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トーキョーアーツアンドスペース TOKAS Proje
ct Vol.2「FALSE SPACES 虚現空間」開催！

2019/10/02 15:00 PR TIMES  0

⾹港  永⽥康祐  伊藤隆介  展覧会  FALSE SPACES 虚現空間 

津⽥道⼦  アート  ユー  あいちトリエンナーレ 2019 

トーキョーアーツアンドスペース  アーツ 

トーキョー アンド  ( AS) では、 の開館以来、海外の
、キュレーター、アート や⽂化機関などと協働して展覧会

や関連 を実施してきました。 より開始した AS は、
国際的な交流を促進し、多⽂化的な視点を通じ、アートや社会など、様々な

について思考する です。
第  2 回となる AS では、⾹港 と協働し、⾹港を拠点に
活動するキュレーター、イップ・ユック＝ユーとともに、⽇本と⾹港の
・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「 SE S 虚現空間」を開催します。

▮  展覧会概要
展覧会名： AS  Vol .  2 「 SE S 虚現空間」
会  期： (⼟ )  〜  (⽇ )
会  場：トーキョー アンド 本郷  ( 本郷  -16)
開館時間：11:00 -  1  (最終⼊場は30分前まで )
⼊場料：無料
休館⽇： （ 、 は除く）、 (⽕ )、 (⽕ )
主  催：公益財団法⼈ 歴史⽂化財団  現代  トーキョー ア
ンド 、⾹港
参加作家：伊藤隆介、津⽥道⼦、永⽥康祐、  ン・ツー  = クワン (NG Tsz-Kwan・
⾹港 )、 ・ソー (  SO・⾹港 )、WARE(⾹港 )
協  ⼒： 政府駐東京経済貿易代表部、  T 、
ストラタシス・

：https: / /www.tokyoartsandspace. jp/archive/exhibi t ion/2019/20
191012-6880.html

≪関連 ≫
◆ ・セレモニー＆
⽇  時：  (⼟ )   -  (予定 )
出  演：イップ・ユック＝ユー、伊藤隆介、永⽥康祐、ン・ツー  = クワン、
・ソー、WARE
会  場：  トーキョー アンド 本郷

◆ ・ディスカッション
⽇  時： (⽉・祝 )  -16:30

出  演：畠中  実 ( インター ・ [ ICC]主任学芸員 )、
イップ・ユック＝ユー、コニー・ラム (⾹港 )、伊藤隆介、永⽥康
祐、ン・ツー＝クワン、 ・ソー、WARE
会  場：  1階 ( 外神⽥6-11-14)
ht tps: / /www.3331. jp/access/
※⽇英逐次通訳あり／⼊場無料／予約不要
※出演者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

▮  本展キュレーター
イップ・ユック＝ユー  IP Yuk-Yiu

度リサーチ・レジデンス・
O  SITE 7- 8 『PLAY.GROND』参加
■

・ 、教育者、インディペン ・キュレーター。
⾹港⽣まれ。⾹港を拠点に活動。 ・カレッ ブ・ア
ート・アンド・ (ファ  インアート )修了。作品はヨーロピアン・
・アート・ や 映画祭、映像祭、 ー
レ、 インター ・ など国際的な展覧会で広く紹介
されている。主な展覧会に「O  SITE 7- 8 『PLAY.GROUND』」
( AS 本郷、 7)など。

⾹港 ・ ト  (Co e LAM、Gordon LO、 a
s G)

▮⾹港    
に設⽴された⾹港唯⼀の⾮営利芸術団体。 の促進に取り組み、

劇場、 、 、アート 、 、 、 を併
設。  展覧会、 やスクリーニングなど、⾹港内外を問わず、さまざ
まな分野の幅広い を紹介する を発表し続けている。

▮  参加作家
伊藤隆介    (⽇本 )

⽣まれ。 附属⼤学 研究科修⼠課程修了。
東京造形⼤学造形学部 学科卒業。ミニチュアの や

、 や視覚装置を⽤いて、⾰新的で空想的な ⾵景を
創造する映像 で知られる。近年の主な展⽰に「The s
of Ci a」 (Kü lerhaus le für  st  & Me 、グラーツ、

、 8)、「札幌国際芸術祭」 ( 7)など。

津⽥道⼦  TSUDA ko (⽇本 )

