＜Press Release＞

2012 年 9 月 28 日

ルミネ都内 4 館にて、総勢 13 アーティストの作品を特別展示！

「LUMINE meets ART 2012」
」
2012 年 10 月 1 日（月）～11 月 11 日（日）
～REBIRTH PROJECT 代表・伊勢谷友介氏のトークショーも開催～
株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）は、若手アーティストを起用したア
ートイベント「LUMINE meets ART 2012（ルミネミーツアート 2012）」を、都内 4 館（池袋店・立川店・新宿店・
有楽町店）にて、2012 年 10 月 1 日（月）～11 月 11 日（日）に開催。総勢 13 組のアーティスト作品を館内に
展示するほか、手頃な価格でアートを購入できる「MY First ART」企画を実施いたします。
「LUMINE meets ART」は、お客さまに「いつものルミネ＋α」の価値を提供することを目的に、2010 年に
スタートし、今年で 3 回目の開催。アッシュ・ペー・フランスが運営する現代アートギャラリー「hpgrp
GALLERY TOKYO」のディレクターで、日本のアートシーン活性化を目指し多くの企画を展開する戸塚憲
太郎氏をディレクターに迎えました。
今年の開催では、自由に感じるままにアートに触れてほしいという思いから、各方面で活躍する総勢 13
組のアーティストの作品を都内 4 館にて展示するほか、ファッションを楽しむようにアートも生活に取り入れ
て楽しんでいただけるよう、手頃な価格で購入できる「MY First ART」企画も、新宿店と池袋店にて実施い
たします。
また、今回の注目作品として、「REBIRTH PROJECT」横田光隆氏の作品を、ルミネ新宿にて展示。スペシ
ャルイベントとして、同プロジェクトの代表を務める俳優の伊勢谷友介氏を迎え、横田氏とのトークショーも
開催いたします。

「REBIRTH PROJECT」横田光隆氏作品イメージ

10/28（日）開催

トークショー概要
伊勢谷友介氏

横田光隆氏

「REBIRTH PROJECT」代表で俳優の伊勢谷友介氏と
アーティスト・横田光隆氏のトークイベントを開催。



日時：10 月 28 日（日）15:00～
場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 横田氏作品展示スペース

© 操上和美

「REBIRTH PROJECT」
PROJECT」 とは
リバースプロジェクトは代表 伊勢谷友介さんの発案により始動した、これまでの我々人間の「生活」が
もたらした地球環境や社会環境を見つめ直し、未来における生活を新たなビジネスモデルとともに創
造していくプロジェクト。LUMINE meets ART ではルミネ新宿 ルミネ 2 2F にて横田光隆さんの作品
を展示しています。

10/1（月）～11/11（日）開催

ルミネ池袋

芸術文化の発信地、池袋。様々なカルチャーがミックスしたこの街で、ちょっと変わったアートに触れて、い
つもと違うエントランスやレストランフロアをお楽しみください。

■ ハセチヨ/Hasechiyo
東京都生まれ 日本大学藝術学部卒業。
[個展] 2012 「キャリーな WALL」 WALL ART
SCENE/原宿など
＜展示場所：B1 パークサイドエレベーター前ウィ
ンドウ、B1 ガラスショーケース＞

作品イメージ
作品イメージ

■ 3(three)
1986 年福島県生まれ。[個展] 2012 年「three is a magic number
5」 MEGUMI OGITA GALLERY/東京など
＜展示場所：イケレス 8F DINING COLLECTION（8F レストランフロア）＞

作品イメージ
作品イメージ

■ 飯沼英樹/Hideki Iinuma
1975 年長野県生まれ。東京都在住。愛知県立芸術大学大学院卒業、ナント国
立美術大学（フランス）に留学。各地で個展やグループ展に参加。個展「美女」
2011/SNOW Contemporary/SLANT など。
＜展示場所：イケレス 9F BUFFET COLLECTION（9F レストランフロア）＞
作品イメージ
作品イメージ

