
2017年9月20日
六本木アートナイト実行委員会

六本木アートナイト実行委員会は、2009年より始まり今回で8回目※を迎える六本木の街を舞台にした一夜限り
のアートの饗宴「六本木アートナイト 2017」を2017年9月30日(土)〜10月1日(日)の2日間開催いたします。
テーマは「未来ノマツリ」。多彩なアート作品で六本木の街を埋め尽くし、多くの人たちと夢のような時間を共

にする「六本木アートナイト 2017」にご期待ください。

一般公開に先駆け、 プログラムの一部をいち早くご覧いただくプレスプレビューを9月28日(木)17:00から、
また、イベント当日のコアタイム・キックオフセレモニーを9月30日(土)17:30から開催致します。つきましては、
ご多忙とは存じますが、何卒ご取材賜りたくお願い申し上げます。なお、お手数ではございますが出欠につきまし
ては、最終ページのFAX返信用紙に必要事項をご記入の上お戻しください。
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「六本木アートナイト 2017」取材のご案内
蜷川実花の新作、インスタレーションが六本木ヒルズアリーナに登場!

国内外の気鋭のアーティストも集結! 特別な一夜「未来ノマツリ」が始る

①9月28日（木）17:00〜 ｜ プレスプレビュー

②9月30日（土）17:30〜 ｜ コアタイム・キックオフセレモニー

9月28日（木）17:00〜｜プレスプレビューの開催概要・ご取材いただけるプログラム

❶ 極彩色に彩られた東洋と西洋のモチーフが混ざり合う万華鏡のような世界
蜷川実花《Tokyo Followers 1》
六本木アートナイト 2017のテーマ「未来ノマツリ」に基づき、六本木ヒルズアリーナ、東京ミッドタウン、
国立新美術館をつなぐ広域にわたるインスタレーションです。非日常の世界へと誘うメインプログラムです。

❷ 東南アジア・プロジェクトより、異彩を放つ巨人彫刻「ヒガンテス」が登場
ネオ・アンゴノ・アーティスト・コレクティブ
《巨人と歩く：彼らは私たちと同じ（六本木ヒガンテスプロジェクト）》

ASEAN設立50周年の節目に実現するに至ったプロジェクトで、東南アジアの
アーティストが “祭” をテーマに六本木のコミュニティメンバーと協働した
エネルギッシュで魅力あふれる作品をお届けします。
プレスプレビューでは、フィリピンを拠点に活動するアーティスト集団
「ネオ・アンゴノ・アーティスト・コレクティブ」の代表作、高さ約2.5〜3mの
巨人彫刻ヒガンテスが登場します。

■日 時 9月28日(木)17:00〜18:00（報道受付 16:30〜）

■場 所 六本木ヒルズアリーナ

■内 容

六本木アートナイト実行委員長 ご挨拶 南條史生

メインプログラム・アーティスト ご挨拶 蜷川実花

デモンストレーション
ネオ・アンゴノ・アーティスト・コレクティブ
《巨人と歩く：彼らは私たちと同じ（六本木ヒガンテスプロジェクト）》

フォトセッション

MINATO CITY

六本木ヒルズ アリーナ
イメージ

※プレスプレビュー終了後、囲み取材のお時間を設けさせていただきます。
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⑤六本木ヒルズ プログラム
エネス《ソニック・ライト・バブル》
オーストラリアを拠点に活動する注目のマルチメディア・デザイン・スタジオ、エネス
による大型インスタレーション。

■場所：六本木ヒルズ 66プラザ

●六本木アートナイト実行委員会 広報プロモーション事務局スタッフが各施設までご案内いたします。

⑥東京ミッドタウン プログラム
アニッシュ・カプーア/磯崎新
《ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ 2017 in 東京
ミッドタウン》
東京ミッドタウンの芝生広場に設置された高さ18m、幅13m、奥行36mの巨大な移
動式コンサートホール「アーク・ノヴァ」。六本木アートナイトでは、「アーク・ノ
ヴァ」の内部を公開します。

