニメ・ゲーム 健康・福祉・教育

趣味・⽣活

全件 体験イベント・アクティビティ イベントその他その他

全件 無料イベント ⾬でも開催 終了間際条件

全件 アミューズメント施設 ショッピング施設施設条件

全件 ⼦供と 恋⼈・夫婦で 友達とタグ

⾷べる 遊ぶ 観る・学ぶ⽬的別

季節特集
この時期に⼈気のスポットやイベントが濃縮された季節特集

紅葉名所2019
全国約900カ所の紅葉名所の⾊づ
き・⾒頃情報をお届け。関東の例年
の⾒頃時期⽬安は10⽉中旬〜12⽉上
旬。

イルミネーションガイ
ド2019-2020
全国約800カ所のイルミネーション
情報をご紹介。電球数や⾒どころ、
点灯期間などお役⽴ちデータが充
実！！

注⽬情報PR

⼈気のおでかけキーワード

秋の注⽬イベント・催しまとめ

11⽉2⽇〜4⽇の連休開催イベント ⾣の市

そば打ち・そばまつり バラの⾒頃

プラネタリウム・天体観測

リアル謎解きイベント 恐⻯イベント

グルメ・フードフェス(⾁)

クリスマスマーケット

東京ウォーカー最新号PR

編集部のお知らせ

神奈川の旨い⼀杯が⾒つかる！
｢ラーメンWalker2020 神奈
川｣
ジモトの旨いラーメンがここで⾒つ
かる！令和新時代でパワーアップし
た｢ラーメンWalker2020神奈川｣が
今年も登場。⼤注⽬の新店から⼈気
店まで、お気に⼊りの⼀杯を⾒つけ
よう

「横浜ウォーカー」編集部おす
すめニュース
「横浜ウォーカー」編集部員がおす
すめするニュースをご紹介

鎌倉・江ノ電秋のベストプラン
ジモトだからわかる鎌倉・江ノ電の
楽しみ⽅を、朝・昼・夜に分けてご
紹介。爽やかな空気を感じられる寺
社から、映えグルメ、地元ブランド
アイテムまで、秋のベストプランを
満喫しよう！

「横浜ウォーカー」連載コーナ
ー
横浜DeNAベイスターズ連載「とび
だせ!! ハマの⼀番星」、地元ミュー
ジシャンを応援する「⾳がたり」、
気になるイケメンに銭湯で直撃する
「ふろだん」など、「横浜ウォーカ
ー」の⼈気連載から、誌⾯で紹介し
きれなかった話や写真を⼀挙紹介！

特集
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