ルミネ立川

10/1（月）～10/31（水）開催

ルミネ立川の開業 30 周年を記念し、ビジュアルを制作。ライブペインティングイベントも実施いたします。

■ D[di ]
今回はルミネ立川店開業 30 周年のビジュアルを制作。
＜展示場所：2F コンコースウィンドウ＞
ライブペインティング概要
10/7（日）14：00～、15：00～ ＠2Fコンコース・西側ショーウィンドウ
作品イメージ
作品イメージ

ルミネ新宿

10/11（木）～11/11（日）開催

俳優の伊勢谷友介さんが代表を務める「REBIRTH PROJECT」の横田光隆さん他、6 名のアーティスト作品
を展示。館内を回ってたくさんのアートに触れてください。

■ 横田光隆/Mitsutaka Yokota
1976 年東京生まれ。東京芸術大学卒業後、アニメーション制作会
社に従事し LOSH（龍馨創意工作室）代表として、アニメーション監
督・アーティスト活動を行う。2011 年より REBIRTH PROJECT に参
加。代表作は、NHK 教育 プチプチ・アニメ「ティーチ」こま撮りアニ
メーション（2011 放送）など。
＜展示場所：ルミネ 2 2F インフォメーション前＞

作品イメージ
作品イメージ

■ 加藤豊/Yutaka Kato
1974 年カナダ・トロント生まれ。大阪で育ち、現在東京にて活動。日本大
学芸術学部ビジュアルコミュニケーション学科卒業。イラストレーターとし
て雑誌、書籍を中心に活動する傍ら、都市風景を独特の視点で捉えたド
ローイング/ペインティング/彫刻作品を制作。
＜展示場所：ルミネ 1 B1 ガラスショーケース＞

作品イメージ
作品イメージ

■ 篠原奈美子/Namiko Shinohara
武蔵野美術大学を卒業後、埼玉県にアトリエを構え、FRP によって動物をモ
チーフとする作品を制作。本来生きているものとは違った気配を持つ動物達
の作品を展開している。
＜展示場所：ルミネ 2 2F ウィンドウ＞

作品イメージ
作品イメージ

■ 松山智一/Tomokazu Matsuyama
1976 年飛騨高山生まれ。東京出身。現在はアメリカ・ニューヨーク州ブルックリン
在住。上智大学経済学部在学中から制作を始め、卒業後の 2001 年に渡米し、
NY プラットインスティテュート美術大学院へ進んだ後、ブルックリンにスタジオを
構える。
＜展示場所：ルミネ 1 各階エレベーター＞
作品イメージ
作品イメージ

■ 足立喜一郎/Kiichiro Adachi
1979 年大阪生まれ。多摩美術大学卒業。装置のような作品が特徴。
「Space for your future（東京都現代美術館）」「When Life become form
（サンパウロ近代美術館）」「Trans-cool Tokyo（シンガポール美術館、台
北市立美術館など巡回）」「釜山ビエンナーレ」など国内外の展覧会に
参加。
＜展示場所：ルミネ 2 2F ウィンドウ＞
作品イメージ
作品イメージ

■ 東恩納裕一/Yuichi Higashionna
東京都生まれ、東京在住。代表作として、蛍光灯を使ったシャンデリアシリーズ、
造花やチェーンをスプレーペイントで型取った FL（Flower）シリーズがある。主
な 個 展 に 「 Fluorescent Marianne Boesky Gallery （ ニ ュ ー ヨ ー ク /2011 ） 、
「Venice/Tokyo Venice projects」（ヴェニス/2010）。
＜展示場所：ルミネ 2 1F 甲州街道沿いウィンドウ＞

ルミネ有楽町

作品イメージ
作品イメージ

10/19（金）～11/7（水）開催

この秋、ルミネ有楽町は開業 1 周年を迎えます。この 1 年の「ありがとう」の感謝の意味を込めて、アートたち
がお客さまのお越しをお待ちしております。

■ 真鍋大度＋比嘉了/Daito Manabe＋Satoru Higa
2005 年に設立した Rhizomatiks はコマーシャルからアートまで多彩な作品
を発表する企業・集団である。2008 年から 4nchor5 La6 を運営し研究や実
験など自分たちの可能性を様々な観点から探し続けている。近年沢山の
広告賞を受賞し、今後の活動がさらに注目されている。
＜展示場所：ルミネ 1 1F 正面エントランスデジタルサイネージ、
1F センターモール柱＞
■