■場所：東京ミッドタウン 芝生広場

④オープンコール・プロジェクト
ryo kishi《dis:play(bias)》
情報伝達を目的にせず、色彩と動きの表現に特化した映像投影装置。物理的に変化す
る枠の中に映し出される像は、平面、固定という概念から解き放たれ”映像の彫刻“を
創出。

■場所：六本木ヒルズ ウェストウォーク2F

①東南アジア・プロジェクト
ナウィン・ラワンチャイクン（OKのまつり|原画展示）
タイのアーティストのナウィン・ラワンチャイクンが六本木を舞台にした《OKのま
つり》を開催。六本木という街の様々な表情と魅力が映し出されます。

■場所：六本木ヒルズ ウェストウォーク
（9/30(土)〜10/1(日)開期中は「六本木西公園」にて展開）

9月28日（木）17:30〜｜プレスプレビュー後にご取材いただけるプログラム

②東南アジア・プロジェクト
２.ネオ・アンゴノ・アーティスト・コレクティブ（巨人彫刻|
ヒガンテス展示）
フィリピンを拠点に活動するアーティスト集団。彼らの代表作である巨人彫刻「ヒガ
ンテス」を、六本木の街や人々とコラボレーションして制作。

■場所：六本木ヒルズ ウェストウォーク
（9/30(土)〜10/1(日)開期中は「六本木西公園、六本木ヒルズ、ウエストウォーク
他 六本木各所」にて展開）

③オープンコール・プロジェクト
CALAR.ink《During the Night -よるのあいまに-》
リアルとバーチャルをシームレスに横断し、アートとテクノロジーを融合した世界で、
観客を巻込みながら一つの物語を完成させていく、ライブペインティングショー。

■場所：六本木けやき坂通り1F特設会場
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9月30日（土）17:30〜｜コアタイム・キックオフセレモニーの開催概要

六本木アートナイト 2017 開催概要

■正式名称：
■開催趣旨：

■ 日 時 ：

■開催場所：

■お問合せ：
■ 入 場 料 ：
■ 主 催 ：

■公式サイト：
■Facebook：
■ T w i t t e r :
■Instagram:

六本木アートナイト 2017
「六本木アートナイト」は、生活の中でアートを楽しむという新しいライフスタイルの提案と、
大都市東京における街づくりの先駆的なモデル創出を目的に開催する、一夜限りのアートの饗
宴です。様々な商業施設や文化施設が集積する六本木を舞台に、現代アート、デザイン、音楽、
映像、パフォーマンス等の多様な作品を街なかに点在させ、非日常的な一夜限りの体験をつく
り出す本イベントは、東京を代表するアートの祭典として2009年3月にスタートし、年々発展
を続けております。
2017(平成29)年9月30日(土)10:00〜10月1日(日)18:00
＜コアタイム＞9月30日(土)【日没】17:27〜10月1日(日)【日の出】05:36
※コアタイムはメインとなるインスタレーションやイベントが集積する時間帯です。
六本木ヒルズ、森美術館、東京ミッドタウン、サントリー美術館、21_21 DESIGN SIGHT、
国立新美術館、六本木商店街、その他六本木地区の協力施設や公共スペース
03-5777-8600 （ハローダイヤル）
無料(ただし、一部のプログラム及び美術館企画は有料)
東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、港区、六本木アートナイ
ト実行委員会【国立新美術館、サントリー美術館、東京ミッドタウン、21_21 DESIGN
SIGHT、森美術館、森ビル、六本木商店街振興組合(五十音順)】
http://www.roppongiartnight.com
https://www.facebook.com/RoppongiArtNight/
https://twitter.com/r_artnight
https://www.instagram.com/roppongi_art_night_official/

※内容は一部変更になる可能性があります。

オープニングアクト
● 蜷川実花《TOKYO道中》
コアタイムの幕開けを飾る、蜷川実花が演出を手掛けるスペシャルパフォーマンス。
自らが作ったメインステージを舞台に繰り広げられる、蜷川実花版”花魁道中”。

・日 時：9/30(土) 18:00〜
・場 所：六本木ヒルズアリーナ

Photo: Culture Vision Japan Foundation Inc.