⽣まれ。 映像研究科博⼠後期課程修
了。映像の特性にもとづいた制作を主軸に置き、映像、 、

作品を制作している。  近年の主な展⽰に「あいち
9」、「 クロッ   9 展：つないでみる」 (森 、東京 )な

ど。

本展では、津⽥が世界各地の空港で撮影した画像を3D トに起こした⽴体作
品《 》を中⼼に発表します。

永⽥康祐  NAGATA  (⽇本 )

⽣まれ。 映像研究科博⼠後期課程在籍。
美術研究科修了。主に映像や写真を⽤いながら、さまざまな経験の条件と

なっている技術や制度に着⽬して制作を⾏っている。主な展⽰に「あいち
 9」 ( )「第10回恵⽐寿映像祭」 ( 写真

、 8)、「O  SITE 6- 7 『Th t』」 (トーキョー
ー 本郷、東京、 6)など。

本展では、 ・ガイドに主軸を置いた新しい鑑賞体験を  提⽰します。

ン・ツー＝クワン  NG Tsz-Kwan (⾹港 )

セントラル・セント・ ( )にて修⼠号取得。  ⾹港中
⽂⼤学美術学⼠課程卒業。電⼦アートや映像作品  などを⻑きにわたり⼿掛け、イ
ンタラクティブ・ ・ をアートの展覧会ほか な分野
にも応⽤し発表している。また、さまざまな を⽤いた統合的な
ソリューションを開拓している。⾃⾝の  N.T. が 拠点
の映画製作会社  yU+co.,  と を結んだ から、yu bの共
同創⽴者を務める。

本展では、⾃動運転の椅⼦が室内を移動しながら作品を鑑賞する体験型
を展⽰します。

・ソー   SO (⾹港 )

⾹港理⼯⼤学 学科卒業。 ・  スト、
、 として活躍し、受賞歴も多数あるソー独特の表

現⼒に満ちた と、⾹港の暮らしの何気ない物事や⾵景への洞
察⼒溢れる作品は、本、雑誌、 広告、 などで広く取り上げられ
ている。主な展⽰歴：「 ランタン  9 -  満開の輝く孔雀」
(⾹港⽂化 広場、 9)、「⼝伝の遺産  I I  ⾹港無形⽂化遺産代表
作 」 (三棟屋 、 8)など。

本展では、⾹港の都市⾵景を描いた を展⽰します。

WARE (⾹港 )

WAREはサミュエル・イップと ・イプが設⽴した⾹港の アー
ト・ で、空間 から体験型 、オーディエンス・エン

メントまで、さまざまな作品で と創造性の融合を⽬指す。イ
ノベーションへの信念を強く抱き、先端の を⽤いたデジ  タ
ル体験の未来 を描く。近年は  for  Fi lm and   in

 ( a) の委託による映像 《MN NIC》 ( 8)で⼤き
な注⽬と賞賛を得た。

本展では、映像と の を組み合わせた レーショ  ンを展⽰予定。
配信元企業：公益財団法⼈ 歴史⽂化財団

企業プレスリリース詳細へ
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関連ニュース

【東京都美術館】巻頭インタビューに⽚桐仁さん登場！

【アーツカウンシル東京】岡⼭で活躍している表現者たちと東京のアーティストらによるジャンルを超
えた斬新なパフォーマンスを披露！「東京キャラバン in 岡⼭」

【江⼾東京博物館】江⼾東京博物館ホールリニューアル記念公演「祝・江⼾東京の芸能づくし」、「殺
陣公演と体験教室」

コメント ユーザーNG管理

コメントを投稿するにはログインが必要です
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ピックアップ もっと⾒る

