
2018年5月17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9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 2018」を2018年5月26日(土)〜5月27日(日)の2日間開催いたします。
テーマは「街はアートの夢を見る」。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2018」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に、日ごろからアートが好きな
女優 片瀬那奈さんをスペシャルゲストにお迎えして、5月24日(木)17:00から開催いたします。
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5月26日(土)18:00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ご案内申し上げます。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ご申請ください。
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「六本木アートナイト2018」取材のご案内
「街はアートの夢を見る」をテーマに、六本木の街を彩る一夜限りのアートの饗宴

観て・聴いて・体感して！夜通しでアートを愛でる初夏！！

① 5月24日（木）17:00〜 プレスプレビュー

スペシャルゲストに 女優の片瀬那奈さんが登場！

② 5月26日（土）18:00〜 コアタイム・キックオフセレモニー

5月24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人間のように歌い、踊り、一夜の夢を描きだすハイブリッドなコラージュ彫刻

金氏 徹平《タワー》
日本の現代アート界を牽引する金氏 徹平、鬼頭 健吾、宇治野 宗輝の3人がメインアーティスト
として、六本木ヒルズアリーナ、国立新美術館、東京ミッドタウンで、今回のテーマ
「街はアートの夢を見る」に沿ったプログラムを展開します。
六本木ヒルズアリーナでは、金氏 徹平による人間のように歌い、踊り、一夜の夢を描きだす
ハイブリッドなコラージュ彫刻《タワー》が登場します。

❷身長5mもの巨大な人形がイリュージョンの世界に誘うショー
《DUNDU (ドゥンドゥ) 〜光の巨人〜》
ドイツ、シュトゥットガルトを本拠地とするパペットシアター・カンパニー DUNDU(ドゥン
ドゥ)が日本初上陸！発光する5mもの巨大パペットが六本木ヒルズ、国立新美術館、東京ミッ
ドタウンに登場し、幻想的なパフォーマンスを繰り広げます。
プレスプレビューでは、高さ約5mの巨大パペットが登場します。

5月24日(木) 17:00〜18:00（プレス受付 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 金氏 徹平、鬼頭 健吾、宇治野 宗輝

スペシャルゲスト ご紹介 女優 片瀬 那奈さん

デモンストレーション 《DUNDU (ドゥンドゥ) 〜光の巨人〜》

六本木ヒルズ アリーナ 完成イメージ

女優 片瀬 那奈(かたせ なな)さん
1981年生まれ。東京都出身。ファッションモデルとして注目を集めると同時に女優としても活
動をスタート。
日本テレビ系 生放送情報番組「シューイチ」
毎週日曜7:30〜9:55 出演中
YTV・NTV系 毎週木曜23:59〜「ラブリラン」青山瑞希 役出演中
TOKYO MX 毎週土曜21:30〜22:00「音ボケPOPS」MC出演中

DUNDU by Tobias Husemann

港区



●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。

【 東京ミッドタウン 】
大村 雪乃 《Tokyo city view》
一見すると夜景にしか見えないけど近くで見るとシールにしか見えないという大村の手法。どんな素材でもアイディア
一つで豪華な表現ができるという発想の転換を楽しんでいただくとともに、大量生産された文具品に置き換えることで
日々消費し続ける電力に対する環境破壊への警鐘を鳴らしています。
・場所：東京ミッドタウンプラザ1階

JR 《インサイドアウト・プロジェクト IN JAPAN presented by Reborn-Art Festival》
パリを拠点に活動するアーティスト・JRが世界中に呼びかけたアートプロジェクト『INSIDE OUT』。
宮城県石巻市で開催されるリボーンアート・フェスティバルとのコラボレーションにより、東北の被災地を巡った
撮影室とプリンター付きのトラックがアートナイトに登場。みなさんのポートレートで六本木の街をペイスティング
していきます。※六本木未来会議アイデア実現プロジェクト#16