作品イメージ
作品イメージ

ena

2004 年に FM802 アートオーディションを通過後、本格的にイラストレータ
ーとしての活動を開始。主に、企業とのコラボレーションや広告・CD ジャ
ケット・書籍の装画や雑誌での連載等を手がけています。2009 年より
FEMME に所属。
＜展示場所：ルミネ 1 各階エレベーター＞
※本アーティストの作品は、10/1（月）より展示いたします。

作品イメージ
作品イメージ

■ 鳥羽史仁/Fumihito Toba
イラストレーター。東京都出身、1985 年生まれ。主に線描によるハンドドローイング、
イラストレーションで、CD ジャケット、アパレル・プロダクツ、WEB など多媒体にてフ
リーランスとして活動中。
＜展示場所：ルミネ 1 3F サロンスペース＞
※本アーティストの作品は、9/1（土）より展示しております。

作品イメージ
作品イメージ

10/1（月）～11/11（日）開催

MY First ART 企画

ファッションを楽しむようにアートも生活に取り入れて楽しんでいただけるよう、手頃な価格で購入できる
「MY First ART」企画を、新宿店と池袋店にて実施いたします。期間限定のポップアップストアとして、選り
すぐりのショップがルミネに登場。大阪のアートギャラリー「DMO ARTS」の商品は、新宿店のレストランフロ
ア「meshimase」の各ショップでも展示し、お食事を楽しみながら、ゆっくりとご覧いただけます。
ショップ名
ショップ名

説明

DMO ARTS

大阪のアートプロジェクト digmeout が企画・プロデュースするアー ルミネ新宿 ルミネ 2 2F

場所/
場所/期間

トギャラリー。10/11（木）-11/11（日）は、ルミネ新宿 ルミネ 1 10/29（月）-11/7（水）
6・7F レストランフロア「meshimase」でも展示を行う。
SUPER arts MARKET

waitingroom（恵比寿）と sakumotto（中目黒）の共同プロデュース ルミネ新宿 ルミネ 2 2F
による期間限定のアートショップ。

BAMBA

10/11（木）-10/27（土）

BOOKS × 蝉 写真集をメインに活動する BAMBA BOOKS と「デザインの寿命を ルミネ新宿 ルミネ 1 2F

semi

長くする」を哲学にプロダクトを製作する蝉 semi のコラボ。

10/11（木）-10/27（土）

リス・ウサギんぴっく 2012 独自な進化を遂げる日本のヴィジュアルカルチャーと世界をつな ルミネ新宿 ルミネ 1 2F
by CAT’
CAT’S FOREHEAD

げるプラットフォーム「CAT’S FOREHEAD」が『リス・ウサギんぴっ 10/28（日）-11/7（水）
く 2012』を開催。

放課後図工室×
放課後図工室×Heureux
Heureux

放課後図工室は、小さな絵本をつめこんだ小箱本と、子ども達と
の図工から生まれた雑貨を制作。Heureux は、テキスタイルデザ
インを考案し、スクリーン技法のハンドプリント布地を制作。

トロジショップ

プロダクトやアクセサリーなどクリエイターから直送された洗練さ ルミネ池袋 7F
れたアイテムが並ぶ。毎回名前が変わる期間限定ショップ。

山小屋

10/1（月）-11/11（日）

MOVE Art Management が運営。イラストや版画など小さなアート
作品や、作家のこだわりを感じさせるオリジナル・アイテム（陶
器、洋服、アクセサリー、生活雑貨）をキュレーションする。

「kate red」\9,800（税込）
アーティスト：BUGGY
ショップ：DMOARTS

「眠れぬ夜の友だち」
\25,200（税込）
アーティスト：murgraph
ショップ：SUPER arts MARKET

「untitled」
各\10,500（税込）
アーティスト：氷見こずえ
ショップ：リス・ウサギんぴっく 2012
by CAT’S FOREHEAD

【本リリースに関
リリースに関するお問
するお問い合わせ・ご取材依頼先
わせ・ご取材依頼先】
取材依頼先】
ルミネ PR 事務局（プラップジャパン内） 担当：蒲原（かんばら）・須永・星川
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