Sponsored

アクセスランキング

1
「ONE TEAM」などラグビーW杯から5
語 2019年の新語・流⾏語⼤賞ノミネート
30語が発表 「上級国⺠」や「タピる」も

2

プロ格闘家の朝倉海がオタクに変装してタ
バコのポイ捨てを注意！初めはナメていた
ヤンキーもキレキレのパンチを⾒て黙って
しまう！

3
近くのATMを検索できるサイト「近くのAT
M検索」を開設  GPS機能、都道府県、路
線で検索可！

4 夫と息⼦にカレーを作ったら…？ 妻の対
応に、２３万⼈が爆笑！

5
「下半⾝あらわに……」 スマホ版「ラブ
プラス」、不具合発⽣で配信直後に3度の
緊急メンテ 約1週間プレイできず

6 マクドナルド、ハンバーガーの価格がとん
でもないことになっていると話題に

7
「あなた猫だったの、、？」飼い主さんが
「猫⽿」を装着したら、驚いた猫が可愛す
ぎる反応をして話題に！

8
「避妊する⼈=責任感のある⼈とみなされ
る」⽇本と異なるスウェーデンの性教育と
は

9
JASRAC「極めて悪質だ」、楽曲を無断利
⽤した「歌謡ショー」企画の会社役員ら逮
捕

10 Twitterに「RT禁⽌」「クソリプ禁⽌」など
の新機能が来るかも？ 同社役員が⽰唆

コメントランキング もっと⾒る

 167

弁護⼠ドットコム

 121

J-CASTニュース

 116

ITmedia NEWS

 107

秒刊SUNDAY

 107

弁護⼠ドットコム

 90

⽇刊SPA！

 88

キャリコネ

 69

grape

 65

AbemaTIMES

 64

しらべぇ

ニコニコインフォ もっと⾒る

新メディア「猫ジャーナル」「マンバ
通信」「ライバーネット」「ミドルエ
ッジ」



【終了】9/10(⽕) niconico全体停⽌メ
ンテナンス 

新メディア追加「BOOKウォッチ」 
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PR(株式会社和漢) Jタウンネット マイナビニュース

Recommended by 

【⿃肌】「ガチで怖すぎ」第⼆次
世界⼤戦中に囚⼈が作った腹話術
⼈形に起こる現象がトラウマレ…

実は「ボコボコ⽑⽳」は簡単に消
えることが判明!?TVで暴露された
⽅法に騒然…

反社組織の組⻑、溺愛する孫に事
務所でアニメを観せていたら… 

「マジか」

糖尿病の原因はアレの不⾜？⾼⾎
糖はあるモノでガクッと下がると
話題に

岩波版「涼宮ハルヒ」はこんな感
じ？ クオリティが⾼すぎる妄想
表紙が話題

『とある科学の超電磁砲T』⾷蜂
操祈が制服姿で⽴体化




アーツ スペース TOK 2001年
アーティスト センター

プログラム 2018年 TOK Project

テーマ プログラム
TOK Project アーツセンター

メディア

FAL SPACE

TOK Project FAL SPACE
2019年10⽉12⽇ 11⽉10⽇

アーツ スペース 東京都⽂京区 2-4
9:00

⽉曜⽇ 10⽉14⽇ 11⽉4⽇ 10⽉15⽇ 11⽉5⽇
東京都 東京都 美術館 アーツ

スペース アーツセンター

ステラ Stel la
⾹港特別⾏政区 DESIGN RUST 株式会社
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ウェブサイト
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2019年10⽉12⽇ 16:00 18:00
ステラ
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オープン
2019年11⽉4⽇ 15:00