・場所：東京ミッドタウン プラザ1階、B1階

【 国立新美術館 】
鬼頭 健吾 《hanging colors》
黒川紀章による設計のガラスのファサードの形を
浮き彫りにし、日中は外光が布を通して
内部に色付きの夢を投影します。屋内に留まった
夢は、夜には光として街に溢れ出していきます。
・場所：国立新美術館

※鬼頭 健吾《broken flowers》は、5/26(土)〜
5/27(日)に展示。

5月24日（木）｜プレスプレビュー後にご取材いただけるプログラム

生田目 礼一 《未来庭園》
ガラスを素材としたインスタレーション作
品。様々な環境破壊にも屈せず順応し生き
続ける奇妙で不思議な未来生物の姿をファ
ンタジックに表現します。
・場所：六本木ヒルズ 毛利庭園

※5/26(土)〜27(日)には、六本木交差点 プラン
ターでも作品を展示。

【 六本木ヒルズ 】
マグダ・セイエグ
まちと美術館のプログラム「六本木ヒルズ 15周年記念インスタレーション」
六本木ヒルズのシンボルとして、また待ち合わせ場所として定着している66プラザのルイーズ・ブルジョワによる
巨大彫刻《ママン》。日常的な都市空間を、毛糸の編み物で覆い、街の見え方を一変させるアートプロジェクトを
続けている新進気鋭のテキスタイルアーティスト、マグダ・セイエグの手により、まったく新しい風景に生まれ変
わります。今回がアジア初出展。
・場所：六本木ヒルズ 66プラザ

アール・ブリュット＆障がいが
ある人の作品展
《共生のエレメント
ー Dreaming ART Night》
人間とは？アートとは？他者と違うこと
を知って寄り添う優しさが、共生の出発
点。この地球が、日本がずっと平和であ
るように、アートを通じて共生の豊かさ
を発信します。
・場所：国立新美術館 1階ロビー

撮影:ニコラ・ビュフ、展示風景: K11香港

Louise Bourgeois's 1999 bronze sculpture Maman wrapped in fabric

by Magda Sayeg in a temporary installation at Roppongi Hills, Tokyo,

April-May 2018.

©The Easton Foundation/Licensed by JASPAR, Tokyo and VAGA, New

York

©Reborn-Art Festival 2017

北浦和おかわり芸術祭 回遊美術館Ⅲ 2016年／撮影：島田春菜

ROPPONGI ART NIGHT CAFÉ Supported by Seibu & Sogo
《inVisible Playcity 都市は見えない遊び場》
「都市は見えない遊び場」をテーマに、愛らしくもバカバカしい日本初発表の作品展示や、
アーティストと街を回遊するワークショップ、食べて参加するアートプログラムなどを開催。
・場所：六本木ヒルズ ヒルズ カフェ/スペース

片岡 純也
《すり抜ける紙飛行機》
身の回りの物や日常の生活から得た、何気
ない発見から詩的な装置を制作しています。
紙飛行機が壁に開けられたT字のスリットを
すり抜けていきます。
・場所：六本木ヒルズ ウェストウォーク２F

© Yoko Ono

オノ・ヨーコ《夢》
世界的なアーティスト、オノ・ヨーコが、2011年8月、森美術館の「MAMアートコース2011 
第13回:オノ・ヨーコ―希望の路」にて行った書のパフォーマンスで描いた作品《夢》
をバナーにして展示。
《夢》巨大バナーの展示
・場所：①六本木ヒルズメトロハット ②国立新美術館 1階ロビー正面入口付近

③東京ミッドタウン キャノピー・スクエア
※5/26(土) 18:00〜蓄光インクを使用した《夢》シールを、来場者の方々に配布予定。

ニコラ・ビュフ
《提灯ロケット》
「提灯ロケット」は、お神輿、灯籠、鳥居といった日本の伝統的な建築要素、エンジン、エネルギー電池、金属フ
レームといった宇宙開発の技術、アラベスクの翼といったバロック様式の装飾を、自由にミックスしたものです。
・場所：六本木ヒルズ ウェストウォーク2F
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5月26日（土）18:00〜｜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2018 開催概要