■日 時 9月30日(土)17:30〜18:00（報道受付 17:00〜）

■場 所 六本木ヒルズアリーナ

■内 容

六本木アートナイト実行委員長 ご挨拶 南條史生

東京都知事 ご挨拶 小池百合子（予定）

港区長 ご挨拶 武井雅昭（予定）

文化庁長官 ご挨拶 宮田亮平（予定）

メインプログラム・アーティスト ご挨拶 蜷川実花

東南アジア・プロジェクト 参加アーティスト
紹介

ナウィン・ラワンチャイクン
ネオ・アンゴノ・アーティスト・コレクティブ
国立奥多摩美術館

アーティスト紹介 六本木アートナイト2017の参加アーティスト約50組登場

オープニングアクト

18:00~ パフォーマンス 蜷川実花《TOKYO道中》

※オープニングアクト終了後、囲み取材のお時間を設けさせていただきます。
※登壇者は変更となる可能性もございます。予めご了承ください。

https://www.facebook.com/RoppongiArtNight/
http://www.roppongiartnight.com/2017/
https://www.facebook.com/RoppongiArtNight/
https://twitter.com/r_artnight
https://www.instagram.com/roppongi_art_night_official/


報道関係のお問い合わせ

六本木アートナイト実行委員会 広報プロモーション事務局
たかもと いくよ かい ひとみ とみさき あやの

担当：高本育代（070-3547-6321）・甲斐仁実（070-3815-6246）・冨嵜綾乃（070-3815-6247）
mail：roppongiartnight2017@pr01.com 4

六本木アートナイト 2017 取材申請書
FAX to 03-5469-0680

ご要望欄：

※個人情報のご記入にあたって
ご記入頂きました個人情報は、「六本木アートナイト 2017」の出席者管理・ご連絡のみに使用させて頂きます。
本ご返信状に個人情報を記入頂く場合には、ご同意の上、同意欄にチェックの上でご返信をお願い致します。□個人情報の送信に同意する

機材 □スチールカメラ □ムービー(ハンディ） □ムービー（ENG）

E-MAIL          

緊急時ご連絡先

御芳名 出席予定人数 合計 名

貴媒体名 貴部署名

貴社名

9月28日(木)  17:00〜18:00
（報道受付 16:30〜＠六本木ヒルズアリーナ内）

①プレスプレビュー

ご出席 ご欠席

9月30日(土)10:00〜10月1(日)18:00
②コアタイム・キックオフセレモニー
（報道受付 17:00〜 ＠六本木ヒルズアリーナ内）

ご出席 ご欠席

③イベント会期中
（報道受付 9/30(土)10:00〜21:00、

10/1(日)10:00〜18:00）

取材希望

＜コアタイム＞9月30日(土)【日没】17:27〜10月1日(日)【日の出】05:36

返信期限：9月26日(火)

《重要》お願い事項

※ご取材を希望される場合は、必ずプレス受付
（@六本木ヒルズアリーナ）までお越しいただくか、
下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。PRESS
証をお渡しいたします。
※参加アーティストへの個別取材を希望される際は、
お手数ですが簡単な企画書と質問事項を送付願います。
スケジュールなどを調整しまして改めてご連絡いたし
ます。
※受付時間外のご取材を希望される方は、別途お問い
合わせください。

※プレス受付
※①および②の撮影位置は先着順です。

け
や
き
坂
通
り

テレビ朝日

六本木ヒルズアリーナ

■