NTT コミュニケーション センター
アーツセンター

ステラ
アーツ千代⽥3331 ラウンジ 東京都千代⽥区

平成30年 プログラム
PEN 201 201
プロフィール

メディア アーティスト デント 1974年
1998年マサチューセッツ ジ・オ

デザイン メディア
フェスティバル ニューヨーク トランスメディア

NTT コミュニケーション センター
PEN 201 201

TOK 201

アーツセンター キュラ リアルチーム nni Tobi
TAN

アーツセンター Hong Kong Arts Centre
1977年 現代アート

映画館 ギャラリー スクール スタジオ カフェ オフィス
パフォーマンス

アーティスト プログラム

ITO Ryusuke

1963年北海道 1992年シカゴ美術館 ⼤学院
1988年 デザイン フィギュア
ライブビデオ モーター メディア

インスタレーション Remain
nem nst Hal Kun die

オーストリア 201 201

Michi

1980年神奈川県 2013年東京藝術⼤学⼤学院
インスタレーション

パフォーマンス トリエンナーレ
201 六本⽊ シング 201 美術館

プリン
Journey

Kosuke

1990年愛知県 東京芸術⼤学 東京藝術⼤学
⼤学院

トリエンナーレ 201 愛知県美術館 東京都
美術館 201 PEN 201 201 erapis ワンダ

サイト 201

オーディオ

2000年 マーチン イギリス 1997年

メディア デザイン コマーシャル
メディア デザイン

デザインスタジオ ハリウッド
パートナーシップ 2006年 cola

インスタ
レーション

ステラ Stella

2002年 デザイン グラフィック アーティ
アニメーター イラストレーター

ビジュアルスタイル
テレビ ギャラリー

旧正⽉ ディスプレイ 201
センター 201 シリーズ

リスト 博物館 201

アニメーション

トーマス メディア
スタジオ デザイン デザイン

ゲージ テクノロジー
メディアテクノロジー

ビジョン Incubator Visual media
Asia i fv インスタレーション EMO 201

LED 構造体 インスタ
東京都

もっと⾒るビジネス

2019/11/06 12:58

⾼梨さん シバター ⾼梨沙羅

 14

⾼梨沙羅へのメイク批判に⼈気YouTuberも反応「ネットに悪⼝書くのは⼈⽣

2019/11/04 09:01

ミルクプロテイン 職場でプロテイン飲んだだけで上司に怒られた スレ

 108

「職場でプロテイン飲んだだけで上司に怒られた」 理由は、勤務中の"シャ

2019/11/06 13:00

清⽔麗 太平洋 麗澤⼤学

 0

アジア・太平洋賞は研究者の登⻯⾨ 外国語学部 清⽔麗教授 アジア・太平

2019/11/06 13:00

ミュージックパーク 新宿 ポニーキャニオン

 0

アイドルの祭典「ミュージックパーク」が11⽉17⽇（⽇）新宿ReNYにて開

2019/11/06 13:09

松⼾ てくてく まつドコロ 〜やさシティに恋して〜 てくてく まつドコロ

 0

散歩の秋!松⼾の秋!?「てくてく まつドコロ」第2弾を11⽉7⽇(⽊曜)に放送!

2019/11/06 13:00

⼤宮ラクーン COCO都可 タピオカドリンク

 0

【埼⽟県初進出】タピオカドリンク専⾨店「CoCo都可」⼤宮ラクーン店が11

2019/11/06 13:09

アディダス ISS ⽶国

 0

アディダスとISS⽶国国⽴研究所がパートナーシップ締結を発表 スポーツブラ

2019/11/06 13:00

SUITS OF THE YEAR 2019 MEN'S EX12⽉号 世界⽂化社

 0

「SUITS OF THE YEAR 2019」に草刈正雄⽒ら5名を選出 受賞者インタビュ

2019/11/06 13:10

エービーシー商会 改修カタログ エービーシー 株式会社エービーシー商会

 0

「エービーシー商会 改修カタログ」発⾏

2019/11/06 13:11

プレミアムビューティセレクション 肌と⼼がときめく幸せ肌 エイジング

 0

乾燥しがちな冬でも「肌と⼼がときめく幸せ肌」に導く「プレミアムビューテ



「ONE TEAM」などラグビーW杯から5語 

プロ格闘家の朝倉海がオタクに変装して…

「あなた猫だったの、、？」飼い主さん…

近くのATMを検索できるサイト「近くのA…

冬の満員電⾞が⼀番キツイ！ ⼩池東京…

吸⾎コウモリの友情は固い。実験室で芽…

「爆買い待ったなし」 ユニクロで販売…

早期退職に応じず年収⼤幅ダウンの58歳…

夫と息⼦にカレーを作ったら…？ 妻の…



1
JASRAC「極めて悪質だ」、楽曲
を無断利⽤した「歌謡ショー」企

2
韓国メディアが唱える「⽇韓対⽴
への処⽅箋」 GSOMIA、ホワイ

3
「下半⾝あらわに……」 スマホ
版「ラブプラス」、不具合発⽣で

4
三原じゅん⼦⽒、なんと議院内閣
制すら知らずに国会議員をやって

5
ヘイトスピーチ、深刻なネットの
⼈権侵害 「東京五輪までに新た

6
安倍晋三、菅義偉、⼭本太郎「⾸
相にふさわしいのは？」答えは⼀

7
「職場でプロテイン飲んだだけで
上司に怒られた」 理由は、勤務

8
「医師がコンビニで買い物してい
た」とクレーム 病院の回答に称

9
「避妊する⼈=責任感のある⼈と
みなされる」⽇本と異なるスウェ

10
家族の異常性に気づいた⼦供 ⽗
親が⽉1で仕事を休み…



動画 静画 ⽣放送 チャンネル ブロマガ アツマール アプリ その他▼ ログイン ニコニコ会員登録 メニュー ▼

https://news.nicovideo.jp/?news_ref=watch_breadcrumb_nw6002465
https://news.nicovideo.jp/categories/20?news_ref=watch_breadcrumb_nw6002465
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