オープニングアクト①
金氏 徹平
《オープニングアクト》
オオルタイチのライブ、島地保武の振り付けによ
り「タワー」も歌って踊り、金氏徹平と山田晋平
による映像ライブによって、オープニングを盛り
上げます！

・日時：5/26(土) 18:30〜
・場所：六本木ヒルズアリーナ

■日 時 5月26日(土) 18:00〜18:30（プレス受付 17:30〜）

■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

東京都知事 ご挨拶 小池 百合子

港区長 ご挨拶 武井 雅昭

文化庁次長 ご挨拶 中岡 司

アーティスト 紹介
メインプログラムアーティストの金氏 徹平、鬼頭 健吾、
宇治野 宗輝ほか、六本木アートナイト2018の参加アー
ティスト数十組、DUNDU が登場予定

オープニングアクト①

18:30~ パフォーマンス 金氏徹平《オープニングアクト》

オープニングアクト②

18:45~ パフォーマンス 《DUNDU (ドゥンドゥ) 〜光の巨人〜》

※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。
※5月17日時点の情報です。登壇者及び内容は変更となる可能性もございます。予めご了承ください。

撮影：守屋友樹

オープニングアクト②
《DUNDU (ドゥンドゥ)
〜光の巨人〜》
ドイツ、シュトゥットガルトを本拠地とする
パペットシアター・カンパニーDUNDU
(ドゥンドゥ)が初来日！発光する5mもの巨大
パペットが登場し、幻想的なパフォーマンス
を繰り広げます。

・日時：5/26(土) 18:45〜
・場所：六本木ヒルズアリーナ

■正式名称：六本木アートナイト2018
■開催趣旨：「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。

■日 時 ：2018(平成30)年5月26日(土) 10:00 〜 5月27日(日) 18:00
＜コアタイム＞26日(土) 18:00 〜 27日(日) 6:00
※コアタイムとは、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。

■開催場所：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

■入場料 ：無料(ただし、一部のプログラム及び美術館企画展は有料)

■お問合せ：03-5777-8600 （ハローダイヤル）
■主 催 ：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)】

公式サイト： http://www.roppongiartnight.com/

Facebook ： https://www.facebook.com/RoppongiArtNight/
Twitter ： https://twitter.com/r_artnight
Instagram： https://www.instagram.com/roppongi_art_night_official/

※ハッシュタグ： #roppongiartnight2018 、#ran2018

※全てのプログラムは天候等諸事情により変更または中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※本リリース内容は2018年5月17日時点のものであり、今後変更になる場合があります。

六本木アートナイト2018 メインビジュアル

DUNDU by Tobias Husemann
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六本木アートナイト2018 取材申請書
FAX to 03-5774-1409

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2018」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

①プレスプレビュー
5月24日(木)  17:00〜18:00

（プレス受付 16:30〜＠六本木ヒルズアリーナ内）

ご出席 ご欠席

②コアタイム・キックオフセレモニー
5月26日(土)  18:00〜18:30

（プレス受付 17:30〜 ＠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
5月26日(土)10:00〜5月27(日)18:00

（プレス受付 5/26(土) 10:00〜21:00、
5/27(日) 12:00〜18:00）

ご取材希望

返信期限：5月22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。
プレス受付にて申請後は「六本木アートナイト2018」
実施時間内、いつでもご取材が可能です。
※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。
※参加アーティストに個別取材を希望される場合は、
事前に簡単な企画書と質問事項をご用意ください。

※プレス受付
※①及び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

■

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 (PR01.内）担当：三上・小谷
TEL：03-5774-1420 FAX：03-5774-1409

Mail：ran2018@one-o.com


